
日付 新聞名 見出し 小見出し

2005/7/1 中国新聞 メルヘンへの旅アンデルセン生誕２００年展 絵本作家・戸川幸一郎・インタビュー・チビ子物語

2005/7/3 朝日新聞 まるでピノキオ？ 熊野でびっくりナス

2005/7/7 中国新聞 尾方選手を母校激励 ヘルシンキ・世界陸上・熊野中学校・尾方剛

2005/7/7 朝日新聞 尾方選手、母校で激励会 ヘルシンキ・世界陸上・熊野中学校・尾方剛

2005/7/19 中国新聞 攻めの熊野波に乗れず 夏の高校野球・熊野高校

2005/7/29 中国新聞 完全燃焼サマー ヘルシンキ・世界陸上・熊野中学校・尾方剛

2005/8/4 朝日新聞 コース尾方向きか ヘルシンキ・世界陸上・熊野中学校・尾方剛

2005/8/14 朝日新聞 尾方、マラソン銅・世界陸上 ヘルシンキ・世界陸上・熊野中学校・尾方剛

2005/8/14 毎日新聞 ベテラン尾方我慢の銅 ヘルシンキ・世界陸上・熊野中学校・尾方剛

2005/8/14 読売新聞 尾方マラソン「銅」 ヘルシンキ・世界陸上・熊野中学校・尾方剛

2005/8/14 朝日新聞 尾方終盤フル加速 ヘルシンキ・世界陸上・熊野中学校・尾方剛

2005/8/14 中国新聞 尾方粘りの「銅」 ヘルシンキ・世界陸上・熊野中学校・尾方剛

2005/8/14 中国新聞 冷静レース貫く ヘルシンキ・世界陸上・熊野中学校・尾方剛

2005/8/14 中国新聞 「ツヨシ」コール高らか ヘルシンキ・世界陸上・熊野中学校・尾方剛

2005/8/15 朝日新聞 住民ら３００人活躍に声援 ヘルシンキ・世界陸上・熊野中学校・尾方剛

2005/8/15 中国新聞 「メダル格別」尾方晴れやか表彰式 ヘルシンキ・世界陸上・熊野中学校・尾方剛

2005/8/16 読売新聞 チーム打撃貫く 夏の全国高校野球・高揚東高校・民法安崇

2005/8/20 朝日新聞 マラソン銅同僚が祝福 ヘルシンキ・世界陸上・熊野中学校・尾方剛

2005/8/22 中国新聞 大賞に井上さん 筆の里工房・大きな絵てがみ大賞

2005/8/29 朝日新聞 おかあさんコーラス賞熊野と呉の２団体受賞 全日本おかあさんコーラス全国大会

2005/9/3 中国新聞 マラソン尾方選手熊野町が功労表彰 ヘルシンキ・世界陸上・熊野中学校・尾方剛

2005/9/6 中国新聞 熊野の民家答案や教科書１００点 明治の小学校・教科書・答案

2005/9/12 朝日新聞 首相の「側近」中川さん９選 衆議院選挙・広島４区・中川秀直

2005/9/24 産経新聞 熊野町で筆まつり書の大作に歓声 筆まつり・大書・筆供養

2005/10/4 中国新聞 「地元の誇りだ」尾方の「銅」祝福 ヘルシンキ・世界陸上・熊野中学校・尾方剛

2005/10/20 朝日新聞 知事選きょう告示 広島県知事選挙・藤田雄山・藤田尚志

2005/10/24 朝日新聞 ２候補の訴え熱い日曜 広島県知事選挙・藤田雄山・藤田尚志



日付 新聞名 見出し 小見出し

2005/11/3 産経新聞 秋の叙勲ピンと張る筆先に職人の技 叙勲・筆職人・石井光二

2005/11/4 中国新聞 坊田寿真の碑除幕 坊田かずま

2005/11/5 中国新聞 明・清代華やか中国筆熊野で４０本展示 筆の里工房・三清書屋コレクション

2005/11/7 朝日新聞 藤田雄氏に辛口信任 広島県知事選挙・藤田雄山・藤田尚志

2005/11/9 中国新聞 熊野筆世界へPR 熊野筆・メークアーティスト

2005/11/12 中国新聞 筆の精熊野に誕生 筆の精・むかいあぐる

2005/11/14 中国新聞 青春アート一堂に 県高校文化祭・熊野高校・書道部

2005/11/14 中国新聞 家族や友人につづる熊野で絵てがみ展 筆の里工房・大きな絵てがみ大賞

2005/11/18 中国新聞 熊野で水道管破損送水停止 水道管破損・下水道工事事故

2005/11/19 中国新聞 熊野高訪れ書道表彰 熊野高校・書道部・中国四川省内紅市

2005/11/19 中国新聞 中国中学駅伝あす号砲 中国中学校駅伝・熊野中学校・熊野東中学校

2005/11/21 中国新聞 中国中学駅伝結果 中国中学校駅伝・熊野中学校・熊野東中学校

2005/12/8 中国新聞 ルパン三世熊野に参上！ 筆の里工房・ルパン三世・モンキーパンチ

2005/12/15 産経新聞 モンキー・パンチ熊野で原画展 筆の里工房・ルパン三世・モンキーパンチ

2005/12/15 中国新聞 油谷・尾方が出場ロンドンマラソン ロンドンマラソン・尾方剛・中国電力

2005/12/16 中国新聞 島しょ部減市域微増 国勢調査

2005/12/21 読売新聞 熊野筆でルパン描く 筆の里工房・ルパン三世・モンキーパンチ

2006/1/4 中国新聞 第４９回中国スポーツ賞に尾方剛選手 中国スポーツ賞・尾方剛

2006/1/5 産経新聞 北京へ「まだまだ成長」 尾方剛

2006/1/6 中国新聞 元カープ野村さんら表彰 中国スポーツ賞・尾方剛

2006/1/7 中国新聞 年始の栄誉飛躍誓う 中国スポーツ賞・尾方剛

2006/1/16 読売新聞 熊野筆パリで開花 松月堂・西田正美

2006/1/17 毎日新聞 第３９回新春毎日書き初め展 新春毎日書き初め展

2006/1/19 中国新聞 尾方選手ら８件広島スポーツ賞決まる 広島スポーツ賞・尾方剛

2006/2/2 中国新聞 入賞作２８３点決まる 中国地区書初め大会・熊野筆センター

2006/2/4 中国新聞 熊野筆に統一ブランド 熊野筆・統一ブランド・熊野筆事業協同組合

2006/2/14 朝日新聞 熊野筆ブランドに事業協同組合が「統一マーク」 熊野筆・統一ブランド・熊野筆事業協同組合



日付 新聞名 見出し 小見出し

2006/2/15 中国新聞 郷土の味作った食べた 八寸・熊野東中学校

2006/2/18 朝日新聞 ０６年度公立高校一般入試志願者数 公立高校入試・熊野高校

2006/2/25 中国新聞 組み木で在校生に贈る言葉くまの第二小 熊野第二小学校・卒業作品

2006/3/2 中国新聞 自慢の書２２５点筆の里に集う 筆の里工房・ふれあい書道展

2006/3/2 中国新聞 熊野筆主体１００種類扱う 古城園・広島筆産業・山本一英

2006/3/4 中国新聞 待合室を新築熊野バスターミナル 熊野バスターミナル・広島電鉄

2006/3/6 中国新聞 競う原色美や躍動感 筆の里工房・筆あそび大賞

2006/3/8 中国新聞 筆の里工房・春の筆まつり 筆の里工房・春の筆まつり

2006/3/11 中国新聞 出身文化人の作品展示・即売 熊野町郷土館・筆都人・熊野町商工会

2006/3/18 中国新聞 パリで一筆啓上熊野筆の魅力 熊野町商工会・パリ・見本市

2006/3/27 朝日新聞 県高校野球春季リーグ戦 春の高校野球・熊野高校

2006/4/7 中国新聞 尾方、油谷に続け マラソン・尾方剛

2006/4/21 中国新聞 消防組合の解散協議 海田地区消防組合

2006/5/7 中国新聞 介護保険料平均４４４４円 介護保険料

2006/5/14 朝日新聞 「読み聞かせ」許可いるの？ 読み聞かせ・図書館・著作権

2006/5/16 中国新聞 熊野町に苗木寄贈 「ふれあいグリーンキャンペーン・広島トヨペット

2006/5/23 毎日新聞 観光地最新事情広島県熊野町 筆の里工房

2006/5/23 中国新聞 団塊世代活用し筆販売 熊野町商工会・団塊の世代活用

2006/5/24 中国新聞 商店街で写生大会熊野 くまの写生大会・坊主山商店街

2006/6/12 中国新聞 呉で震度５弱 芸予地震・強い地震

2006/6/13 朝日新聞 「芸予」の恐怖よぎる 芸予地震・強い地震

2006/6/15 中国新聞 熊野で見る棟方志功 筆の里工房・棟方志功

2006/6/19 読売新聞 中部学童野球熊野が優勝 熊野レンジャーズ

2006/6/25 中国新聞 熊野高３０周年校庭に人文字 熊野高校・３０周年

2006/6/25 中国新聞 ９７校組み合わせ決定 夏の高校野球・熊野高校・組み合わせ

2006/6/30 中国新聞 「筆」に託す雇用促進 筆職人後継者育成・厚生労働省

2006/7/1 朝日新聞 夏の高校野球熊野高校紹介 夏の高校野球・熊野高校



日付 新聞名 見出し 小見出し

2006/7/3 読売新聞 熊野レンジャーズ２位 熊野レンジャーズ・スポーツ少年団軟式野球県大会

2006/7/5 中国新聞 熊野でコイヘルペス ニシキゴイ・コイヘルペス

2006/7/7 産経新聞 夏の高校野球熊野高校紹介 夏の高校野球・熊野高校

2006/7/7 中国新聞 再見絵てがみ大賞作 筆の里工房・大きな絵てがみ大賞

2006/7/11 中国新聞 型破り「奇跡」も招く　現代っ子熊野 夏の高校野球・熊野高校

2006/7/13 中国新聞 熊野町商工会が起業塾 熊野町商工会・起業塾

2006/7/14 朝日新聞 歳出削減に四苦八苦 地方交付税・三位一体

2006/7/16 朝日新聞 夏の高校野球 夏の高校野球・熊野高校

2006/7/16 産経新聞 夏の高校野球 夏の高校野球・熊野高校

2006/7/16 読売新聞 夏の高校野球 夏の高校野球・熊野高校

2006/7/16 中国新聞 夏の高校野球 夏の高校野球・熊野高校

2006/7/17 中国新聞 呉少年ソフト熱闘開幕 呉少年ソフト・熊野第三ソフトボールスポーツ少年団

2006/7/19 朝日新聞 夏の高校野球 夏の高校野球・熊野高校

2006/7/19 読売新聞 夏の高校野球 夏の高校野球・熊野高校

2006/7/19 中国新聞 夏の高校野球 夏の高校野球・熊野高校

2006/7/22 中国新聞 命を探求心に響く書 筆の里工房・相田みつを

2006/8/1 中国新聞 大竹市が市部トップ 市町税・道府県税

2006/9/2 毎日新聞 熊野筆作りなど実演 毎日書道展中国展

2006/9/9 中国新聞 来春の入学定員公立高９年続き減 高校入学定員

2006/9/10 読売新聞 筆まつりへ大作席書展 筆まつり・筆の里工房

2006/9/12 読売新聞 種や端切れがアートに変身 熊野郵便局・佐々木可代子

2006/9/24 毎日新聞 書家、木村陽山のコレクション 筆の里工房・木村陽山

2006/9/24 朝日新聞 力強く伸びやかに熊野「筆まつり」にぎあう 筆祭り

2006/9/30 中国新聞 ぐるっと熊野筆の店 筆マップ筆を求めて巡ってみませんか？熊野町を楽しみ隊

2006/11/15 中国新聞 差し押さえ処分７４９０件 個人住民税・滞納

2006/11/20 中国新聞 中国中学校駅伝八本松圧巻レース 中国中学校駅伝・熊野中学校・熊野東中学校

2006/11/21 産経新聞 １５９０点の「ありがとう」 筆の里工房・大きな絵てがみ大賞



日付 新聞名 見出し 小見出し

2006/12/5 中国新聞 次世代保育園が落成 くまの、みらい保育園

2007/1/3 中国新聞 中電が栄冠 全日本実業団駅伝・中国電力・尾方剛

2007/1/3 毎日新聞 中国電力が３年ぶりV 全日本実業団駅伝・中国電力・尾方剛

2007/1/14 朝日新聞 熊野FU－DE米に進出 熊野町商工会・JAPANブランド育成支援事業実施委員会

2007/2/2 朝日新聞 「ジブリ」支える熊野筆 スタジオジブリ

2007/4/8 読売新聞 化粧筆会社２社経産相が視察 甘利経済産業相

2007/4/11 中国新聞 建具業者が修理奉仕　熊野の保育園で 県建具組合連合会青年部・中央保育所

2007/4/18 朝日新聞 ２町議選告示　２００７統一地方選 熊野町議会選挙告示

2007/4/23 朝日新聞 新議員１６人決定　熊野町議選 熊野町議会選挙結果

2007/4/23 読売新聞 町議選開票結果 熊野町議会選挙結果

2007/5/17 中国新聞 武者小路実篤の人柄にじむ 筆の里工房・武者小路実篤

2007/6/8 読売新聞 電動車いすで熊野から７５日中田さん北海道到着 電動車いす・中田輝義

2007/6/12 読売新聞 難病の友と喜びの再会 電動車いす・中田輝義

2007/6/30 中国新聞 熊野健康センター着工 熊野健康センター・平本芳之

2007/7/8 産経新聞 高校野球広島大会　めざせ甲子園 夏の高校野球・熊野高校

2007/7/18 朝日新聞 熊野、初回に集中打 夏の高校野球・熊野高校

2007/7/18 産経新聞 初回１３点　熊野コールド勝ち 夏の高校野球・熊野高校

2007/7/18 中国新聞 高校野球広島大会　 夏の高校野球・熊野高校

2007/7/20 中国新聞 高校野球広島大会　 夏の高校野球・熊野高校

2007/7/23 中国新聞 高校野球広島大会　 夏の高校野球・熊野高校

2007/8/20 日本経済新聞 猛暑レース火花　マラソン北京内定かけ 世界陸上大阪大会・尾方剛

2007/8/24 読売新聞 マラソン日本夏の陣 世界陸上大阪大会・尾方剛

2007/8/25 読売新聞 尾方選手応援団、熊野を出発 世界陸上大阪大会・尾方剛

2007/8/26 読売新聞 熊野から応援ウエーブ 世界陸上大阪大会・尾方剛

2007/8/26 朝日新聞 郷里・熊野で応援会 世界陸上大阪大会・尾方剛

2007/8/27 毎日新聞 ハリウッドに進出した熊野筆 毎日書道中国展・貝原司研

2007/8/29 産経新聞 「遠藤の応援で元気」尾方選手凱旋報告会 世界陸上大阪大会・尾方剛・中国電力



日付 新聞名 見出し 小見出し

2007/8/29 毎日新聞 「次はメダル」と報告 世界陸上大阪大会・尾方剛・中国電力

2007/9/4 毎日新聞 ホウセンカ４００キロの旅　熊野町の保育園児放つ ホウセンカ・ひかり保育園

2007/9/13 中国新聞 鉛筆甲子園小林さん大賞 鉛筆甲子園・熊野高校美術部

2007/9/19 中国新聞 世界５位後輩に報告 世界陸上大阪大会・尾方剛・熊野高校

2007/9/24 中国新聞 流れる字体迫力の大書 筆まつり・大書・大井錦亭

2007/9/30 中国新聞 海外に学校を　竹細工展開く 竹細工展・井上勇・郷地美穂

2007/10/4 中国新聞 将軍や首相気迫の筆跡 筆の里工房「書に見る歴史の主人公」

2007/10/20 中国新聞 坊田寿真資料で知って 坊田かずまの会

2007/11/24 毎日新聞 熊野第一少年団健闘し準V 呉地区少年ソフトボール秋季選手権・熊野第一ソフトボールスポーツ少年団

2007/12/2 産経新聞 広島熊野で安全安心大会 安全安心熊野町民大会・平本芳之

2007/12/3 読売新聞 ２２市町で人口減 人口減・国勢調査・３０年後推移

2007/12/4 中国新聞 物まね応用個性派似顔絵 筆の里工房・松村邦洋・似顔絵

2007/12/13 中国新聞 ものまね同様似顔絵そっくり 筆の里工房・松村邦洋・似顔絵

2007/12/26 中国新聞 筆の歴史伝える５０本 筆の里工房・木村陽山・図録

2008/3/11 朝日新聞 「念願の舞台勝負したい」 北京オリンピック・マラソン・尾方剛

2008/3/13 中国新聞 熊野町０８年度当初予算案４．７％減緊縮型 熊野町０８年度当初予算案・熊野町議会

2008/3/14 中国新聞 熊野発北京メダルへの道 北京オリンピック・マラソン・尾方剛・平本芳之

2008/3/19 朝日新聞 熊野町副町長芥川氏就任へ 熊野町副町長・芥川雅利

2008/4/17 日本経済新聞 化粧筆に独自ブランド 化粧筆・瑞穂

2008/4/27 産経新聞 広島・熊野筆を救え 中国産・石坂浩二・北野武・緒方拳・片岡鶴太郎

2008/5/22 読売新聞 「見た人にパワーを」高橋英樹さん、書展で 筆の里工房・高橋英樹

2008/5/27 毎日新聞 「熊野筆がんばれ」 石坂浩二・藤子不二雄・中国産

2008/6/16 読売新聞 １０位尾方北京へ心理戦 札幌国際ハーフマラソン・尾方剛・北京オリンピック

2008/6/29 読売新聞 夏の高校野球広島大会組み合わせ 夏の高校野球・熊野高校

2008/7/10 中国新聞 古里の声援と北京で並走だ 北京オリンピック・マラソン・尾方剛

2008/7/12 読売新聞 北京で頑張れ！マラソン尾方選手 北京オリンピック・マラソン・尾方剛

2008/7/15 毎日新聞 夏の高校野球広島大会 夏の高校野球・熊野高校



日付 新聞名 見出し 小見出し

2008/7/17 毎日新聞 夏の高校野球広島大会 夏の高校野球・熊野高校

2008/8/4 朝日新聞 広島パワー北京に期待 北京オリンピック・マラソン・尾方剛

2008/8/5 中国新聞 「絵てがみ大賞」熊野で最終審査 筆の里工房・大きな絵てがみ大賞

2008/8/11 読売新聞 尾方選手に寄せ書き 北京オリンピック・マラソン・尾方剛

2008/8/25 朝日新聞 力走広島熱く 北京オリンピック・マラソン・尾方剛

2008/8/25 読売新聞 「完走次につなげて」 北京オリンピック・マラソン・尾方剛

2008/8/25 中国新聞 マラソン尾方１３位 北京オリンピック・マラソン・尾方剛

2008/8/25 中国新聞 猛追尾方古里の誇り 北京オリンピック・マラソン・尾方剛

2008/9/4 中国新聞 筆派の思い著名人表現 筆の里工房・筆の世界に遊ぶ文化人たち

2008/9/4 中国新聞 形ユニーク胎毛筆 胎毛筆・ほころ・穂乃伊堂

2008/9/5 中国新聞 ２０畳の布に迫力の大書 筆まつり・大書

2008/9/5 中国新聞 イベント収益金福祉施設に寄付 おか半・あゆみ・社会福祉協議会

2008/9/24 中国新聞 さらりと書けそう熊野筆 筆まつり

2008/10/19 毎日新聞 平本・熊野町長死去 平本芳之・熊野町長

2008/10/19 読売新聞 平本・熊野町長死去 平本芳之・熊野町長

2008/11/6 毎日新聞 三村氏が立候補表明 熊野町長選挙・三村裕史

2008/11/18 中国新聞 尾方・油谷（中電）ら１３人招待 福岡国際マラソン・尾方剛

2008/11/22 読売新聞 熊野筆品質向上に尽力 伝統的工芸品産業功労賞・藤田修司

2008/11/24 毎日新聞 熊野町長選あす告示 熊野町長選挙・三村裕史・大瀬戸宏樹

2008/11/26 毎日新聞 熊野町長選告示新人２人立候補 熊野町長選挙・三村裕史・大瀬戸宏樹

2008/11/26 読売新聞 熊野町長選に新人２氏 熊野町長選挙・三村裕史・大瀬戸宏樹

2008/11/29 毎日新聞 熊野町長選あす投開票 熊野町長選挙・三村裕史・大瀬戸宏樹

2008/11/29 中国新聞 中電勢ベルリン照準 福岡国際マラソン・尾方剛

2008/12/1 朝日新聞 熊野町長選三村氏、初当選 熊野町長選挙・三村裕史・大瀬戸宏樹

2008/12/1 毎日新聞 熊野町長選三村さんが初当選 熊野町長選挙・三村裕史・大瀬戸宏樹

2008/12/1 読売新聞 熊野町長三村さん初V 熊野町長選挙・三村裕史・大瀬戸宏樹

2008/12/1 中国新聞 熊野町長に三村氏 熊野町長選挙・三村裕史・大瀬戸宏樹



日付 新聞名 見出し 小見出し

2008/12/2 中国新聞 高齢化対策早急に検討 熊野町長・三村裕史

2008/12/3 朝日新聞 「期待に感謝仕事着実に」 熊野町長・三村裕史・初登庁

2008/12/3 中国新聞 前町長事業着実に推進 熊野町長・三村裕史・初登庁

2009/1/5 読売新聞 １．８メートル熊野筆で豪快書き初め 新春ウルトラ書きぞめ大会・基町クレド

2009/3/2 中国新聞 職人出前授業苦労学ぶ 熊野高校・卒業式・芸術類型

2009/3/11 中国新聞 卒業の思い多彩に表現 熊野高校・卒業式・芸術類型

2009/3/15 中国新聞 筆の里工房魅力充実へ 筆の里工房・特別展示室・シャトルバス

2009/3/16 中国新聞 美の演出世界にも発信 化粧筆・メーキャップ・坂井由紀子

2009/3/18 中国新聞 「一日一筆」町ぐるみ 一日一筆・筆の日週間

2009/3/26 中国新聞 熊野ゆかりの絵画など４７点 筆の里工房・熊野ゆかりの作家たち

2009/4/8 中国新聞 熊野で交響の調べ 国際ソロプチミスト熊野・広島交響楽団

2009/4/10 日本経済新聞 カープ化粧筆久華産業が発売 カープ・化粧筆・久華産業

2009/4/18 中国新聞 無料バス試験運行 ふでりん号

2009/5/5 毎日新聞 ちばてつやさんがトークショー 筆の里工房・ちばてつや

2009/5/10 読売新聞 絵てがみ大賞作品募る 筆の里工房・大きな絵てがみ大賞

2009/6/12 中国新聞 故平本氏名誉町民に 名誉町民・平本芳之

2009/7/11 中国新聞 熊野筆作り職人技を伝授 熊野筆事業協同組合・熊野筆マイスタースクール

2009/7/13 中国新聞 市内・熊野・海田で４件 ひったくり

2009/7/17 中国新聞 熊野筆の技術に興奮 筆の里工房・竹中直人

2009/7/22 毎日新聞 熊野で住宅の地盤崩落 地盤崩落・梅雨

2009/9/10 中国新聞 熊野町議会も開会 熊野町議会

2009/9/11 中国新聞 筆の里散策イベント 佐太夫神社・熊野町散策

2009/9/17 中国新聞 消費者相談に窓口オープン 消費者相談窓口・生活環境課

2009/9/24 朝日新聞 筆供養や教書大会 筆まつり・筆供養・競書会

2009/10/6 中国新聞 熊野で就職説明会 熊野町商工会・就業促進センター

2009/10/10 中国新聞 広島熊野道路の利用減少 広島熊野道路

2009/10/10 中国新聞 筆の街ぐるり散策マップ 筆の街散策マップ



日付 新聞名 見出し 小見出し

2009/10/15 中国新聞 絵てがみ大賞入賞決定 筆の里工房・大きな絵てがみ大賞

2009/10/22 中国新聞 良質原毛確保に力 熊野筆事業協同組合

2009/11/26 中国新聞 三石山に散策ルート 三石山・散策・熊野七郷

2009/12/22 中国新聞 熊野中公民館廃止へ 熊野中公民館・全国書画展覧会

2009/12/30 中国新聞 無料バスのルート変更 ふでりん号

2010/1/12 中国新聞 筆の里工房展示室増設 筆の里工房・展示室増設・木村陽山

2010/1/15 中国新聞 芸術教育推進へ提携 熊野高校・芸術類型・倉敷芸術科学大学

2010/1/31 中国新聞 イノシシ筆かすれの妙 イノシシ筆・藤川岸登

2010/2/11 中国新聞 熊野町では利用伸び悩み ３人乗り自転車貸出事業

2010/2/11 中国新聞 大切な税金学んで身近 熊野第一小学校・租税教室・三村裕史

2010/2/16 中国新聞 「筆の日週間」書展示や講演 筆の日週間

2010/3/8 中国新聞 熊野筆もっとPR 全国書画展覧会

2010/3/11 中国新聞 熊野町７３億１１００万円 熊野町議会・２０１０年度予算案

2010/3/11 毎日新聞 熊野でイベント多彩に 筆の日・筆の日週間

2010/3/13 中国新聞 熊野で男鹿さん作品展 筆の里工房・スタジオジブリ・男鹿和雄

2010/3/20 中国新聞 副町長に木谷氏 熊野町副町長・木谷健

2010/3/20 中国新聞 声楽とギター善意のコラボ 声楽家・大瀬戸量子

2010/4/1 中国新聞 三石山登山道新名所に 三石山・登山道

2010/4/20 中国新聞 小中学生のみんな事故の怖さ知って 交通安全教室・テクノ自動車学校・熊野第二小学校

2010/4/22 中国新聞 子ども読書で大臣表彰 熊野町立図書館・文部科学大臣賞

2010/4/24 中国新聞 熊野筆の歴史や特色などで講座 熊野西公民館

2010/5/4 中国新聞 「熊野筆ジブリに重要」 筆の里工房・スタジオジブリ・田中直哉

2010/5/8 中国新聞 「ありがとう」の絵手紙作品募る 筆の里工房・大きな絵てがみ大賞

2010/5/15 中国新聞 才能あふれる写実的世界 筆の里工房・八代亜紀

2010/5/19 中国新聞 小学１・２年で「書道科」 低学年書道・佐城恵子

2010/6/11 中国新聞 ６議案を可決 熊野町議会・２０１０年度補正予算案

2010/6/27 産経新聞 ９６校対戦相手決まる 夏の高校野球・熊野高校



日付 新聞名 見出し 小見出し

2010/7/3 中国新聞 広島駅ビルで熊野PR 広島アッセ・熊野筆セレクトショップ

2010/7/13 毎日新聞 選挙区の投票率３．４０ポイント低下 参議院議員選挙

2010/7/13 毎日新聞 広島選挙区・比例代表得票 参議院議員選挙

2010/7/13 産経新聞 自民大幅増、過半数市町で上回る 参議院議員選挙

2010/8/2 中国新聞 一般会計予算の減額補正案可決 熊野町議会・減額補正案

2010/8/3 朝日新聞 海田中など中国大会へ 広島県吹奏楽コンクール・熊野中学校

2010/8/5 中国新聞 低迷の路線バスイベントでPR 広島電鉄・路線バス・深原公園

2010/8/15 中国新聞 筆ストラップ個性豊か 筆の里工房・ストラップ

2010/8/16 中国新聞 熊野のB級グルメ作ろう 熊野町商工会・B級グルメ

2010/8/16 中国新聞 小中学生の書画全国展に挑戦を 全国書画展覧会

2010/8/28 毎日新聞 熊野筆に統一ブランド職人の技 毎日書道展中国展・広島清雅堂・中村美彦

2010/9/6 中国新聞 「ふで娘」決定町の魅力紹介 筆まつり・ふで娘・中島加良子・面迫由貴

2010/9/7 中国新聞 筆の市や大書熊野でまつり 筆まつり・筆の市・大書

2010/9/8 中国新聞 イ草の筆表現に個性 イ草の筆・北谷伸幸

2010/9/11 朝日新聞 ２０１１年度航路津高校入学定員 公立高校入学定員・熊野高校

2010/9/21 中国新聞 コンビニ納付を導入 コンビニ納付

2010/9/24 朝日新聞 熊野「筆まつり」生徒ら大作披露 筆まつり・大書・熊野高校

2010/9/24 毎日新聞 熊野「筆まつり」大にぎわい 筆まつり・筆の市・筆供養

2010/9/24 読売新聞 熊野高書道部員筆まつりに大作 筆まつり・大書・熊野高校

2010/9/25 中国新聞 油絵と日本画筆の里に彩り 筆の里工房・洋画家松村卓志・日本画家豊嶋浩子

2010/9/29 中国新聞 無料シャトルバス試行 筆の里工房・大和ミュージアム・無料シャトルバス

2010/10/7 中国新聞 安芸郡４町税収ダウン 税収・景気低迷・経常収支比率

2010/10/23 中国新聞 母に感謝の思い絵手紙８７点展示 ありがとうの母への絵てがみ・Kーjin

2010/10/27 中国新聞 育児支援や人権熊野でフェスタ 人権啓発・ふれあいフェスタ・栗原美和子

2010/10/29 中国新聞 棚田の休耕田で菜の花の種まく 淳教幼稚園・菜の花

2010/10/31 中国新聞 地域づくり知事と対話 広島県知事・湯崎英彦・県政懇談会

2010/11/9 読売新聞 熊野筆　東広島酒　呉ヤスリ　３市町結ぶ県道命名 山陽アルチザン街道・観光キャンペーン



日付 新聞名 見出し 小見出し

2010/11/9 朝日新聞 職人の街へ観光街道 山陽アルチザン街道・観光キャンペーン

2010/11/12 中国新聞 商工会で人材紹介 熊野町商工会・人材紹介・就業促進センター

2010/11/18 朝日新聞 熊野にB級グルメ誕生　ふわふわ納豆焼 B級グルメ・ふわふわ納豆焼・鏡・岡田鏡子・世木田優

2010/11/21 読売新聞 書通じ筆の都に誇り 熊野第一小学校

2010/11/21 中国新聞 感謝の気持ち絵手紙に託す 筆の里工房・大きな絵てがみ大賞

2010/11/21 中国新聞 被爆死女子生徒の書き初め題材に劇 熊野第二小学校・学芸会・被爆・書き初め

2010/11/23 中国新聞 熊野町にEV無料貸し出し 稲垣自動車・電気自動車

2010/11/24 中国新聞 車いす旅勇気の日記 電動車いすひとり旅・中田輝義

2010/11/28 中国新聞 「ふわふわ納豆焼」誕生 B級グルメ・ふわふわ納豆焼鏡・岡田鏡子・世木田優

2010/11/30 中国新聞 府中・熊野・北広島各町議会も減額案可決 熊野町議会・ボーナス減額・人事院勧告

2010/12/1 中国新聞 困り事ご近所で解決 熊野町社会福祉協議会・ほっとくま

2010/12/9 中国新聞 議員報酬の削減議員提案を否決 熊野町議会・議員報酬

2010/12/11 中国新聞 ５議案を可決 熊野町議会・補正予算案

2010/12/18 産経新聞 絵手紙で「ありがとう」 筆の里工房・大きな絵てがみ大賞

2010/12/19 朝日新聞 「うまい酒」が生んだ歌 筆まつり唄・野口雨情・大号令

2011/1/7 中国新聞 ３世代でたすきリレー 新春熊野スター駅伝・熊野町民グラウンド

2011/1/8 中国新聞 不審者侵入訓練で備え 熊野第二小学校・防犯訓練

2011/1/10 産経新聞 広島でジャンボ書き初め 新春ウルトラ書きぞめ大会・基町クレド

2011/1/10 朝日新聞 １１８畳にのびのび 新春ウルトラ書きぞめ大会・基町クレド

2011/1/18 中国新聞 熊野で中途採用２７日ガイダンス 熊野町就業促進センター

2011/1/19 産経新聞 エリザベト音大と協定熊野高 熊野高校・芸術類型・エリザベト音大

2011/1/19 中国新聞 徘徊捜査や緊急カード 高齢者見守り・高齢者等地域見守りネットワーク検討協議会

2011/1/25 毎日新聞 ２０１１年度公立高校選抜Ⅰ志願状況 高校入試・熊野高校

2011/1/28 中国新聞 水道管が破裂し３０世帯一時断水 水道管破裂・水道課

2011/2/2 毎日新聞 大賞に荒瀧さん（熊野高３年） 新春毎日書き初め展・熊野高校・荒瀧祥子

2011/2/4 中国新聞 「刻字」流れる筆致 刻字・フジ熊野店・熊野東公民館

2011/2/7 中国新聞 空き缶回収継続ピンチ エコステーション事業・くまのヒットカード協同組合



日付 新聞名 見出し 小見出し

2011/2/10 中国新聞 カーブミラー折れ車直撃 カーブミラー・腐食

2011/2/18 日本経済新聞 化粧筆、高級品で海外開拓 化粧筆・白鳳堂

2011/2/18 中国新聞 筆産業観光を民間委託 産業観光・観光PR活動・ツアー

2011/2/18 中国新聞 「筆まつり唄」の歌詞や背景学ぶ 筆まつり唄・野口雨情・藤井清水・梶矢祥弘

2011/2/19 朝日新聞 和洋二刀流熊野の筆 熊野筆産業・城本健司

2011/2/22 中国新聞 空き缶容器回収機事業を廃止 エコステーション事業・くまのヒットカード協同組合

2011/2/24 毎日新聞 ２０１１年度公立高校選抜Ⅱ最終志願状況 高校入試・熊野高校

2011/2/26 中国新聞 筆の街散策で魅力発信 熊野町定住交流推進懇談会・熊野町散策

2011/3/8 中国新聞 １６種類の花熊野に彩り 華を咲かそう会・岡田鏡子

2011/3/9 中国新聞 庄原豪雨災害に学ぶボランティア研修会 熊野町社会福祉協議会・庄原豪雨災害

2011/3/10 朝日新聞 自主財源比率４割を下回る 熊野町議会・１１年度当初予算案・自主財源比率

2011/3/10 中国新聞 熊野町７４億５９００万円 熊野町議会・１１年度当初予算案

2011/3/11 中国新聞 補正予算案など可決 熊野町議会・１０年度補正予算案

2011/3/18 毎日新聞 県内の地価 地価

2011/3/19 中国新聞 府中・海田・熊野町義捐金送付へ 東日本大震災・義捐金

2011/3/22 中国新聞 化粧筆実演で品定め 筆の日・筆の里工房・メーク体験

2011/3/23 中国新聞 海田・熊野・坂町が救援物資受付 東日本大震災・救援物資

2011/3/23 中国新聞 熊野町が防災マップ 町総合ハザードマップ・河川氾濫

2011/3/26 中国新聞 ２０陣営が出席 熊野町議会選挙説明会

2011/3/31 中国新聞 三石山からの眺め絵で案内 三石山・熊野高校・熊野東中学校・美術部

2011/4/12 中国新聞 高齢者絡む事故防止へ安全教室 交通対策協議会・テクノ自動車学校・交通安全教室

2011/4/16 中国新聞 「鶴太郎の世界」１万人達成 筆の里工房・片岡鶴太郎

2011/4/18 朝日新聞 あす告示　熊野・坂町議選 熊野町議会選挙

2011/4/20 産経新聞 熊野、坂議選には３４人立候補 熊野町議会選挙

2011/4/20 朝日新聞 熊野町議選１９人の争い 熊野町議会選挙

2011/4/20 中国新聞 町の将来めぐり舌戦 熊野町議会選挙

2011/4/22 朝日新聞 ベテランへの挑戦 熊野町議会選挙



日付 新聞名 見出し 小見出し

2011/4/22 中国新聞 初の合同演説会好評 熊野町議会選挙・合同演説会・広報

2011/4/23 朝日新聞 町議選　熊野・坂町 熊野町議会選挙

2011/4/23 朝日新聞 ２町議選の候補者 熊野町議会選挙

2011/4/23 中国新聞 激戦期日前投票が増加 熊野町議会選挙・期日前投票

2011/4/24 朝日新聞 きょう投開票 熊野町議会選挙

2011/4/25 毎日新聞 市町議選最終結果 熊野町議会選挙開票結果

2011/4/25 朝日新聞 熊野・坂町議選議席が確定 熊野町議会選挙開票結果

2011/4/25 中国新聞 市町議選最終結果 熊野町議会選挙開票結果

2011/4/29 中国新聞 外灯エコにLED 外灯・LED

2011/5/1 中国新聞 熊野筆の歴史名所巡り学ぶ クでの里工房・てくてくウオークミステリーツアー

2011/5/5 毎日新聞 来場者に金太郎あめ 筆の里工房・ふでりん

2011/5/5 中国新聞 １３年度末に開通の見通し 県道矢野安浦線・トンネル掘削

2011/5/5 中国新聞 ふでりん「３歳」お祝い 筆の里工房・ふでりん

2011/5/11 中国新聞 宮沢賢治の世界切り絵に 宮沢賢治・切り絵・K-jin

2011/5/15 中国新聞 山頂の眺望町に愛着 三石山・プロジェクトみついわ

2011/5/24 朝日新聞 小学校教諭「熊野筆を被災地へ」 東日本大震災・熊野第四小学校・佐伯房代

2011/6/9 中国新聞 議会改革特別委きょう設置提案 熊野町議会・議会改革特別委員会

2011/6/10 中国新聞 筆の里入館最多８万８７００人 筆の里工房・入館者・観光PR

2011/6/10 中国新聞 議会改革特別委を熊野町議会が設置 熊野町議会・議会改革特別委員会

2011/6/15 産経新聞 春の褒章県内から１０人 危険業務従事者叙勲・仙田海山・渡部広太

2011/6/15 毎日新聞 危険業務従事者叙勲県内から８６人 危険業務従事者叙勲・仙田海山・渡部広太・兼田宗春

2011/6/26 朝日新聞 ９５校の夏が来た 夏の高校野球・熊野高校

2011/6/28 中国新聞 広島市長と連携強化へ 安芸郡４町長・連携・松井一実広島市長

2011/6/29 中国新聞 情報公開や報酬協議へ 熊野町議会・議会改革特別委員会・非公開

2011/7/1 中国新聞 熊野筆ショップ好調で機能強化 広島アッセ・熊野筆セレクトショップ・化粧筆

2011/7/5 中国新聞 熊野筆で平和願う大書 広島大付属小・平和発信・大書

2011/7/10 朝日新聞 広広大８人しか・・・ 夏の高校野球・熊野高校



日付 新聞名 見出し 小見出し

2011/7/12 毎日新聞 ２０試合熱戦 夏の高校野球・熊野高校

2011/7/12 朝日新聞 １０日の結果 夏の高校野球・熊野高校

2011/7/13 産経新聞 知恵出し合い議論する 筆職人・伝統工芸士・香川翆こう

2011/7/22 中国新聞 委員会審議続く非公開 熊野町議会・議会改革特別委員会・非公開・開かれた議会

2011/7/26 中国新聞 熊野東中の橋本さん銀賞 全国中学校海の絵画コンクール・熊野東中学校

2011/7/26 中国新聞 心身健康笑いヨガ 笑いヨガ・熊野西公民館

2011/7/28 中国新聞 陸自１３旅団連隊長被災地の活動語る 東日本大震災・防災講習会

2011/8/2 中国新聞 本会議ネット中継へ 熊野町議会・インターネット中継

2011/8/4 中国新聞 絵を重ねて立体アート シャドーボックス・K－JIN

2011/8/5 中国新聞 明・清代あでやか中国筆 筆の里工房・中国筆・三清書屋コレクション

2011/8/9 中国新聞 乾電池１００個夢の車完成 熊野第四小学校・夢配達人プロジェクト・広島市立工高

2011/8/11 朝日新聞 代表に志和・海田西 県吹奏楽コンクール・熊野中学校

2011/8/11 中国新聞 絵手紙最優秀に新庄さん（神奈川） 筆の里工房・大きな絵てがみ大賞

2011/8/13 中国新聞 未来の書・画家筆の里に集う 筆の里振興事業団

2011/8/13 中国新聞 耕作放棄地初の実態調査へ 耕作放棄地・都市整備課

2011/8/14 朝日新聞 県吹奏楽コン閉幕、中学A 県吹奏楽コンクール・熊野東中学校

2011/8/19 中国新聞 未来の書家筆作り見学 筆の里振興事業団

2011/8/19 中国新聞 熊野特産大きなPR なでしこジャパン・国民栄誉賞

2011/8/25 毎日新聞 県５９％全国最下位 小中学校の耐震化率

2011/8/26 毎日新聞 豪快な筆致披露 毎日書道展・大書・熊野高校

2011/8/27 中国新聞 なでしこ垂れ幕栄誉賞受賞祝う なでしこジャパン・国民栄誉賞

2011/8/28 朝日新聞 平和祈って一筆 ひろしま市民芸術祭・書道パフォーマンス・熊野高校

2011/9/1 中国新聞 携帯メールで災害情報発信 緊急情報・緊急速報エリアメール

2011/9/8 中国新聞 招き猫やフクロウユニーク板絵１１０点 K－JIN・板絵・ガラス絵

2011/9/10 朝日新聞 ２０１２年度公立高校入学定員 高校入試・熊野高校

2011/9/10 中国新聞 筆の技で清盛コケシ 広島木軸・清盛コケシ

2011/9/14 中国新聞 なでしこ効果で存続へ 熊野筆セレクトショップ・なでしこジャパン



日付 新聞名 見出し 小見出し

2011/9/15 中国新聞 １０議案を可決 熊野町議会・暴力団排除条例・一般会計補正予算案

2011/9/17 中国新聞 赤塚ギャグ往年の２５０点 筆の里工房・赤塚不二夫

2011/9/19 朝日新聞 山あり谷あり「しわいマラソン」 安芸太田しわいマラソン・安井秀俊

2011/9/24 朝日新聞 「筆の里舞う里」ガッツポーズ 筆まつり・大書

2011/9/24 毎日新聞 辻元大雲さん揮毫披露 筆まつり・大書

2011/9/24 中国新聞 なでしこ効果筆まつり６万人 筆まつり・なでしこジャパン

2011/9/26 朝日新聞 県バンドフェス・マーチングコン マーチングコンテスト県大会・熊野東中学校

2011/9/27 中国新聞 太陽光発電の補助申請急増 太陽光発電・生活環境課

2011/9/29 中国新聞 暴力団排除条例を可決 熊野町議会・暴力団排除条例

2011/9/30 朝日新聞 県営基町住宅取り壊し方針 県営住宅・再編計画案

2011/10/1 中国新聞 筆作りの現場バスで巡ろう 産業観光モニターツアー・地域振興課

2011/10/8 朝日新聞 危険業務従事者叙勲県内から９２人 危険業務従事者叙勲・児玉早苗

2011/10/13 中国新聞 イノシシ駆除実施隊初出動 イノシシ駆除・都市整備課

2011/10/16 中国新聞 ２１市町前年より節電 節電

2011/10/17 中国新聞 ふれあいサロン拡充へ 熊野町社会父子協議会・お年寄り・ふれあいサロン

2011/10/29 中国新聞 筆跡たどる子規と漱石展 筆の里工房・正岡子規・夏目漱石

2011/11/2 中国新聞 足踏み脱穀機昔の農業体験 熊野第四小学校・足踏み脱穀機

2011/11/10 中国新聞 来春以降存続を決定 熊野筆世テクとショップ・広島アッセ・なでしこジャパン

2011/11/11 中国新聞 元気の返事７メートル K－JIN・東日本大震災・被災地

2011/11/11 中国新聞 熊野山中で３０センチサルノコシカケ サルノコシカケ・福垣内修曹

2011/11/13 中国新聞 石州和紙♡熊野筆 浜田市三隅町・」石州和紙・化粧筆

2011/11/19 毎日新聞 熊野中１年の直井さん訪販作文で最優秀賞 県防犯連合会・防犯作文コンクール

2011/11/23 毎日新聞 全国高校生現代アート大賞に福田さん（熊野高） 熊野高校・芸術類型・倉敷芸術科学大学

2011/11/26 毎日新聞 筆の甲子園個人の部も入賞 筆の甲子園・熊野高校

2011/11/29 中国新聞 熊野町は０．２％ 熊野町議会・臨時会

2011/12/1 中国新聞 熊野高２年福田さん大賞 アクリル画・熊野高校・芸術類型・倉敷芸術科学大学

2011/12/5 日本経済新聞 「天平の筆」堅実に再現 天平の筆・はん桂堂



日付 新聞名 見出し 小見出し

2011/12/6 中国新聞 ありがとうの絵手紙ずらり 筆の里工房・大きな絵てがみ大賞

2011/12/16 朝日新聞 自由画風熊野高１～３位 倉敷芸術科学大学・熊野高校

2011/12/30 中国新聞 家庭で同じ本を「家読」 熊野町教委・家読

2012/1/5 中国新聞 感謝の子ども絵手紙一同 筆の里工房・大きな絵てがみ大賞

2012/1/8 朝日新聞 １１９畳に復興の願い 新春ウルトラ書きぞめ大会・基町クレド

2012/1/8 毎日新聞 畳１１９枚分「龍飛鳳舞」 新春ウルトラ書きぞめ大会・基町クレド

2012/1/10 中国新聞 給湯器分解で障碍者雇用 熊野人材センター・障碍者雇用・給湯器

2012/1/14 中国新聞 震災NZへ絵手紙エール 大地震・ニュージーランドクライストチャーチ・絵手紙

2012/1/25 毎日新聞 新春毎日書き初め展入賞作品 新春毎日書き初め展入賞作品

2012/1/26 毎日新聞 ２０１２年度公立高校選抜Ⅰ志願状況 高校入試・熊野高校

2012/1/27 日本経済新聞 倉敷デニムバッグと熊野化粧筆 JR西日本・デニムバッグ・化粧筆

2012/1/31 中国新聞 難病と闘い再起の写真展 重症筋無力症・カメラマン・中田輝義・電動車いす

2012/2/1 中国新聞 岩清水選手がけが交流イベント永里選手代役 なでしこジャパン・交流イベント・石清水梓・永里亜紗乃

2012/2/3 毎日新聞 熊野になでしこ来たる！ 筆の里工房・なでしこジャパン・永里亜紗乃

2012/2/5 毎日新聞 熊野筆で”七変化” 筆の里工房・なでしこジャパン・永里亜紗乃

2012/2/6 中国新聞 熊野筆検定や神楽「日本一」活動 県教委・日本一・熊野筆検定・熊野高校

2012/2/7 中国新聞 転倒防止シルバー体操 リハビリ体操・西部地域保健センター

2012/2/16 中国新聞 絵手紙軸に事業一新 K－JIN・絵手紙コンクール

2012/2/23 中国新聞 筆の町熊野で復興１００日企画 がんばろう日本・東日本大震災・筆の里工房

2012/2/24 毎日新聞 ２０１２年度公立高校選抜Ⅱ志願状況 高校入試・熊野高校

2012/2/27 毎日新聞 心の病に理解と支援 うつ・熊野町民会館

2012/2/29 中国新聞 熊野町防止パンフ配布へ 児童虐待・DV・自殺きづこう！こころのサイン

2012/3/21 毎日新聞 石巻の復興、未来 東日本大震災・石巻市雄勝町・すずり

2012/4/1 毎日新聞 県内震度５強～６強 南海トラフ地震・地域防災計画

2012/4/1 毎日新聞 熊野筆につまった旅の思い出 ちょっと大きな絵てがみ大賞・化粧筆

2012/4/1 中国新聞 「熊野筆」提言期待 法政大学・協定

2012/4/6 中国新聞 つかみはOK「自虐戦略」 おしい！広島県・有吉弘行



日付 新聞名 見出し 小見出し

2012/4/8 中国新聞 子宮頸がん検診受診率に格差 子宮頸がん検診・受診率

2012/4/13 中国新聞 宮城の硯産地筆書きで応援 東日本大震災・石巻市雄勝町・硯復興支援

2012/4/14 中国新聞 危険業務者叙勲県から９６人 危険業務従事者叙勲・色増眞幸・岩切道幸・田中俊一・前土井宏忠・和田旬司

2012/4/15 中国新聞 文化の心結び未来へ 東日本大震災復興支援シンポジウム・石巻市雄勝町・硯

2012/4/18 中国新聞 おしい！広島県 おしい！広島県・有吉弘行

2012/4/18 中国新聞 熊野情報満載無料「るるぶ」 るるぶFREE熊野・目的別熊野筆

2012/4/19 中国新聞 宮城県硯産地に墨書応援絵巻 東日本大震災・石巻市雄勝町・硯復興支援

2012/4/20 中国新聞 広島発食と催し 県アンテナショップ・広島ブランドショップ

2012/4/22 毎日新聞 難病と闘いながら 重症筋無力症・中田輝義・「熊野の郷・雲」

2012/4/25 中国新聞 筆の街交流館が再出発 K－JIN・絵手紙交流館

2012/4/26 中国新聞 難病と闘い雲の写真 重症筋無力症・中田輝義・「熊野の郷・雲」

2012/4/26 中国新聞 県平均初の５０００円超え 介護保険料

2012/5/2 毎日新聞 東京・銀座に７月オープン 県アンテナショップ・広島ブランドショップ

2012/5/3 中国新聞 「筆の文化人」展１万人突破 筆の里工房・筆の世界に遊ぶ文化人たち

2012/5/5 中国新聞 希望花咲く青春の大書 書道パフォーマンス・熊野高校・フラワーフェスティバル

2012/5/5 中国新聞 「おしい」有吉さん新動画 おしい！広島県・有吉弘行

2012/5/9 中国新聞 広島３工芸品タッグで新風 熊野筆・広島仏壇・宮島細工

2012/5/9 中国新聞 熊野で慈善公演＆芸能 国際ソロプチミスト熊野・石巻子供書展・国分秀夫

2012/5/11 中国新聞 榎本さん水彩１３０点 筆の里工房・榎本孝明・東日本大震災復興支援

2012/5/22 中国新聞 国保運営県が検討組織 国民健康保険

2012/5/24 中国新聞 伝えたい熊野の昔話 熊野町郷土史研究会・夜泣き石・泪岩

2012/5/25 中国新聞 筆遣い風のように 筆の里工房・榎本孝明・東日本大震災復興支援

2012/5/26 中国新聞 五輪ムード温めます ロンドンオリンピック・足湯カフェ号・日本紹介

2012/5/26 中国新聞 新幹線で熊野筆販売 JR西日本・山陽新幹線・化粧筆

2012/5/29 毎日新聞 熊野筆の産地は熊野古道！？ おしい！広島県・有吉弘行

2012/6/14 中国新聞 三村氏が再選立候補表明 熊野町長選挙・三村裕史

2012/6/14 中国新聞 熊野８議案を可決 熊野町議会・一会計補正予算案



日付 新聞名 見出し 小見出し

2012/6/23 中国新聞 時代は萌えカラフル化粧筆 カラフル化粧筆・熊野高校

2012/6/26 中国新聞 『上級』の知識で根絶へ 飲酒運転防止・テクノ自動車学校

2012/6/30 中国新聞 平清盛巡回展熊野で始まる 筆の里工房・平清盛

2012/7/1 毎日新聞 ９３校目指せ甲子園 夏の高校野球・熊野高校

2012/7/2 毎日新聞 筆の里から硯の里へ 筆の里・硯の里・石巻市雄勝町

2012/7/3 中国新聞 巡回タクシー試行 おでかけ号

2012/7/4 中国新聞 障害者への配慮職員全員が研修 あいサポーター・障碍者理解

2012/7/6 毎日新聞 第９４回全国高校野球選手権広島大会選手紹介 夏の高校野球・熊野高校

2012/7/7 中国新聞 東京「TAU」に熊野筆 筆の里振興事業団・東京アンテナショップ・TAU

2012/7/10 毎日新聞 持続する力輝く書の道 毎日書道展

2012/7/12 中国新聞 燃料電池実験模型使い学ぶ 広島ガス技術研究所・出前授業・熊野東中学校・燃料電池

2012/7/17 中国新聞 「広島もん」に人並み 筆の里振興事業団・東京アンテナショップ・TAU

2012/7/23 中国新聞 郷原ジャガーズがV 呉地区少年ソフト・熊野第三スポーツ少年団

2012/7/26 中国新聞 なでしこ応援大画面で ロンドンオリンピック・なでしこジャパン・メビウス・町民グラウンド

2012/7/27 中国新聞 東京「TAU]客入り上々 筆の里振興事業団・東京アンテナショップ・TAU

2012/8/1 中国新聞 なでしこ応援熱い寄せ書き ロンドンオリンピック・なでしこジャパン・熊野東中学校

2012/8/1 中国新聞 生徒の進路情報管理でミス 個人情報・入試事務

2012/8/3 中国新聞 市町で格差鮮明 学校耐震化

2012/8/10 中国新聞 広工大生理科の出張授業 広島工業大学・出張授業・理科・町民会館

2012/8/17 中国新聞 筆づくり指導役育成へ 筆の里工房・筆づくり体験・マイスタースクール

2012/8/17 中国新聞 魯山人生活に生きる美 筆の里工房・北大路魯山人

2012/8/25 中国新聞 鉛筆画田中さん（熊野高）大賞 高校生デッサンコンクール・熊野高校

2012/9/2 毎日新聞 尾道北・熊野高生が席上揮毫 毎日書道展中国展・熊野高校

2012/9/12 中国新聞 絵手紙歴代１位並ぶ 筆の里工房・大きな絵てがみ大賞

2012/9/13 中国新聞 熊野、９議案を可決 熊野町議会・一般会計補正予算案

2012/9/18 中国新聞 平安の名品再現の美 筆の里工房・よみがえる王朝のみやび展

2012/9/21 中国新聞 １便平均３．６人出足上々 おでかけ号・巡回ジャンボタクシー



日付 新聞名 見出し 小見出し

2012/9/21 中国新聞 熊野第四小に図書費を贈る 国際ソロプチミスト熊野・熊野第四小学校・図書費

2012/9/22 中国新聞 筆の里熊野の顔に 熊野町役場・モニュメント

2012/9/23 中国新聞 筆販売や対処が人気 筆まつり・なでしこ効果・ふで娘・大書

2012/10/2 中国新聞 「ふでりん」観光大使に ふでりん・特別住民票・町観光大使

2012/10/3 中国新聞 来月１３日告示熊野町長選 熊野町長選挙・三村裕史

2012/10/5 中国新聞 絵てがみ大賞決まる 筆の里工房・大きな絵てがみ大賞

2012/10/5 中国新聞 熊野の元気支え５０回 熊野町民体育大会・５０回記念・町民グラウンド

2012/10/8 毎日新聞 ぎふ清流国体 湯浅佳那子

2012/10/12 中国新聞 工夫凝らし展示解説 筆の里工房・よみがえる王朝のみやび展

2012/10/13 毎日新聞 熊野町長選挙説明会は現職陣営のみ 熊野町長選挙・三村裕史

2012/10/13 中国新聞 現職陣営のみ説明会に出席 熊野町長選挙・三村裕史

2012/10/27 中国新聞 見て描く筆工房好評 筆の里工房・体験学習

2012/11/6 中国新聞 高齢化福祉の充実課題 熊野町長選挙・三村裕史・高齢化・福祉

2012/11/11 毎日新聞 熊野町長選あさって告示 熊野町長選挙・三村裕史

2012/11/11 中国新聞 １３日告示無投票か 熊野町長選挙・三村裕史

2012/11/14 毎日新聞 無投票で三村氏再選 熊野町長選挙・三村裕史

2012/11/14 朝日新聞 三村氏無投票再選 熊野町長選挙・三村裕史

2012/11/14 読売新聞 熊野町長三村さん再選 熊野町長選挙・三村裕史

2012/11/14 中国新聞 三村氏が無投票再選 熊野町長選挙・三村裕史

2012/11/15 中国新聞 子育て世代定住に力 熊野町長選挙・三村裕史・人口減

2012/11/17 中国新聞 伝統工芸普及功労者を表彰 中国経済産業局・西田正美・マイスタースクール

2012/11/20 中国新聞 元気もらえる言葉並ぶ 筆の里工房・大きな絵てがみ大賞

2012/11/28 毎日新聞 大賞に宮前さん（尾道北高２年） 筆の甲子園・熊野高校

2012/12/4 中国新聞 選挙人名簿登録者２３２万５８９４人 選挙人名簿

2012/12/14 中国新聞 あす町民体育館宮間選手ら講演 なでしこジャパン・講演会・宮間あや・福元美穂

2012/12/16 中国新聞 なでしこ小中学生らに夢語る なでしこジャパン・講演会・宮間あや・福元美穂

2012/12/21 毎日新聞 特選１５編中央へ 青少年読書感想文全国コン兼審査・平原琉生



日付 新聞名 見出し 小見出し

2012/12/28 中国新聞 虐待防止の標語決まる 障害者虐待防止・標語・熊野東中学校

2013/1/7 中国新聞 伝統技見て触れて 体験型観光・筆の里工房・白鳳堂

2013/1/11 中国新聞 不審者対応訓練児童が１１０番通報 不審者対応訓練・熊野第四小学校

2013/1/17 中国新聞 ふるさとキャラクター応援団ににっこうり 都道府県男子駅伝・ふでりん

2013/1/24 中国新聞 ほのぼの絵手紙でｂ防犯訴え 筆の街交流館・防犯絵手紙

2013/1/25 中国新聞 ホッケーの技に歓声 夢スポーツ応援教室・熊野第二小学校・ホッケー

2013/1/25 中国新聞 迫る力感心に響く 筆の里工房・金澤翔子

2013/2/7 中国新聞 ゼッケンに「飲酒運転ゼロ」 熊野駅伝・ゼッケン・飲酒運転ゼロキャンペーン

2013/2/7 中国新聞 筆の毛ベトナムに工房 晃佑堂・ベトナム・工房

2013/2/7 中国新聞 熊野中応援ゆるキャラ がん熊君・熊野中学校・学力向上・マスコットキャラクター

2013/2/7 中国新聞 「広島漆」復活目指せ 広島漆・胎毛筆

2013/2/11 中国新聞 金澤さん魂の運筆 筆の里工房・金澤翔子

2013/2/17 中国新聞 寒風切って熱そ走譜 海田町駅伝・熊野中学校

2013/2/18 中国新聞 熊野黒瀬トンネル開通を記念し来月マラソン 熊野黒瀬トンネル開通・マラソン・尾方剛

2013/2/19 中国新聞 府中と海田で駅伝大会熱く 海田町駅伝・熊野中学校・熊野陸上スポーツ少年団

2013/2/20 中国新聞 閣議署名熊野筆を採用 閣議署名・熊野筆・寄贈・政府官僚

2013/2/20 中国新聞 絵や書実力派ぞろい 熊野高校・芸術類型・卒業作品展・県立美術館

2013/2/20 読売新聞 第二っ子新聞 熊野第二小学校

2013/2/22 中国新聞 熊野の化粧筆販売あす再開 JR西日本・山陽新幹線・化粧筆

2013/2/23 中国新聞 細川護煕の世界～書画陶芸に親しむ 筆の里工房・細川護煕

2013/2/27 日本経済新聞 高級化粧筆、ロシア展開 瑞穂・ロシア

2013/3/5 中国新聞 自治体進む高齢化対策 高齢化・住宅団地

2013/3/6 中国新聞 メタボ検診受診率３年連続で最下位 メタボ検診受診率

2013/3/10 中国新聞 春分の日は筆の日 筆の日週間・筆の日

2013/3/10 中国新聞 書画や陶芸７３点細川護煕の世界 筆の里工房・細川護煕

2013/3/12 中国新聞 熊野で住宅購入最大３０万円助成 子育て世代定住・住宅購入助成

2013/3/12 中国新聞 熊野町７４億６４００万円 熊野町議会・２０１３年度一般会計当初予算案



日付 新聞名 見出し 小見出し

2013/3/19 中国新聞 熊野筆の日イベント多彩 筆の日・書道展・スタンプラリー

2013/3/20 日本経済新聞 広島県が半年延長 おしい！広島県・有吉弘行

2013/3/27 中国新聞 おでかけ号本格運行 おでかけ号・無料巡回タクシー

2013/4/13 産経新聞 危険業務従事者叙勲 危険業務従事者叙勲・三海明

2013/4/17 中国新聞 熊野の化粧筆ショールーム 瑞穂・ミズホブラッシュラボ

2013/4/18 産経新聞 「ご当地キャラ選」投票訴え ご当地キャラ総選挙・ふでりん

2013/4/18 中国新聞 目指せ総選挙ゆる～くPR ご当地キャラ総選挙・ふでりん

2013/4/18 中国新聞 カキ・熊野筆・・・逸品ずらり ４７CLUB

2013/4/26 読売新聞 強化費Tシャツ販売で捻出 広島経済大学陸上部・尾方剛

2013/4/27 産経新聞 熊野高生自衛隊と合奏 陸自１３音楽隊・熊野高校吹奏楽部

2013/4/27 中国新聞 低学年書道背筋もピン 低学年書道・DVD

2013/5/1 読売新聞 陸自１３音楽隊来月８日演奏会 青少年コンサート・陸自１４音楽隊・熊野東中学校

2013/5/4 中国新聞 いきなり満開７９万８０００人 フラワーフェスティバル・メビウス

2013/5/5 中国新聞 青春でっかい筆運び フラワーフェスティバル・書道パフォーマンス・熊野高校

2013/5/10 中国新聞 熊野で慈善コンサート 国際ソロプチミスト熊野・熊野東中学校吹奏楽部

2013/5/21 中国新聞 高齢者見守りで協定 見守り事業に関する協定

2013/5/22 中国新聞 ２９チーム対戦決定 呉地区少年ソフト大会・第一第三第四スポーツ少年団

2013/5/25 朝日新聞 住民の「異変」配達員が連絡 熊野郵便局・新聞販売所・広島ガス東部熊野支店

2013/5/26 中国新聞 消防車・救急車上手にかけた くまの写生大会・熊野第三小学校

2013/5/29 中国新聞 障碍者ら大衆演劇満喫 きらきらHIROSHIMA・広島清水劇場

2013/6/2 読売新聞 四国霊場巡り９００ページ解説本 四国霊場概説・倉岡正徳

2013/6/8 朝日新聞 道州制賛否議論深めて 道州制・参院選・三村裕史

2013/6/12 中国新聞 オフィス街に古本の屋台村 古本交差点・古本屋台村・神鳥書店

2013/6/13 中国新聞 熊野定例会を開会 熊野町議会・定例会

2013/6/22 中国新聞 熊野支店を呉信金移転 呉信金熊野支店・移転

2013/6/25 中国新聞 展示スペース店舗内外解放 呉信金熊野支店・移転・展示スペース・熊野高校

2013/6/26 中国新聞 清掃通して心を鍛える 夏の高校野球・熊野高校



日付 新聞名 見出し 小見出し

2013/6/28 中国新聞 人情味たっぷり長谷川さん絵本 筆の里工房・長谷川義史・こどもたちGO

2013/6/30 読売新聞 広商ー崇徳で熱戦開幕 夏の高校野球・熊野高校

2013/6/30 中国新聞 ９３チーム対戦相手決定 夏の高校野球・熊野高校

2013/7/1 朝日新聞 「党の顔」はや応援 参議院議員選挙・街頭演説会

2013/7/2 中国新聞 町長の資産 町長の資産・三村裕史

2013/7/3 毎日新聞 毎日書道展全国１０都市で 毎日書道展

2013/7/3 毎日新聞 全国高校野球選手権広島大会選手紹介 夏の高校野球・熊野高校

2013/7/3 朝日新聞 全国高校野球選手権広島大会選手紹介 夏の高校野球・熊野高校

2013/7/4 毎日新聞 県内選挙人名簿登録者数 参議院議員選挙・選挙人名簿

2013/7/4 中国新聞 選挙人名簿２３３万３３５１人登録 参議院議員選挙・選挙人名簿

2013/7/10 朝日新聞 全国高校野球選手権広島大会組み合わせ 夏の高校野球・熊野高校

2013/7/11 中国新聞 高校野球チーム紹介 夏の高校野球・熊野高校

2013/7/12 中国新聞 先進事業水増し見抜けず 広島県リサイクル補助金事件・熊野技建

2013/7/12 中国新聞 きらめく旋律２９７人受賞 中国ユース音楽コンクール

2013/7/14 朝日新聞 全国高校野球選手権広島大会結果 夏の高校野球・熊野高校

2013/7/14 毎日新聞 全国高校野球選手権広島大会結果 夏の高校野球・熊野高校

2013/7/14 毎日新聞 全国高校野球選手権広島大会結果 夏の高校野球・熊野高校

2013/7/16 朝日新聞 期日前投票者数前回よりも２７％増 参院選・期日前投票

2013/7/22 毎日新聞 投票率４９．９９％ 参院選・投票率

2013/7/22 中国新聞 投票率４９．１００％前回を３．５２下回る 参院選・投票率・得票数

2013/7/23 読売新聞 自民大幅増４３万票 参院選・比例区

2013/7/23 毎日新聞 広島選挙区・比例代表得票数 参院選・得票数

2013/7/23 中国新聞 比例代表の市区町別得票数 参院選・得票数

2013/7/23 中国新聞 横路若虎３年ぶり頂点 呉地区少年ソフト・KOJ

2013/7/25 中国新聞 「ふでりん」おしい結果報告 ご当地キャラ総選挙・ふでりん

2013/7/31 朝日新聞 全国高校野球選手権広島大会結果 夏の高校野球・熊野高校

2013/8/2 中国新聞 デヴィ夫人絵画や衣装 筆の里工房・デヴィ夫人



日付 新聞名 見出し 小見出し

2013/8/3 中国新聞 平和を願い絵手紙作り フランス職員・K-JIN・絵手紙

2013/8/4 中国新聞 挑戦する大切さデヴィ夫人語る 筆の里工房・デヴィ夫人

2013/8/8 中国新聞 統廃合・多い対象校影響 学校耐震化率

2013/8/9 朝日新聞 全日写連だより 県本部７月例会・飯国清

2013/8/9 中国新聞 ミャンマー大使筆づくりを見学 ミャンマー駐日大使・笹川平和財団・広島筆産業

2013/8/10 朝日新聞 熊野・高美が丘中国大会へ 県吹奏楽コンクール・熊野中学校

2013/8/11 中国新聞 ３３チーム対戦決まる 呉地方ママさんバレーボール大会・熊野クラブ

2013/8/13 読売新聞 中通、黒瀬が優勝 少年軟式野球大会・熊野レンジャーズ

2013/8/18 毎日新聞 大家から高校生まで夏の夕べの大書揮毫 毎日書のまつり・夏の夕べの大書揮毫・熊野高校

2013/8/22 中国新聞 感謝の絵てがみ大賞２点 筆の里工房・大きな絵てがみ大賞

2013/8/26 朝日新聞 県内３団体が金賞受賞 吹奏楽コンクール中国大会・熊野中学校

2013/8/28 中国新聞 体育館つり天井総点検 つり天井点検・耐震性

2013/8/28 中国新聞 なでしこ目標初勝利へ情熱 熊野中学校女子サッカー部

2013/9/1 中国新聞 ３３チーム白熱の空中戦 呉地方ママさんバレーボール大会・熊野クラブ

2013/9/2 中国新聞 特別警報自治体対応に差 特別警報・自治体対応

2013/9/11 中国新聞 筆まつり行事多彩 筆まつり

2013/9/12 中国新聞 補正予算案など可決 熊野町議会・一般会計補正予算案

2013/9/12 中国新聞 広島ブランドネットでPR ざ・広島ブランド・熊野筆

2013/9/18 中国新聞 熊野『ふでりん』いざ出陣 ふでりん・ゆるキャラグランプリ・メビウス・熊野中央保育園

2013/10/9 日本経済新聞 熊野筆のセレクトショップ ニューズアンドコミュニケーションズ

2013/10/10 毎日新聞 生誕１００年棟方志功と熊野筆 筆の里工房・棟方志功

2013/10/12 朝日新聞 危険業務従事者叙勲に７９人 危険業務従事者叙勲・隈元美智幸

2013/10/12 中国新聞 危険業務従事者叙勲３６１９人 危険業務従事者叙勲・隈元美智幸

2013/11/1 中国新聞 男女とも世羅有力 県高校駅伝・世羅高校・貞永隆佑

2013/11/2 読売新聞 秋の褒章１４人１団体 「くまの」ボランティアふたば・臺信智幸

2013/11/2 中国新聞 秋の褒章県内から１４人１団体 「くまの」ボランティアふたば・臺信智幸

2013/11/4 毎日新聞 世羅アベック５連覇 県高校駅伝・世羅高校・貞永隆佑



日付 新聞名 見出し 小見出し

2013/11/4 読売新聞 高校駅伝世羅男女ともV 県高校駅伝・世羅高校・貞永隆佑

2013/11/4 読売新聞 呉・少年軟式野球１６チーム熱戦 呉地区少年軟式野球大会・熊野レンジャーズ

2013/11/4 中国新聞 世羅男女V 県高校駅伝・世羅高校・貞永隆佑

2013/11/5 中国新聞 みんなの新聞コンクール 学校新聞・熊野中学校生徒会執行部

2013/11/5 中国新聞 知事選PR街中で郊外で 広島県知事選挙・ふでりん

2013/11/6 読売新聞 古来の技で新作いす さしものかぐ　たかはし・高橋雄二・ロロスツール

2013/11/9 中国新聞 きれいな歯うれしいね 歯科保健有料保育所・くまの中央保育園

2013/11/11 中国新聞 投票率３１．９７％過去３番目の低さ 広島県知事選挙・湯崎英彦・大西理

2013/11/12 朝日新聞 知事選の投票結果 広島県知事選挙・湯崎英彦・大西理

2013/11/12 中国新聞 平山郁夫美術館賞絵画コンクール 熊野第三小学校

2013/11/14 中国新聞 「南海」１１市４町で死者 南海トラフ地震・予想される被害

2013/11/15 中国新聞 荻野工業越に第２工場 荻野工業・ベトナム・新工場

2013/11/16 中国新聞 中国中学駅伝あす号砲スタート 中国中学校駅伝・熊野中学校・熊野東中学校

2013/11/18 中国新聞 中国中学駅伝男女記録 中国中学校駅伝・熊野中学校・熊野東中学校

2013/11/19 中国新聞 橋本さん（熊野）に現代芸術大賞 倉敷芸術科学大学・全国高校生アートビエンナーレ・駒の高校

2013/11/19 中国新聞 クロカンリレー全国舞台で輝け 全国小学生クロスカントリーリレー・熊野陸上スポーツ少年団

2013/11/19 中国新聞 絵手紙通じ「ありがとう」 筆の里工房・大きな絵てがみ大賞

2013/11/21 中国新聞 熊野筆PRのドーナツ販売 山崎製パン・ドーナッツ

2013/11/22 中国新聞 来年３月完成へ 県道矢野安浦線・熊野黒瀬トンネル

2013/11/23 中国新聞 全国から力作熊野で書画展 全国書が展覧会

2013/12/1 中国新聞 県伝統工芸見て触れて 広島県伝統的工芸品フェスタ

2013/12/3 読売新聞 熊野筆形ドーナッツ 山崎製パン・ドーナッツ

2013/12/3 読売新聞 「化粧筆」白鳳堂広島・三次に新工場 化粧筆・白鳳堂・三次

2013/12/3 中国新聞 熊野高の生徒にエイズ予防訴え 国際ソロプチミスト熊野・エイズ予防・熊野高校

2013/12/10 中国新聞 米で振るう筆文化 国際書画展・ハーゲンズ芸術センター・筆の里工房

2013/12/10 中国新聞 県内、「個別計画」進まず 災害弱者の支援者登録・個別計画

2013/12/10 中国新聞 男女７２チーム佐北駅伝力走 佐北駅伝・熊野中学校・熊野東中学校



日付 新聞名 見出し 小見出し

2013/12/17 毎日新聞 世羅都大路へ男子チーム紹介 全国高校駅伝・世羅高校・貞永隆佑

2013/12/17 中国新聞 県チーム監督山田さん就任 都道府県女子駅伝・山田貴子

2013/12/17 中国新聞 ゆるキャラ古里を応援 都道府県男子駅伝・ふでりん

2013/12/18 毎日新聞 特選入選作決まる 青少年読書感想文県審査

2013/12/18 中国新聞 世羅高いざ都大路 全国高校駅伝・世羅高校・貞永隆佑

2013/12/22 毎日新聞 全国高校駅伝きょう号砲 全国高校駅伝・世羅高校・貞永隆佑

2013/12/23 毎日新聞 男子デッドヒート世羅４位 全国高校駅伝・世羅高校・貞永隆佑

2013/12/23 中国新聞 リード守れず世羅４位 全国高校駅伝・世羅高校・貞永隆佑

2013/12/27 毎日新聞 宮下さん井ノ下さんら優秀賞 書の甲子園・熊野高校・宮下絹子・井ノ下千夏

2013/12/27 中国新聞 筆づくり学ぼう高校生が検定本 熊野高校生徒会・熊野筆検定

2013/12/28 中国新聞 熊野トンネル一帯事故連続６件 広島熊野道路・熊野トンネル・連続交通事故

2013/12/30 朝日新聞 新春ウルトラ書きぞめ会 新春ウルトラ書きぞめ大会・基町クレド


