
2014年（平成26年）熊野町関連の新聞記事一覧表

日付 新聞名 大分類 小分類 見出し 小見出し

H26.1.5 中国 筆 熊野筆で「千寿萬福」 中区で特大書初め

H26.1.5 中国 青少年 高等学校 「年始に献血を」 高校生呼びかけ

H26.1.5 中国 筆の里工房 熊野の筆の里工房 筆文化 魅せて20年

H26.1.6 中国 教育 中学校 熱中クラブ ワレオモウ

H26.1.8 中国 教育 小学校 不審者侵入想定し対応 熊野第３小

H26.1.11 中国 筆 伝統工芸 熊野筆 女性が継ぐ技術 外国産しのぶ高品質

H26.1.11 中国 教育 高等学校 絵画コン　入賞ラッシュ 熊野高　生徒の自信深まる

H26.1.24 中国 筆の里工房 企画展 細密に描く背景画208点 熊野で「山本二三展」

H26.1.30 中国 教育 中学校 天風録感想文コン 熊野中・高田さん 最優秀賞を受賞

H26.2.1 中国 筆 高等学校 ブンカの強豪　書道 心ひとつ　青春の筆さばき

H26.2.1 中国 地域 交通 瀬野黒瀬トンネル 来月24日開通

H26.2.1 中国 地域 交通 高齢地域のバス考える 熊野 住民・事業者ら意見交換

H26.2.3 中国 青少年 キャンパスリポーター発 留学生に伝統紹介(筆の街交流館)

H26.2.5 中国 筆の里工房 広島県熊野で展示会 アニメ背景画家山本二三さんに聞く

H26.2.9 中国 地域 視点光る「読者の写真」 13年の年間賞など展示・表彰

H26.2.14 中国 筆の里工房 企画展 山本二三　心潤すアニメ 来月９日まで筆の里工房

H26.2.22 中国 地域 ボランティア活動 安芸アルプス縦走を 安芸区・熊野・海田の住民グループ

H26.2.27 中国 筆の里工房 企画展 山本二三展 １万人目 筆の里工房 絵筆セットなど贈る

H26.3.6 中国 行政 福祉 熊野町と広島国際大 医療・福祉で連携協定

H26.3.10 中国 観光 銀座 広島色に染める

H26.3.11 中国 行政 予算 熊野町2.5％増 76億円 14年度一般会計予算

H26.3.14 中国 筆の里工房 企画展 中国新聞の主催行事 筆の世界に遊ぶ文化人たち2014

H26.3.15 中国 防災 地震 呉や大竹 震度5弱 伊予灘地震Ｍ6,2 中国地方で16人けが

H26.3.15 中国 防災 地震 防災 大切さ再認識 就寝中の揺れ 市民驚き

H26.3.15 中国 防災 地震 未明直撃 暮らし混乱 伊予灘地震Ｍ6.2 中国地方 停電や断水

H26.3.18 中国 筆の里工房 企画展 生活情報 筆の世界に遊ぶ文化人たち2014

H26.3.18 中国 教育 小学校 熊野第1小に寄付金を贈る ソロプチミスト

H26.3.19 中国 地域 交通 高齢者見守りで協定 熊野町と広島中央ヤクルト

H26.3.20 中国 観光 筆の町に観光案内所 熊野のメーカー あすオープン

H26.3.25 中国 行政 交通 知事往来 熊野黒瀬トンネル開通式典

H26.3.25 中国 地域 交通 熊野黒瀬トンネル開通 矢野安浦線 冬の峠越え解消

H26.3.29 中国 防災 地震 南海トラフ地震 想定30万人以上 死者8割減 国が目標 広島市など対策地域

H26.3.29 中国 筆の里工房 企画展 著名人の筆遣い感じて 筆の里工房で展示

H26.4.4 中国 行政 デミオ5台を熊野町に寄贈 荻野工業

H26.4.12 中国 地域 危険業務叙勲 中国地方は236人

H26.4.29 中国 議会 統一選まで1年 中国地方33選挙 定数6議会が削減 報酬引き下げなく

H26.4.30 中国 スポーツ 中学校 織田陸上成績

H26.5.2 中国 筆の里工房 企画展 25日まで 筆の里工房 文化人 筆に寄せる思い
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H26.5.5 中国 文化財 文化財 戦前の鬼瓦 職人技触れて 熊野で展示

H26.5.14 中国 行政 2040年試算 若い女性流出 広島12市区町「消滅」の危機 定住促進 自治体手探り

H26.5.23 中国 行政 交通 熊野・府中の無料送迎車 運航１年　利用定着

H26.5.25 中国 地域 青少年 伸び伸びと写生に挑戦 熊野で大会

H26.5.31 中国 筆の里工房 企画展 画家・猪熊の変遷たどる 熊野で企画展

H26.6.13 中国 筆の里工房 企画展 猪熊弦一郎展ーどんなことをしても僕なんだー 美の探求 表現豊か

H26.6.14 中国 産業 筆 新商品 熊野筆使用泡立て洗顔器

H26.6.14 中国 産業 筆 広島県産品 パリデビュー 県など10月フェア

H26.6.18 中国 地域 青少年 くまの写生大会 入賞作品

H26.6.20 中国 産業 伝統工芸 広島 日本伝統工芸中国支部展 継承と革新 技の粋

H26.6.21 中国 地域 メビウスしっとり郷土愛 地産地消ソング目指す

H26.6.21 中国 青少年 高等学校 カープVと平和 我らの夢 熊野高 折り鶴でコイの壁画

H26.6.22 中国 地域 筆の里工房 広島の建物100選 県発表 ベスト30投票募る

H26.7.10 中国 スポーツ 高等学校 第96回全国高校野球選手権広島大会

H26.7.12 中国 地域 中学校 NIE標語 最優秀賞に呉の渡辺さん 広島県推進協20年で募る

H26.7.17 中国 産業 筆 ヒットの鍵はかわいい商品 中国経産局が支援へ

H26.7.20 中国 筆の里工房 企画展 60年の画業 やなせワールド 熊野で作品展

H26.7.26 中国 青少年 高等学校 演奏や創作 互いに学ぶ 熊野高中国の姉妹校交流

H26.8.6 中国 産業 筆 熊野に化粧筆新工場 晃祐堂、生産量3倍に

H26.8.15 中国 筆の里工房 企画展 やなせワールド来場1万人突破 熊野

H26.8.15 中国 筆の里工房 企画展 やなせたかしワールド アンパンマンお出迎え 来月7日まで筆の里工房

H26.8.27 中国 産業 黒大豆の枝豆 オーナー求む JA安芸

H26.8.29 中国 防災 行政 くらし掲示板 広島土砂災害 安芸郡4町も

H26.8.30 中国 地域 交通 死亡事故ゼロ約6年 熊野町の活動表彰

H26.9.11 中国 議会 議会 熊野　定例会を開会

H26.9.12 中国 筆の里工房 企画展 日本の書と筆の宇宙　20日から広島県熊野の筆の里工房 和心宿す筆の美

H26.9.15 中国 教育 小学校 学校司書　本と子つなぐ 読み聞かせで魅力伝える

H26.9.17 中国 防災 防災 広島土砂災害　特別警戒区域の指定急ぐ 危険箇所を独自点検　海田・熊野・坂町

H26.9.17 中国 学校 小学校 ソロプチ熊野がカメラなど寄贈 熊野第二小に

H26.9.18 中国 教育 小学校 熊野筆や職人教科書に登場 来年度　小５国語と小３書写

H26.9.21 中国 筆の里工房 企画展 三跡や一休　名書集う 筆の里工房で20年記念展

H26.9.24 中国 地域 観光 筆の里大にぎわい 熊野でまつり　大書など

H26.9.30 中国 産業 クリーニングの日 県生活衛生組合　ギフト券を贈る

H26.10.9 中国 青少年 安芸郡児童の力作書画展示 熊野で11・12

H26.10.22 中国 筆の里工房 企画展 コイのぼる 熊野筆で誓い

H26.10.28 中国 地域 小学校 家造り体験児童「達成感」 海田で建設会社イベント

H26.11.9 中国 筆の里工房 企画展 心温まる 感謝の絵てがみ 熊野で｢大賞｣の優秀作品展

H26.11.9 中国 地域 CATVの魅力 多彩にアピール （インタビュー記事）
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H26.11.15 中国 産業 筆 ひとネット 熊野 外国人の肌に合う筆提案

H26.11.18 中国 筆 熊野の2人全国1位 全国書画展覧会

H26.11.20 中国 産業 筆 熊野化粧筆 海外で跳ねる 品質好評 売り上げ拡大

H26.11.26 中国 地域 訪問神楽30年 お年寄り笑顔 熊野の保存会 特養が感謝状

H26.12.2 中国 地域 広島市と府中町 上昇 基準宅地評価額 県平均11.6％下落

H26.12.9 中国 スポーツ 小学校 熊野陸上スポ少 2年連続県代表 クロカンリレー 全国へ闘志

H26.12.10 中国 教育 高等学校 母校熊野高で初 尾方さん講演会

H26.12.12 中国 産業 筆 広島レモン香る化粧筆 人気の特産品タッグ

H26.12.17 中国 地域 福祉 高齢者に優しい店認定 熊野町新制度 食品や衣料36ケ所

H26.12.21 中国 観光 神話や自然 息づく壁画 熊野｢筆の駅｣に完成

H26.2.13 中国(夕刊) 地域 私の健康法 ときめくウオーキング

H26.3.14 中国(夕刊) 防災 地震 呉・大竹 震度5弱 伊予灘地震Ｍ6,2

H26.3.17 中国(夕刊) 筆の里工房 企画展 筆の世界に遊ぶ文化人たち2014 平成26年3月28日(金)～5月25日(日)
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