
日付 新聞名 大分類 小分類 見出し 小見出し

R3.2.7 朝日新聞 行政 無届け公共工事多発 土壌汚染対策法2010年度以降　全県で発覚771県

R3.6.15 朝日新聞 防災 「行きたくなる避難所」完成 西日本豪雨で12人犠牲者の熊野町　住民の声生かしペット専用部屋も

R3.9.24 朝日新聞 筆 筆 筆供養　感謝の思い込め 熊野一部イベント動画配信

R3.10.21 朝日新聞 地域 表彰 瑞宝双光章　警察

R3.10.27 朝日新聞 行政 選挙 新顔の樽谷氏が立候補表明

R3.7.30 産経新聞 筆 筆 イタチ毛激減「熊野筆」 広島の伝統工芸代用品研究も製品化至らず

R3.1.18 中国新聞 議会 無縁の町議不満相次ぐ 被買収者辞職を　６割　有権者不信県全域に波及　決別金権政治

R3.1.19 中国新聞 地域 熊野高の２人最優秀と優秀 県防犯連ポスターコン

R3.1.20 中国新聞 筆 筆

マスクについた化粧汚れ落と

す 熊野筆メーカー博雲堂が洗浄液

R3.1.22 中国新聞 地域 座右の銘の書　通学路に 熊野児童の作品掲示　中溝千歳会

R3.1.22 中国新聞 議会 呉市議談合罪で罰金 江田島市ゴミ袋入札　辞職は否定　藤本哲智

R3.1.22 中国新聞 議会 被買収認定言及避ける 県議４人、辞職意向示さず

R3.2.4 中国新聞 行政 防災 熊野町が災害時協定 三重県熊野市と物資提供など

R3.2.16 中国新聞 防災

西日本

豪雨 新公園に豪雨災害碑 6月末までの完成目指す　熊野町が「大原ハイツ」に整備

R3.2.27 中国新聞 行政 熊野町「１水道」協議参加へ

R3.3.3 中国新聞 行政 熊野町4.8％減89億円 21年度予算案　コロナや災害対策

R3.3.3 中国新聞 議会 13県議審査請求へ 参議院選買収へ広島県議会２会派　現金受領疑惑を追及

R3.3.4 中国新聞 議会 広島県議会政倫審設置へ 大規模買収１３人に説明要求

R3.3.5 中国新聞 行政 ２市３町人口・世帯減 広島県、国勢調査２次分速報

R3.3.5 中国新聞 議会 13県議の政倫審請求 大規模買収議長「早く開く」

R3.3.6 中国新聞 感染症 周辺と連携「必要」８市町 広島県内コロナワクチン接種　利便性向上期待



日付 新聞名 大分類 小分類 見出し 小見出し

R3.3.7 中国新聞 文化

筆の里

工房 奈良期から江戸期　書９０点 熊野　収集家大内さん寄贈品展

R3.3.10 中国新聞 議会 熊野定例会が開会

R3.3.11 中国新聞 感染症 避難所収容数変更65％ コロナ禍密回避へスペース確保　広島23市町半減の自治体も

R3.3.14 中国新聞 行政 防災 砂防ダム　３基目が完成 「大原ハイツ」そば　住民らが見学

R3.3.19 中国新聞 教育 教育長に平岡氏 熊野町議会が同意

R3.3.19 中国新聞 行政 熊野町　人事

R3.3.21 中国新聞 地域 筆 自転車盗防止に毛筆の力 熊野高書道部員　ポスターで施錠訴え

R3.3.23 中国新聞 観光

筆の里

工房

書は人なり①　書をあつめる

楽しみ 佐竹本三十六歌仙絵巻　田中親美監修　顔料の剝げ落ちも再現

R3.3.24 中国新聞 観光

筆の里

工房

書は人なり②　書をあつめる

楽しみ 伝　藤原行成　大内切和漢朗詠集　平安古筆の美　醸し出す

R3.3.24 中国新聞 観光

筆の里

工房 筆の里で語る書の魅力 熊野で収集家と学術顧問

R3.3.24 中国新聞 議会 受領の元首長ら「なぜ今」 克行被告辞職表明　被買収否定の議員当惑

R3.3.25 中国新聞 観光

筆の里

工房

書は人なり③　書をあつめる

楽しみ 藤原定家　紹巴切後撰和歌集　「悪筆」に文学者の意思

R3.3.26 中国新聞 筆 筆

ぐるっとわがまち　熊野町抜

け毛・羽根で筆作り 熊野筆組合　安佐動物公園と連携

R3.3.26 中国新聞 地域 野球できるぞ　感謝の朝清掃 熊野高野球部員

R3.3.27 中国新聞 地域 黒大豆作りイノシシ対策 萩原地区で女性グループ

R3.3.27 中国新聞 観光

筆の里

工房

書は人なり④　書をあつめる

楽しみ 伊藤博文筆　七言絶句　自作の詩　軽やかな筆致



日付 新聞名 大分類 小分類 見出し 小見出し

R3.3.27 中国新聞 産業 うま味⤴榊山牛　生産量も⤴ 馬上畜産

R3.2.27 中国新聞 感染症 コロナ ワクチン接種対策室を新設 熊野町1日付け

R3.3.30 中国新聞 観光 さとの駅　古里ににぎわい トモ・ビオパークさとの駅

R3.3.30 中国新聞 地域 Ｂ級グルメ根強い人気 「鏡」の納豆焼

R3.3.30 中国新聞 観光

筆の里

工房

書は人なり⑤　書をあつめる

楽しみ 渋沢栄一筆　韓愈詩　超然　運筆・字形ゆったり

R3.3.31 中国新聞 行政 防災 災害時の画像　相互利用 熊野・海田・坂町と広島テレビ協定

R3.4.1 中国新聞 行政

西日本

豪雨 「支え合い」９センター閉鎖 西日本豪雨で13市町が設置　継続的ケア「必要」の声も

R3.4.2 中国新聞 地域 ダクトから出火 熊野の金属部品工場

R3.4.2 中国新聞 福祉 福祉 介護保険料高止まり 今月から新料金月額4885~6803円　据え置き11増額７基金で穴埋めも

R3.4.8 中国新聞 地域

住民が山を切り開きグラウン

ドゴルフ場 熊野の中溝地区にオープン

R3.4.9 中国新聞 感染症 コロナ 高齢者接種24日から順次 安芸郡4町開始日程決まる

R3.4.15 中国新聞 地域 文化財 被災のお堂憩いの場に

土砂撤去し桜を植樹　熊野町重文の城堀不動堂住民ら「地域の大切な

宝」

R3.4.15 中国新聞 地域 琴演奏で感謝伝える 熊野高の石井さん爪拾った児童に

R3.5.9 中国新聞 行政 防災 災害教訓学次世代 豪雨災害熊野町など初の講座　避難所運営ゲームで体験

R3.5.9 中国新聞 筆 筆 キリンたてがみで熊野筆 安佐動物園「はぐみ」抜け毛

R3.5.12 中国新聞 行政 防災 ハローズと災害時協定 熊野町　食料や避難場所提供

R3.5.18 中国新聞 感染症 コロナ

コロナワクチン５首長が接種

済み 広島県内18首長は未接種



日付 新聞名 大分類 小分類 見出し 小見出し

R3.5.19 中国新聞 行政 防災

＜熊野＞新店舗防災で地域貢

献

R3.5.26 中国新聞 筆 筆 コロナ過熊野筆ピンチ イタチ毛など入手困難中国が取引禁止流通減に拍車

R3.5.29 中国新聞 行政 防災拠点ペットと避難 広島・熊野町スペース設置来月1日開所

R3.5.31 中国新聞 行政

西日本

豪雨 「豪雨災害誌」未来のために 熊野町作成ＨＰでも公開被害状況や復興計画記録

R3.6.1 中国新聞 筆 筆 熊野筆の感触顔・体洗って 筆メーカー瑞穂、スキンケアブラシ販売強化

R3.6.11 中国新聞 筆 筆 熊野筆に何とか活路を

R3.6.16 中国新聞 感染症 コロナ 11月までに完了13市町 64歳以下接種広島県内　保育士・教職員・若者独自優先枠も

R3.6.17 中国新聞 議会 熊野9議案を可決

R3.6.17 中国新聞 議会

河井克行被告や案理元参議院

議員から現金を受け取ったと

される広島県内の首長や地方

議員40人

R3.6.22 中国新聞 行政

西日本

豪雨 快適な避難所　提案へ 熊野中生新防災拠点で学習　西日本豪雨３年

R3.6.26 中国新聞 行政 防災

迷わず「同行避難」を受け入

れ・居場所　自治体で差 「ペットがいるから避難所へ行きにくい」

R3.6.29 中国新聞 防災

西日本

豪雨 １２市町３５地区2282人減 ヒロシマ人口回復なお課題　西日本豪雨３年

R3.6.30 中国新聞 地域

西日本

豪雨 花火逆風下でも輝き

工場被災→コロナで大会中止続々　広島の牛尾煙火身近な催しに活路

西日本豪雨３年

R3.6.30 中国新聞 行政 防災 ５市町の備蓄生理用品なし 広島県内７市町更新未定　西日本豪雨３年

R3.7.2 毎日新聞 防災

西日本

豪雨 災害の記憶心に刻んで 4.6日伝承の碑序幕などで追悼　西日本豪雨３年



日付 新聞名 大分類 小分類 見出し 小見出し

R3.7.3 中国新聞 防災

西日本

豪雨 コロナ禍の追悼出席制限

広島市内４区・周辺３町で4.6日　水害碑除幕や市長あいさつ　西日本

豪雨３年

R3.7.3 中国新聞 防災

西日本

豪雨 義援金の６次配布決定 1億9303万円　広島県、募集1年延長　西日本豪雨３年

R3.7.4 中国新聞 防災

西日本

豪雨 団地の絆　復興願う歌に 熊野「大原ハイツ」住民の詩にメビウスが曲　西日本豪雨３年

R3.7.5 読売新聞 防災

西日本

豪雨 災害犠牲者二度と 熊野の団地　遺族ら祈念

R3.7.5 中国新聞 防災

西日本

豪雨 避難ためらい　後悔今も 妻と息子２人亡くした熊野の上西さん　西日本豪雨３年

R3.7.5 中国新聞 防災

西日本

豪雨

土石流「あの日思い出す」遺

族ら被災者を気遣う 中国地方各地で追悼行事　西日本豪雨３年

R3.7.5 中国新聞 防災

西日本

豪雨 防災力向上へ決意新た 東区や坂などで追悼行事

R3.7.6 中国新聞 感染症 コロナ ワクチン不足　４市町影響 広島県内自治体　延期や中止枠縮小

R3.7.6 中国新聞 行政

西日本

豪雨

復興なお途上　西日本豪雨

きょう３年 広島県内302の危険個所要対策

R3.7.6 中国新聞 行政

西日本

豪雨 復興1歩ずつ 緊急整備事業９割完了広島県　西日本豪雨３年

R3.7.7 中国新聞 産業 ストッキング　漬け置くだけ 専用の洗浄液　博雲堂が開発

R3.7.7 中国新聞 防災

西日本

豪雨 命落とさない教訓を未来へ 熊野東中3年　ひと交差点

R3.7.7 中国新聞 地域

西日本

豪雨 安全なまち整備　私の仕事

安芸区で被災の宮原さん建設現場で汗　亡き友捜した日々胸に　西日

本豪雨３年



日付 新聞名 大分類 小分類 見出し 小見出し

R3.7.7 中国新聞 議会 受領議員ら検審を懸念 喜びもかなしみもない

R3.7.9 中国新聞 防災 13市町で避難指示 中区・竹原12時間雨量最大

R3.7.9 中国新聞 防災 広島県大雨　反乱や崩落 一部地域で最大雨量　三原に緊急安全確保

R3.7.10 中国新聞 感染症 コロナ

大規模接種４市　上積み　広

島県内ワクチン必要量の半分

未満

R3.7.11 中国新聞 観光

筆の里

工房 長谷川さん絵本の世界 熊野で原画展

R3.7.11 中国新聞 防災

西日本

豪雨 風船に防災への決意 大原ハイツで追悼行事　西日本豪雨３年

R3.7.13 中国新聞 感染症 コロナ 高齢者７５％月内接種完了 広島県希望者はぼカバー

R3.7.20 中国新聞 感染症 コロナ 接種率広島市最低21.87％ 県内23市町１回目　最高　大崎上島町62.75％

R3.7.25 中国新聞 観光

筆の里

工房 ライブで大胆筆遣い 熊野　絵本作家の長谷川さん

R3.7.27 中国新聞 産業 筆

伝統工芸　進むＤＸ導入職人

負担減安定生産へ 熊野筆　穂先をＡＩで検品

R3.7.27 中国新聞 感染症 コロナ 広島県内配分37％減へ ファイザー製ワクチン充足率なお49％

R3.7.28 中国新聞 地域

西日本

豪雨 復興の願い京都でキャッチ 大原ハイツ住民の風船　熊野第4小に返信

R3.7.28 中国新聞 観光

筆の里

工房 感謝の気持ち絵手紙に込めて 筆の里振興事業団が募集

R3.7.31 中国新聞 観光

筆の里

工房

長谷川義史展ありがとういの

ちそしてであい① 「会いたくて会いたくて」ぬくもりつなぐ糸電話

R3.7.31 中国新聞 議会 地方議員辞職触れず 元後援会員・あきらめ・反発　決別金権政治



日付 新聞名 大分類 小分類 見出し 小見出し

R3.8.3 中国新聞 観光

筆の里

工房

長谷川義史展ありがとういの

ちそしてであい② 「おおにしせんせい」一生懸命さ教わった師

R3.8.4 中国新聞 観光

筆の里

工房

長谷川義史展ありがとういの

ちそしてであい③

「おじいちゃんの　おじいちゃんの　おじいちゃんの　おじいちゃ

ん」先祖代々「バトン」継ぐ

R3.8.5 中国新聞 観光

筆の里

工房

長谷川義史展ありがとういの

ちそしてであい④ 「だじゃれ日本一周」旅する楽しさ思い出す

R3.8.6 中国新聞 観光

筆の里

工房

長谷川義史展ありがとういの

ちそしてであい⑤ 「へいわってすてきだね」ありふれた生活が奇跡

R3.8.21 中国新聞 議会 政治不信残し幕引き 受領１３県議に文書警告　委員「処分軽い批判覚悟」

R3.8.27 中国新聞 観光

筆の里

工房

お断り催しの終了について筆

の里工房

R3.8.27 中国新聞 感染症 コロナ

広島県内23市町の新型コロナ

ワクチン接種状況

R3.8.27 中国新聞 感染症 協力金先払い　仕組み変更 広島県飲食店へ34万～61万円

R3.9.1 中国新聞 感染症 「在宅勉強不安」中3の６割 「コロナ禍で休校中の学習」学テアンケート

R3.9.5 中国新聞 行政 妊婦優先接種広がる 広島県・４市町　重症化リスク配慮

R3.9.6 中国新聞 行政 子ども医療費助成拡充 広島県内の市町相次ぎ対象年齢引き上げ

R3.9.12 中国新聞 地域

減災目指す「苗木の里親」始

動 熊野の社団法人　半年育て被災地で植樹へ

R3.9.18 中国新聞 観光

筆の里

工房 酒ラベル変遷の美 熊野・筆の里工房で企画展

R3.9.19 中国新聞 筆 筆 オンライン熊野筆まつり 23日まで

R3.9.23 中国新聞 筆 筆 筆文化墨跡から感じて 熊野の道の駅で企画展

R3.10.1 中国新聞 筆 筆

熊野筆の県無形文化財指定に

ついて 伊藤真由美氏(広島県議会一般質問30日　自民議連、安芸郡）



日付 新聞名 大分類 小分類 見出し 小見出し

R3.10.5 中国新聞 観光

筆の里

工房 酒票の美① 「花盛」月下の桜　華やかな酒宴

R3.10.6 中国新聞 観光

筆の里

工房 酒票の美② 「開花一」ひげ文字で勢い表現

R3.10.7 中国新聞 観光

筆の里

工房 酒票の美③ 「島ケ﨑　舞」書体に強さ・柔らかさ

R3.10.8 中国新聞 観光

筆の里

工房 酒票の美④ 「はやり升」読み方探る楽しさも

R3.10.9 中国新聞 観光

筆の里

工房 酒票の美⑤ 「大号令」著名な書家の作品も

R3.10.12 中国新聞 地域

軽ワゴン車費用福祉法人に贈

る 熊野で日本郵便　(社）あゆみ会

R3.10.13 中国新聞 地域

民間活力生かす人材活用で協

定 熊野町　筆の里工房周辺の魅力高める

R3.10.13 中国新聞 議会

被買収者集会に姿　不起訴受

「区切り」 検審審理中　大半活動控える　衆院選で対象地方議員の一部

R3.10.18 中国新聞 行政 小学校

通学路　交通事故の危険1441

ｶ所 対策へ地域と連携　23市町、小学校を対象に点検

R3.10.28 中国新聞 行政 選挙 選挙人名簿登録232万5908人 知事選告示前まとめ

R3.10.28 中国新聞 行政 選挙 知事選立候補　樽谷氏が表明 熊野町出身

R3.11.1 中国新聞 行政 選挙 中国地方の開票結果 小選挙区　市町村別得票と投票率

R3.11.2 中国新聞 行政 選挙

比例代表市区町村別得票と投

票率 小選挙区市町別投票率

R3.11.3 中国新聞 地域 表彰 瑞宝双光章　教員 旭日単光章



日付 新聞名 大分類 小分類 見出し 小見出し

R3.11.6 中国新聞 地域

バルサコーチと熊野でキャン

プ 来年開催　参加者募る

R3.11.9 中国新聞 地域

教育用の信号機３町などに寄

贈 安芸交通安全協

R3.11.13 中国新聞 地域

踊りや書道など熊野中生が披

露

R3.11.16 中国新聞 地域

お気に入りの本「バトル」で

紹介 熊野３部門に17人

R3.11.16 中国新聞 行政 選挙

広島県知事選の市区町村別得

票数

R3.11.16 中国新聞 行政 選挙 三原、熊野選管で二重投票

R3.11.17 中国新聞 地域 文化財

文化財指定を推進　民俗芸能

保全へ調査 広島県教委、83年以来の本格着手

R3.11.18 中国新聞 観光

筆の里

工房

絵手紙コンクール対象に４作

品 熊野・筆の里振興事業団　２０日から優秀作品展示

R3.11.18 中国新聞 行政

友好都市三重県熊野市の那智

黒石使用 熊野町がコラボ化粧筆

R3.10.8 日経新聞 観光

筆の里

工房 日本酒ラベルの美に酔う 広島・熊野「筆の里工房」で展示会

R3.3.31 毎日新聞 筆 筆 伝統の筆で心地よく 「瑞穂」体洗いブラシ発売

R3.5.9 毎日新聞 地域 人生の節目に学んだ書披露 小田原さん個展　熊野

R3.6.2 毎日新聞 行政 防災 大事な家族気兼ねなく ペット部屋付き避難所開設

R3.6.11 毎日新聞 観光

筆の里

工房 筆と相撲　えにしを展示

R3.6.30 毎日新聞 地域 防災 タイムラインが命を守る 第4小の８５人「早期避難」学ぶ　西日本豪雨



日付 新聞名 大分類 小分類 見出し 小見出し

R3.7.3 毎日新聞 地域 防災 子どもが防災の主役に 避難計画家族で作ろう　西日本豪雨

R3.7.5 毎日新聞 防災

西日本

豪雨 「二度と起きてはいけない」 熊野　祈念公園で献花

R3.7.11 毎日新聞 防災

西日本

豪雨 復興願い　風船を放つ 大原ハイツ住民　追悼行事で１００個　西日本豪雨

R3.9.8 毎日新聞 筆 筆 書家・比田井と門下の書作 ぼう古堂所蔵　あすから企画展

R3.9.24 毎日新聞 筆 筆 使った筆　感謝の供養 全国から6000本浄火に

R3.3.24 読売新聞 産業 住宅地下落に転じる 公示地価　コロナ感染拡大影響

R3.11.16 読売新聞 行政 選挙 熊野で二重投票

R3.9.12 産経新聞 筆 筆 広島・熊野の化粧筆発売

R3.11.23 中国新聞 産業 筆 熊野筆　工程楽しく学んで

人の動き感知映像・ゲームに　晃祐堂　見学客向けにプロジェクター

導入

R3.11.21 中国新聞 観光

筆の里

工房 心温まる感謝の絵手紙 熊野「大賞」一般の部優秀作品展

R3.11.20 中国新聞 産業 筆

小中学生の力作全国書画展覧

会 きょうから熊野

R3.12.1 中国新聞 行政 広島県280万人割り込む ２０年国勢調査５県人口減５回連続

R3.12.2 中国新聞 地域

広島銀行熊野支店特殊詐欺を

防ぐ 海田署が感謝状

R3.12.9 中国新聞 地域

中学生以下への５万円給付広

島全２３市町　月内開始 16-18歳　来月以降が大半

R3.12.15 中国新聞 議会 熊野町開会　４議案可決

R3.12.16 中国新聞 議会

議会　熊野　補正予算案など

可決

R3.12.16 朝日 行政 クーポン方式の自治ゼロ １０万円給付　年内一括は１１市町



日付 新聞名 大分類 小分類 見出し 小見出し

R3.12.16 毎日 行政 19市町が全額現金 １０万円給付方針　１０市町は一括

R3.12.16 中国新聞 行政

１８歳以下１０万円給付　広

島都市圏の市町年内一括相次

ぎ表明 クーポン支給はゼロに

R3.12.17 中国新聞 地域

呉特別支援学校高等部　熊野

高校書道部 小筆が縁　２校の生徒交流

R3.12.15 読売 行政 「年内一括　時間足りず」 １０万円給付　県内自治体対応急ぐ

R3.12.14 中国新聞 行政 現金一括戸惑う自治体 広島県内　変更「間に合わない」

R3.12.22 中国新聞 地域 熊野唯一の酒蔵に新杜氏 後継者難の馬上酒造場　Ｕターンの村上さん「大号令」の醸造再開

R3.12.26 中国新聞 地域 民家全焼１遺体 広島県熊野

R3.12.27 中国新聞 地域 世羅男子　歴史刻む熱走 昭和・平成・令和　３元号で連覇　6区　花岡慶次


