
2015年（平成27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

H27.1.3 中国 産業 筆 竹宝堂（広島県熊野町） 伝統の技で「電動洗顔筆」

H27.1.18 中国 筆 ほろ酔いで思い記す催し「酔書」開催 筆と酒引き出す心の内

H27.1.21 中国 筆 企画展 熊野「絵てがみ」人気投稿 「ありがとう大賞」に入沢さん（北広島）

H27.2.6 中国 行政 町立図書館100万人 熊野開館9年半で達成

H27.2.20 中国 行政 地域 熊野で22日まつり 睡眠や栄養健康考えよう

H27.2.20 中国 青少年 高等学校 熊野高生力作書や絵画100点 県立美術館

H27.2.21 中国 行政 観光 行政や観光熊野便利帳 町など今秋発行

H27.3.8 中国 行政 地域 復興の苦難 重ねた親子 48年 市役所前で麦刈りの写真

H27.3.10 中国 行政 筆 筆文化大使に石坂さん 広島・熊野町委嘱 町名入り名刺でPR

H27.3.12 中国 行政 予算 熊野町 過去最大86億円 一般会計予算案

H27.3.16 中国 筆の里工房 企画展 片岡鶴太郎さん 創作の熱意語る 熊野町でイベント

H27.3.17 中国 観光 書画街頭展示や化粧筆体験 熊野で「筆の日週間」催し

H27.3.19 中国 行政 県内地価 24年連続下落 広島市中心部 上昇目立つ

H27.3.23 中国 行政 筆の里工房 筆文化大使就任の石坂浩二トークショー

H27.3.26 中国 地域 闘病支える情熱の絵筆 熊野の岩崎さん あすから個展

H27.3.26 中国 議会 熊野町議選 立候補説明会18陣営が出席

H27.3.27 中国 産業 筆 熊野筆ブラシ広経大生がPR HP開設 動画でモデルも

H27.4.11 中国 地域 表彰 危険業務叙勲3615人 中国地方は240人

H27.4.13 中国 地域 議会 広島県議選 安芸郡　平本さん初当選

H27.4.13 中国 地域 議会 広島県議選 安芸郡（3）

H27.4.22 中国 議会 2町議選告示 熊野町は17人が立候補

H27.4.27 中国 議会 市町議選最終結果 熊野町（定員16-候補数17）

H27.4.27 中国 議会 熊野町議選 16人決まる

H27.4.29 中国 地域 表彰 春の叙勲 中国地方

H27.4.30 中国 筆の里工房 企画展 片岡鶴太郎展来場者1万人 筆の里工房

H27.5.6 中国 地域 「古本交差点」再出発へ 広島の６店集結 今月末に閉店

H27.5.11 中国 筆の里工房 企画展 松本零士さん 漫画と筆語る 牧美也子さんと夫婦展始まる

H27.5.12 中国 観光 広島市が観光マップ 安芸区・郡４町の魅力満載

H27.5.14 中国 行政 交通 バス停屋根費 熊野町へ寄付 国際ソロプチミスト熊野

H27.5.24 中国 地域 熊野で写生大会 消防・救急車 伸び伸び表現

H27.5.29 中国 筆の里工房 企画展 夫婦で描く夢・ロマン 松本零士と牧美也子 初コラボ展

H27.5.29 中国 観光 「まちの駅」筆文化を発信 熊野のメーカー「一休園」

H27.6.10 中国 議会 熊野、定例会を開催

H27.6.28 中国 学校 絵手紙心届けよう 広島県熊野の熊野第一小「ありがとう」テーマに作成

H27.7.1 中国 行政 広島県内市・町長と県議・広島市議の所得

H27.7.1 中国 行政 広島県内市・町長と県議・広島市議の所得

H27.7.5 中国 スポーツ くれしんバレー幅広い世代参加 呉で開催

H27.7.8 中国 地域 熊野の保育園に大賞 保護者ら手作りビオトープ評価
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H27.7.27 中国 学校 落語家が先生話し方を伝授 呉の広南中

H27.7.31 中国 産業 荻野工業呉に新工場 年内めど　エンジン部品製造

H27.8.20 中国 防災 熊野2団地で夜間避難訓練

H27.9.1 中国 筆の里工房 折り鶴5500羽「核なき世界を」 筆の里工房来場者ら作成

H27.9.1 中国 教育 2015年度全国学力テスト市町別平均正答率

H27.9.6 中国 筆の里工房 相田みつを反戦のエネルギー 筆の里工房で作品展

H27.9.9 中国 議会 熊野10議案可決

H27.9.17 中国 地域 広島県内地価

H27.9.23 中国 教育 サンフレ職業体験 参加の小学生感想文

H27.9.24 中国 筆の里工房 墨香る迫力の大書 熊野で筆まつり

H27.9.24 中国 産業 テレビ出演 広島筆産業社長

H27.9.26 中国 地域 四国遍路の旅の虎の巻 DVD図書館に寄贈

H27.10.14 中国 地域 元気な熊野へ町民議論

H27.10.14 中国 議会 県議資産公開

H27.10.29 中国 筆の里工房 学芸員美術鑑賞法を解説 小学生対象

H27.10.29 中国 スポーツ 中国中学駅伝開催 出場校掲載

H27.10.30 中国 スポーツ 中国中学駅伝メンバー発表

H27.11.18 中国 教育 日米中学生絵手紙作成 筆の街交流館で展示会

H27.11.21 中国 筆 全国書画入賞作品展

H27.11.28 中国 筆 絵手紙に感謝の心 熊野で優秀作品展

H27.12.9 中国 議会 熊野定例会

H27.9.20 中国(セレクト) 産業 金融の経験生かす。書道文化を海外に 広島筆産業社長

H27.4.21 中国(夕) 議会 統一地方選熊野町議会など告示
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