
2017年（平成29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

H29.3.22 朝日 行政 広島の地価

H29.4.23 朝日 産業 筆 熊野筆匠の技継ぎ４代 「使われてこそ喜ばれてからこそ」手から手へ

H29.4.24 朝日 産業 筆 化粧筆世界が認めた 有名ブランドに「OEM」急伸

H29.4.25 朝日 産業 筆 ハートつかむハート形 異業種とコラボ商品も

H29.4.26 朝日 産業 産業 棟方志功支えた大筆 技継承へ社内で若手育成

H29.4.27 朝日 地域 産業 筆作り史跡でたどる 一升瓶換算わずか5,600本の銘酒

H29.4.28 朝日 地域 観光 お好み焼き筆司の力 猿岩石も愛した味。

H29.4.28 朝日 地域 観光 チーズが滑らか納豆焼き 熊野町B級グルメ

H29.4.29 朝日 産業 筆の里工房 馬200頭分の尾大筆に 世界に誇る博物館

H29.7.8 朝日 教育 学校 県内の小中耐震化95.2％ 公立学校施設全国平均下回る

H29.8.29 朝日 教育 学校 小6全国平均上回る 全国学力調査中3数Aは届かず

H29.10.12 朝日 選挙 若者にも届け投票啓発CM 県選管テレビ・大型画面で放映

H29.10.24 朝日 議会 選挙 投票率低調50.17％ 期日前は過去最高

H29.10.25 朝日 議会 選挙 比例中国ブロックの党派別県内各表得票

H29.11.27 朝日 筆の里工房 企画展 絶妙の美「大字仮名」 熊野・桑田笹船展

H29.1.8 読売 産業 筆 熊野特大筆「ヨイショ」 ウルトラ書初め

H29.5.26 読売 叙勲

H29.7.5 読売 観光 筆の里工房 筆の里工房VRツアー 明日から音声サービス

H29.8.9 読売 行政 ふるさと納税あの手この手

H29.10.5 読売 教育 学校 小6全教科全国上回る 全国学力テスト

H29.11.12 読売 教育 小学校 筆の都広がる踊りの輪

H29.5.4 読売 筆の里工房 企画展 かなの美追求桑田笹船の書

H29.2.2 毎日 地域 人 楽しめる児童書に情熱 きじとら出版代表

H29.3.22 毎日 行政 地域 地価

H29.6.6 毎日 地域 人 熊野の化粧筆で笑顔に メーキャップアーチスト

H29.6.8 毎日 筆の里工房 企画展 毎日美術館 天野喜孝展

H29.9.21 毎日 筆の里工房 企画展 毎日美術館 鈴木敏夫言葉の魔法展

H29.9.24 毎日 地域 観光 熊野筆まつりに4.5万人 20畳対処に熱視線

H29.9.29 毎日 筆の里工房 企画展 ジブリの世界熊野筆で

H29.11.23 毎日 筆の里工房 企画展 毎日美術館 桑田笹舟かなの世界

H29.11.30 毎日 入賞 高等学校 書の甲子園準大賞

H29.4.29 日経 叙勲 春の叙勲受賞

H29.10.17 日経 行政 トップに聞く 筆の都交流の起点に

H29.1.8 産經 産業 筆 豪快ジャンボ書初め 128畳分の白布に40キロの筆ふるう

H29.2.9 産經 産業 筆 パリにカワいいモノ 県内企業などが見本市出展

H29.8.29 産經 教育 学校 全国学力テスト 小学生全教科平均上回る

H29.11.20 産經 地域 人 来場者の言葉つなぎ作品に ワークショップ初開催

H29.1.8 中国 筆 128畳分希望込めて大書
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H29.1.13 中国 地域 スポーツ 青学大貞永熊野の後輩と汗 箱根ランナー帰省し飛び入り

H29.1.14 中国 筆の里工房 筆の里工房入館無料 来月28日まで

H29.1.19 中国 スポーツ 中学校 ひろしま男子駅伝 県チームの横顔

H29.2.23 中国 スポーツ 中学校 交流続け友情約束 高校での成長決意

H29.2.17 中国 行政 地域 熊野に大型遊具設置 みらい交流館無料で利用可

H29.3.8 中国 行政 予算 熊野町81億600万円 17年度一般会計予算

H29.3.9 中国 筆の里工房 企画展 ちびまる子原画を展示 熊野で来月23日まで

H29.3.15 中国 行政 産業 「筆の日週間」熊野 作品展講演会20日まで

H29.3.21 中国 行政 高等学校 調整100周年へマーク決まる 熊野高校生を表彰

H29.3.25 中国 行政 人事 地域振興課新たに課長

H29.3.28 中国 地域 スポーツ 12月中の営業開始目指す 熊野のサッカー場

H29.4.17 中国 筆の里工房 企画展 「ちびまる子」企画展1万人

H29.4.29 中国 叙勲 春の叙勲

H29.4.29 中国 叙勲 瑞宝双光章 看護師確保と育成に力

H29.4.30 中国 筆の里工房 企画展 アニメキャラ50年の画業 天野喜孝展熊野で開幕

H29.5.6 中国 筆 高等学校 7校が出演平和願う書 フラワーフェスティバル

H29.5.20 中国 行政 21市町で負担増試算 国保来年度から都道府県移管

H29.6.1 中国 地域 自然 香るササユリ手招き 熊野の東山

H29.6.2 中国 筆の里工房 観光 筆の里工房VRで案内 音声や動画理解深めて

H29.6.8 中国 行政 政府問題視に反論 増加傾向の基金残高

H29.6.10 中国 産業 筆 カラフル書道筆拡充 かわいらしさ前面

H29.6.13 中国 行政 小学校 熊野伝える絵本作ります 来年度調整100周年児童が題材探し

H29.6.20 中国 産業 筆 食や筆作り「広島フェア」

H29.6.20 中国 教育 中学校 書道の楽しさ知って

H29.6.21 中国 地域 熊野写生大会

H29.6.27 中国 地域 観光 ヒガンバナ赤く染まれ 熊野商工業者や生徒球根植える

H29.7.8 中国 教育 学校 中国5県対策遅れ顕著 公立小中の耐震化

H29.7.26 中国 地域 中学校 中学生14人漫才挑戦 お笑い芸人が指導

H29.8.4 中国 議会 中学校 今の熊野中学生と討論 町議教育環境や活性化策

H29.8.26 中国 筆の里工房 企画展 言葉の魔法原点探る 「スタジオジブリ」鈴木敏夫展

H29.8.28 中国 筆の里工房 企画展 ジブリ筆文字の魔法 広島県熊野で鈴木敏夫展

H29.8.29 中国 教育 学校 小6全国平均上回る 学力テスト県内正答率公表

H29.9.13 中国 議会 熊野4議案可決

H29.9.16 中国 地域 観光 熊野の町中ふでりん像 8企業展示「ロード」に

H29.9.20 中国 筆の里工房 企画展 ジブリ世界伝える言葉 熊野で鈴木敏夫展

H29.9.20 中国 産業 筆 勝利の熊野メークブラシ 広島のタウハウス限定セット

H29.9.23 中国 筆の里工房 企画展 言葉の魔法展1万人 熊野の筆の里工房

H29.9.27 中国 行政 行政 クールビズで100周年ホット 熊野町そろいのシャツ
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H29.9.27 中国 筆 呉出身山口さん熊野筆で絵画展

H29.9.30 中国 行政 地域 町制100周年祝い特製婚姻・出生届

H29.10.12 中国 地域 コントで学ぶ詐欺被害防止

H29.10.18 中国 スポーツ 小学校 木村選手と笑顔でラン

H29.10.21 中国 地域 福祉 安芸郡4町に車椅子を寄贈 県宅建協が10台

H29.10.24 中国 選挙 比例代表市町別得票と投票率

H29.10.26 中国 筆の里工房 企画展 ジブリアニメ裏話紹介 熊野で社長室室長公園

H29.10.26 中国 選挙 広島知事選きょう告示

H29.11.3 中国 筆の里工房 企画展 言葉の魔法展来場者2万人 筆の里工房

H29.11.7 中国 行政 筆 金の飾り布プレゼント 熊野化粧筆も

H29.11.12 中国 筆の里工房 企画展 笹船に書業たどり展示 筆の里工房

H29.11.17 中国 地域 観光 おいでよ赤穂峠に休憩所 熊野の住民グループ

H29.11.18 中国 地域 教育 小中学生の書画ずらり 全国書画展覧会

H29.12.6 中国 地域 小学校 2児童合唱団合同公演会

H29.12.8 中国 地域 観光 出演モデル広島産品発信を 手土産提供

H29.12.12 中国 地域 ジビエ専門店熊野に開く 自ら狩猟も

H29.12.13 中国 議会 熊野が定例会開会

H29.12.14 中国 防災 小学校 3小学区区の調査結果公表
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