
2016年（平成28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

H28.1.8 朝日 筆の里工房 日本画・奥村土牛 熊野で100点展示

H28.1.14 朝日 行政 プレミアム付き商品券 熊野筆割引　販売５割増

H28.2.19 朝日 教育 全日制本校1.23倍 公立高校一般入試

H28.2.25 朝日 教育 全日制本校 最終1.22倍 公立校一般入試 志願状況

H28.4.29 朝日 地域 春の叙勲県内85人

H28.5.2 朝日 筆の里工房 熊本への応援絵手紙で 熊野の工房でイベント

H28.6.16 朝日 行政 ニュース短信 三村・熊野町長が3選出馬

H28.6.22 朝日 行政 2016参院選 選挙人名簿登録者数

H28.7.29 朝日 学校 小中耐震率91.7％ 県内市町立全国最下位は返上

H28.8.5 朝日 教育 小1からの書道授業広がる 背筋伸び私語も減る

H28.8.8 朝日 学校 県吹奏楽コンクール開幕 志和中・熊野東中など中国大会へ

H28.8.29 朝日 行政 熊野筆支援へ町「応援宣言」 県内2例目

H28.9.21 朝日 社会 県内の基準地価 安芸郡

H28.9.28 朝日 行政 介護自己負担生存権の侵害 熊野の難病男性提訴

H28.10.8 朝日 地域 危険業務従事者叙勲 県内から80人

H28.11.3 朝日 地域 秋の叙勲 県内103人

H28.11.9 朝日 行政 熊野町長に三村氏 2回連続無投票で3選

H28.11.17 朝日 筆の里工房 「ありがとう」絵手紙展 熊野 来月4日まで2115点入れ替え展示

H28.12.7 朝日 観光 集めよう ご当地カープ坊や 23市町コラボ スタンプラリー来月末まで

H28.1.6 産經 地域 県内新成人は2万8271人 前年度比で900人減

H28.1.11 産經 地域 適切な110番通報呼びかけ カープ・塹江投手　県警の「一日通信司令官」

H28.2.22 産經 学校 書や音楽　3年の集大成披露 熊野高校が卒業作品展・演奏会

H28.3.19 産經 行政 県教委異動5084人 グローバルリーダー育成校準備担当を新設

H28.4.10 産經 産業 広島市の歴史や伝統産業PR G7外相会合 雰囲気盛り上がる

H28.4.17 産經 行政 熊野で交流館落成 来月9日から利用可能

H28.7.12 産經 行政 2016参院選 選挙区 市区町別得票数・投票率

H28.7.28 産經 学校 公立学校の耐震化率91.7％ 最下位から44位に改善

H28.9.29 産經 行政 オバマ大統領 熊野町に礼状 心のこもった熊野筆ありがとう

H28.9.30 産經 教育 全国学力テスト 小学生、全教科で平均上回る

H28.10.19 産經 防災 ドローンで初の水難訓練 熊野町の坂面大池

H28.11.3 産經 地域 秋の叙勲 県内から103人栄誉 喜びの受賞者

H28.11.9 産經 行政 熊野町長選が告示 無投票で三村氏3選

H28.1.10 中国 地域 ゴミステーション放火

H28.1.11 中国 青少年 なでしこの技小学生に伝授

H28.1.22 中国 行政 熊野町新成人アンケート 選挙関心

H28.1.26 中国 地域 きじとら出版社長　私の学び 英語は世界とつながる扉

H28.1.26 中国 地域 熊野を女子サッカーの町へ 準備会発足

H28.2.2 中国 地域 不審火容疑者逮捕　警戒態勢解除

1/5



2016年（平成28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

H28.2.16 中国 産業 採用担当者に聞く 白鳳堂

H28.2.16 中国 産業 ザ・広島ブランド ほうこどう書筆

H28.3.2 中国 筆の里工房 可筆の里工房ロビー改修 体験・交流の場充実

H28.3.6 中国 議会 定例会を開催 当初予算11%減

H28.3.9 中国 地域 趣味仲間追悼の刻字展

H28.3.12 中国 行政 副町長に内田氏 議会同意

H28.3.23 中国 地域 広島県内の地価 1月1日現在

H28.3.24 中国 行政 課名変更など異動・機構改革

H28.3.29 中国 福祉 知的障害者ホーム完成 あゆみホームぴーす

H28.4.13 中国 筆の里工房 天来の書にじむ力強さ

H28.4.15 中国 筆 独デザイン賞受賞 瑞穂など共同開発

H28.4.16 中国 行政 みらい交流館完成 西公民館の代替施設

H28.4.16 中国 スポーツ ビーチバレー熊野から世界へ 林さん・川崎さん

H28.4.28 中国 福祉 手縫いぞうきん寄贈 第三小学校に200枚

H28.4.29 中国 地域 春の叙勲受章者 佛園大源　元町議

H28.5.3 中国 地域 助成受け、送迎者導入 第二聖徳幼稚園

H28.5.3 中国 筆の里工房 熊本の被災者に絵手紙で応援 工房に制作コーナー

H28.5.6 中国 筆 高校生平和祈り大書 フラワーフェスティバルステージ

H28.5.20 中国 観光 熊野の魅力をDVDで紹介 定住促進に結びつける

H28.5.22 中国 地域 熊野で写生大会 消防・救急車描く

H28.5.23 中国 筆の里工房 耳をすませば監督の原画展 近藤喜文展

H28.5.31 中国 筆の里工房 「耳をすませば」監督原画展 熊野で始まる

H28.5.31 中国 交通 小学校 自転車安全に乗ろう 児童ら事故の怖さ学ぶ

H28.6.15 中国 行政 選挙 三村氏が立候補を表明 熊野町長選

H28.6.17 中国 地域 産業 安芸農協が初　食米で吟醸酒 贈答品活用を

H28.6.21 中国 地域 観光 咲き誇れヒガンバナ 商工業者ら球根植える

H28.6.23 中国 行政 選挙 11月8日告示 熊野町長選

H28.7.8 中国 スポーツ 高等学校 全国高校野球選手権広島大会開幕

H28.7.21 中国 福祉 地域 熊野に初　認知症カフェ 今月相次ぎ2か所開設　町民運営

H28.7.22 中国 筆の里工房 企画展 ジブリ支えたアニメ職人 近藤喜文展来月28日まで

H28.7.25 中国 筆の里工房 企画展 ジブリ近藤喜文展一万人

H28.7.25 中国 スポーツ 小学校 熊野スポ少及ばず 呉地区少年ソフト

H28.8.3 中国 議会 中学校 中学生町議に提言 まちづくり意見交換

H28.8.16 中国 筆の里工房 企画展 素手に墨　ダチョウの対策 熊野で画家福井さん描く

H28.8.19 中国 選挙 投票率 18歳の投票率50％越えは3町

H28.8.24 中国 地域 スポーツ 熊野に専用練習場 サッカーアンジュヴィオレ広島

H28.8.25 中国 行政 筆 熊野筆庁が名物宣言 販路拡大などに国補助金

H28.9.4 中国 筆の里工房 企画展 日本画家6人墨の世界 筆の里工房で作品展始まる
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H28.9.16 中国 筆の里工房 企画展 濃淡で描く不変の美 SUMIの輝き

H28.9.21 中国 筆の里工房 企画展 墨の表現6人の探求 来月30日まで

H28.9.21 中国 地価

H28.9.22 中国 筆の里工房 伝統工芸 文房四宝一堂に 熊野で祭り　実演や体験

H28.9.24 中国 スポーツ 人 陸上の緒方さん広経大准教授に

H28.9.30 中国 教育 学校 数学A除き全国平均超す 全国学力テスト

H28.10.8 中国 選挙 立候補説明会現職側が出席 熊野町長選

H28.10.18 中国 地域 国鉄OBらのお宝鉄道用具 熊野で展示

H28.10.19 中国 スポーツ 人 初Vスポーツ紙保存 元祖カープ女子日本一願う

H28.10.23 中国 地域 人 落語の前座児童が挑戦 見事な落ち爆笑と喝采

H28.10.26 中国 地域 スポーツ コイしい23市町巡ろう オリジナルデザインカープ坊や

H28.10.29 中国 筆の里工房 企画展 日本画展の来場1万人 熊野筆の里工房

H28.11.3 中国 叙勲 人

H28.11.9 中国 選挙 人 熊野町長選三村氏無投票３選

H28.11.10 中国 行政 選挙 交流定住人口増目指す 書道の体験施設を新設

H28.11.10 中国 筆の里工房 企画展 心温まる感謝の絵手紙 「大賞」優秀作品展

H28.11.12 中国 スポーツ 中学校 中国中学校駅伝あすスタート

H28.11.19 中国 地域 学校 小中生の力作熊野で書画展

H28.11.23 中国 産業 中学校 特産筆PRパンフ作り 熊野中2年歴史や製作法紹介

H28.12.3 中国 地域 小学校 子ども合唱あす競演

H28.12.4 中国 スポーツ 人 カープ新井選手絵本に がむしゃらに歩む姿

H28.12.14 中国 地域 スポーツ ゴルフ世代超え交流

H28.12.14 中国 行政 観光 熊野町観光拠点強化へ 筆の里工房隣接地公園や体験施設整備

H28.12.14 中国 教育 中学校 デリバリー給食開始 熊野・熊野東中

H28.12.22 中国 地域 落語家から個別指導

H28.4.5 中国(セレクト） 青少年 第33回中国ユースコンクール入賞 ピアノ部門予選開催

H28.7.9 中国(セレクト） 産業 ぶらりショップ巡り 書道用品専門店　筆匠古城園

H28.7.23 中国(セレクト） 筆の里工房 近藤喜文展来月28日まで筆の里工房 ジブリを支えたアニメ職人

H28.9.17 中国(セレクト） 筆の里工房 熊野で[SUMIの輝き」30日まで開催 濃淡で描く不変の美

H28.9.18 中国(セレクト） 観光 ご当地カープ坊や 熊野町こんなぼくだよ！

H28.12.14 中国(セレクト） 観光 熊野町観光拠点強化へ 筆の里工房隣接地公園や体験施設整備

H28.12.21 中国(セレクト） スポーツ かけろ！アンジュヴィオレオレ 熊野で交流イベント

H28.5.11 日経 産業 広島産品 きらめく展示 産業会館 コーナー刷新

H28.7.7 日経 産業 針・浴槽・筆･･･ニッチ分野で存在感

H28.8.24 日経 産業 越境EC(電子商取引)で化粧筆 晃祐堂化粧筆海外展開強化

H28.9.29 日経 行政 窓 広島県熊野町は28日･･･

H28.11.3 日経 地域 秋の叙勲受章者

H28.12.22 日経 産業 平和テーマ 雑貨開発 広島新ブランド「EARTH」
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H28.1.6 毎日 筆 9日に新春ウルトラ書きぞめ会 北谷翠峰さんら揮毫

H28.1.10 毎日 筆 126畳分絹布に書き初め 9日ウルトラ書きぞめ会

H28.2.19 毎日 教育 2016年度公立高校選抜Ⅱ志願状況

H28.2.25 毎日 教育 2016年度公立高校選抜Ⅱ志願状況

H28.3.17 毎日 教育 毎日美術館 臨書通じ新しい表現の礎

H28.3.20 毎日 教育 広島県教委の教職員異動 高校・県立学校

H28.3.20 毎日 教育 広島県教委の教職員異動 小・中学校

H28.3.23 毎日 地域 県内の地価

H28.3.29 毎日 筆の里工房 「現代書道の父」比田井天来と妻 作品や筆で功績紹介

H28.4.29 毎日 地域 春の叙勲 県内から80人85人

H28.5.21 毎日 筆の里工房 ジブリ作品に貢献 故近藤さん企画展 28日から熊野

H28.6.16 毎日 筆の里工房 毎日美術館 この男がジブリを支えた。近藤喜文展

H28.6.25 毎日 行政 18、19歳は5万4622人 県選管

H28.7.12 毎日 行政 投票率 全国45位 現職優勢で関心高まらず

H28.8.17 毎日 行政 参院選 10代投票率37.23％ 10代市区別投票率

H28.9.4 毎日 筆の里工房 躍動する筆 熊野で100点展示「SUMIの輝き」展

H28.9.10 毎日 教育 全日制1万6320人 公立高募集定員　私立一般は5786人

H28.9.21 毎日 地域 県内の地価

H28.9.23 毎日 産業 筆まつり にぎわう 熊野 揮毫、供養････催し多彩

H28.9.29 毎日 行政 化粧筆の贈呈にオバマ氏が礼状 熊野町

H28.9.30 毎日 教育 学力テスト 全国平均上回る 数学A除き「応用力、伸長を」

H28.10.8 毎日 地域 危険業務従事者叙勲 県内から80人

H28.10.19 毎日 防災 ドローンで初の水難訓練 消防と広大病院などが訓練

H28.11.3 毎日 地域 秋の叙勲 県内から103人

H28.11.7 毎日 行政 熊野町長選 あす公示 無投票の公算大

H28.11.9 毎日 行政 熊野町長選 三村氏無投票3選 「町政100年、新たな出発に」

H28.11.30 毎日 青少年 文科大臣賞に中田さん(尾道北3年) 「書の甲子園」県内入賞・入選

H28.12.2 毎日 筆の里工房 街人情報 第20回筆の里ありがとうのちょっと大きな絵てがみ大賞優秀作品展

H28.12.7 毎日 観光 パスポート企画好評 県内23市町カープ坊や

H28.1.10 読売 産業 幸せを祈願書道家揮毫

H28.4.3 読売 筆の里工房 比田井天来の筆遣い紹介 熊野で特別展 愛用道具など90点

H28.4.9 読売 行政 広島の技 世界発信 あすから外相会合

H28.4.29 読売 地域 春の叙勲

H28.5.5 読売 産業 日用品の産地 広島県熊野町・化粧筆

H28.6.16 読売 行政 三村・熊野町長3選出馬表明

H28.7.11 読売 行政 投票成績 投票率49.58％ 前回並み

H28.7.27 読売 教育 公立小中耐震化91.7％ 全国44位 広島市は93.8％

H28.9.30 読売 教育 学テ小６全国平均以上
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H28.10.27 読売 観光 ご当地カープ坊や 23変化 29日からスタンプラリー

H28.11.3 読売 地域 叙勲受章者

H28.11.9 読売 行政 熊野町長三村さん３選 無投票「人口減対策 着実に」

H28.11.23 読売 福祉 有料介護無効訴訟 熊野町側争う姿勢 第一回口頭弁論

H28.12.21 読売 地域 よみうり写真大賞ファミリー部門 村上さん優秀賞、長尾さん入選 秋の部
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