
日付 新聞名 大分類 小分類 見出し 小見出し

R4.1.1 中国新聞 議会 議員報酬「適切」５割 県内4.5倍の開き　兼業避けられない/子育て世代厳しい

R4.1.3 朝日新聞 感染症 コロナ 新規感染計79人　オミクロン１人 新型コロナ　1.2日で

R4.1.3 中国新聞 感染症 コロナ 広島県　初の市中感染か オミクロン株　12月発表の１０代　新型コロナ感染広島県内で58人　広島市でクラスター

R4.1.3 毎日新聞 感染症 コロナ 1.2日で新たに79人 広島でクラスター

R4.1.5 朝日新聞 感染症 コロナ 県内新たに109人感染 ＰＣＲ検査　５倍以上に　新型コロナ

R4.1.5 中国新聞 地域 世羅の選手　力走に涙 介護職　住川　昌満　世羅高校　花岡選手

R4.1.5 中国新聞 感染症 コロナ 国内コロナ感染1268人「第6波」懸念強まる 広島県感染は109人　岩国基地に対策強化要請

R4.1.5 毎日新聞 感染症 コロナ 新規感染109人オミクロン23人に 新型コロナ

R4.1.7 読売新聞 感染症 コロナ まん延防止５市町適用国に要請 広島、廿日市、大竹市、海田、府中町

R4.1.9 朝日新聞 地域 筆 「和気動」特大筆走る 「動」の字を書き上げた北谷翠峰さん

R4.1.9 中国新聞 地域 筆 穏やかな世願い　力強く 広島でウルトラ書きぞめ

R4.1.13 中国新聞 地域 小学校 筆の町　通学路に座右の銘 熊野第一小６年　１００人、3月まで展示

R4.1.14 中国新聞 感染症 広島きょうから全県対象 まん延防止31日まで

R4.1.27 中国新聞 感染症 広島県の高齢者3回目の接種開始 月内17市町　来月6市町

R4.1.28 朝日新聞 感染症 コロナ 高齢者３回目接種準備バタバタ 相次ぐ見直し

R4.1.29 朝日新聞 議会 選挙 現金受領35人「起訴相当」 河井夫妻事件　県議ら　検審議決

R4.1.29 朝日新聞 議会 選挙 議員ら現金受領けじめは 河井夫妻次元　検審「起訴相当」３５人

R4.1.29 中国新聞 議会 選挙 河井夫妻事件　検審が議決　広島県議ら３５人「起訴相当」 被買収「重大な違法行為」

R4.1.29 中国新聞 議会 選挙 被買収者35人「起訴相当」現職議員　静観の構え 起訴に現実味動揺も　一部は法廷闘争示唆

R4.1.29 毎日新聞 議会 選挙 河井夫妻選挙違反　現金受領疑い　広島県議ら35人　起訴相当 検察審

R4.2.1 中国新聞 議会 選挙 被買収の政治家戸惑い・諦め 法廷闘争/有罪受け入れ失職　悩む進退　対応割れる

R4.2.5 中国新聞 議会 選挙 広島県議複数　辞職の見方 「起訴相当」近く最終判断

R4.2.6 朝日新聞 議会 選挙 議員辞職ドミノ？ 河井元法相ら買収事件「起訴相当」

R4.2.11 中国新聞 議会 選挙 「起訴相当」辞職ドミノ 新たに広島３県議　平本英・岡崎・下原氏

R4.2.13 朝日新聞 議会 選挙 河井事件現金受領議員「起訴相当」 辞職ドミノ打算と思惑　表明　地検処分ににらみ



R4.2.15 中国新聞 議会 選挙 ６県議、検察判断待つ 議会登頂「起訴相当」に姿勢示す

R4.2.27 中国新聞 議会 選挙 広島県議ら一転立件検討 河井夫妻事件大半略式起訴か

R4.3.2 中国新聞 行政 熊野町は3.5％増92億円 22年度予算案　道路や防災施設整備

R4.3.2 中国新聞 感染症 コロナ 高齢者接種率５割超 県内3回目23市町でばらつき

R4.3.3 朝日新聞 感染症 コロナ 子のワクチン悩む保護者 ５~11歳向け接種　県内でも開始

R4.3.3 中国新聞 地域 熊野で民家全焼

R4.3.4 中国新聞 感染症 コロナ 5~11歳接種　月内開始 県内市町　個別対応が中心

R4.3.8 中国新聞 議会 選挙 タブレット端末町議会に導入へ 熊野

R4.3.8 産経新聞 議会 選挙 広島県議ら34人　あすにも起訴 参院選買収事件　検審議決で一転

R4.3.10 中国新聞 議会 選挙 「起訴相当」5人辞職・失職へ 広島県議・広島市議ら

R4.3.12 中国新聞 議会 選挙 「起訴相当」４県議辞職へ 広島元議長奥原氏ら　広島市議1人も

R4.3.12 中国新聞 議会 選挙 「辞職ドミノ」県議８人 広島　起訴なら辞職勧告も

R4.3.12 中国新聞 議会 選挙 辞職の広島４県議一問一答

R4.3.12 中国新聞 地域 防災 広島県消防団員５年で１４００人減 「負担感」や関係希薄響く

R4.3.15 中国新聞 議会 選挙 「被買収」34人一転起訴 広島県議ら25人略式

R4.3.15 中国新聞 議会 選挙 否認９人法廷闘争へ 「なぜ今」視線冷ややか

R4.3.15 中国新聞 議会 選挙 民意の議決　検察翻意 巨悪優先に疑念

R4.3.16 中国新聞 観光 筆の里工房「鬼と幸福」題材書画たどる 熊野の筆の里工房で企画展

R4.3.16 中国新聞 議会 選挙 略式起訴２０人　容疑認め辞職「不信招いた」 「被買収」広島の議員ら

R4.3.16 中国新聞 議会 選挙 4県議の辞職願を許可 「被買収」34人一転起訴

R4.3.16 朝日新聞 議会 選挙 県内政界　広がる混乱 異例の大量起訴　県議4人が辞職

R4.3.17 中国新聞 行政 防災 砂防ダムの水路が完成　住民向け報告会 熊野の「大原ハイツ」そば

R4.3.17 読売新聞 行政 防災 砂防工事が完了　犠牲者に黙とう 熊野・川角地区

R4.3.21 中国新聞 観光 筆の里工房電球１万８０００千個　広場飾る 「筆の里工房」南　イルミ24日まで

R4.3.22 読売新聞 行政 筆 筆文化の発展へ安田女子大連携 熊野町と協定

R4.3.23 中国新聞 行政 筆 筆や書を生かしたまちづくりへ 熊野町と安田女子大協定



R4.3.29 中国新聞 感染症 コロナ 高齢者３回接種81.9％ 広島県内18歳～64歳は３割

R4.3.29 中国新聞 行政 防災 消防団員報酬１５市町で増へ 広島県内　災害多発に備え

R4.3.30 中国新聞 議会 選挙 元広島県議ら罰金命令 県内各簡裁　略式起訴の12人

R4.4.2 中国新聞 議会 選挙 元広島県議らに罰金 略式起訴　２５人命令出そろう

R4.4.7 中国新聞 行政 防災 防災センター新館　完成 熊野西　ペット専用避難場所設置

R4.4.13 中国新聞 産業 筆 熊野筆の博雲堂マフラー洗浄液 メークブラシの汚れ落とす技術応用

R4.4.17 中国新聞 行政 選挙 中国地方衆院区割り改正案 広島　新4区の候補者調整焦点

R4.4.20 中国新聞 交通 広電、阿戸線バス撤退検討 不採算続き　９月目安　熊野町や広島市　維持の方法協議

R4.4.20 朝日新聞 防災 県内盛り土　２０カ所で問題 県、是正求める方針

R4.4.20 中国新聞 防災 大規模盛り土　不備２０カ所 熱海土石流受け広島県1514カ所点検

R4.4.21 日経新聞 産業 筆 JALコラボの美容筆 瑞穂、CAの意見反映　用途に合わせ毛質２種

R4.4.23 中国新聞 行政 熊野町インスタフォロワー増加 ５カ月で倍以上に　専門家から助言、発信改善し成果

R4.4.27 中国新聞 行政 13市町成人式警戒強める 来月上旬開催　感染者減らず

R4.4.30 中国新聞 観光 筆の里工房野村さんスケッチ　光の美 TV番組「プレバト」審査員　熊野で作品展

R4.5.2 中国新聞 地域 防災 防災や地域復興　風船飛ばし願う 熊野の豪雨被災地

R4.5.10 中国新聞 観光 筆の里工房光を描く旅人　かやぶき屋根美しく 野村重存の楽しいスケッチ①

R4.5.11 中国新聞 観光 筆の里工房光を描く旅人　反射石畳にぬくもり 野村重存の楽しいスケッチ②

R4.5.12 中国新聞 観光 筆の里工房光を描く旅人　鉛筆濃淡で粒子表現 野村重存の楽しいスケッチ③

R4.5.13 中国新聞 行政 安芸消防署　海田町内で移転へ 町営プール跡地に　老朽化27年度にも

R4.5.13 中国新聞 観光 筆の里工房光を描く旅人　命の輝き　多彩な色で 野村重存の楽しいスケッチ④

R4.5.14 中国新聞 観光 筆の里工房光を描く旅人　臨場感ある創作空間 野村重存の楽しいスケッチ⑤

R4.5.14 中国新聞 教育 ネットの適切な使い方学ぶ 熊野第一小　3-6年生

R4.5.18 中国新聞 自然 熊野の植物・生き物　冊子に 自然観察会と緑花文化士冨沢さん

R4.5.23 読売新聞 文化 水彩画家・野村さん 熊野町芸術大使に

R4.5.24 中国新聞 文化 熊野町大使に野村さん 「文化芸術のまちづくり応援」

R4.5.25 中国新聞 地域 おしゃれ帽子で病の日々明るく 熊野のリボン作家　販売



R4.5.30 中国新聞 観光 筆の里工房野村重存展1万人突破 熊野　筆の里工房でセレモニー

R4.6.9 中国新聞 産業 筆 カープコラボ第２弾ブラシ 熊野筆の晃祐堂　３種類あす発売

R4.6.15 中国新聞 行政 議会 男性用トイレに汚物入れ設置 熊野町が方針

R4.6.16 中国新聞 行政 議会 熊野７議案を可決

R4.6.16 中国新聞 観光 筆 熊野町の根幹 筆文化を発信 水彩画家野村重在さん

R4.6.16 中国新聞 産業 筆 ４７CLUBこれがおすすめ 熊野筆化粧ブラシセット　心地よい肌当たり５種

R4.6.19 中国新聞 観光 熊野町インスタフォロワー増加 ５カ月で倍以上に　専門家から助言、発信改善し成果

R4.6.21 毎日新聞 地域 核兵器人間の手で解体を 今年度から体験証言者　脇桝さんが初講話

R4.6.23 中国新聞 地域 人文字で「絆」アピール 文化祭　熊野高生330人が表現

R4.6.24 中国新聞 観光 筆の里隣地整備　本格化 熊野町、２８年度完了方針

R4.6.25 中国新聞 防災 西日本豪雨義援金の募集月内終了 総額１００億円超　広島県「生活再建進む」

R4.6.25 中国新聞 教育 ８３チーム対戦決定 来月９日から高校野球広島大会

R4.6.25 中国新聞 防災 防災テーマに意見交換 知事と熊野町長　地域の負担軽減

R4.6.25 中国新聞 観光 筆の里工房野村重存展２万人達成 熊野　筆の里工房でセレモニー

R4.6.26 中国新聞 防災 ペット守る避難学ぶ 早めの行動やしつけ重要

R4.6.28 中国新聞 防災 西日本豪雨犠牲者二度と　この一心で 継承　広島県熊野町川角

R4.6.30 中国新聞 産業 筆 大創産業が中四国初出店 広島・八丁堀に新業態の生活雑貨

R4.6.30 毎日新聞 地域 初の作品展を筆の駅で開催 寺小屋きのねっこ

R4.7.1 中国新聞 防災 西日本豪雨防災・復興誓い新たに 西日本豪雨４年

R4.7.3 中国新聞 観光 筆の里工房熊野筆の歴史楽しく学んで 工房で企画展

R4.7.3 毎日新聞 産業 伝統工芸士山陰・山陽　この人　広島・最年少の熊野筆伝統工芸士實森将城さん（４７） 若手育成の環境整えたい

R4.7.4 中国新聞 防災 西日本豪雨祈り　誓い　深く 広島・山口被災地で追悼行事

R4.7.4 中国新聞 防災 西日本豪雨坂や東区　被災地で追悼行事「足りないのは家族」 地域防災への決意も

R4.7.4 中国新聞 地域 西日本豪雨西日本豪雨で家を、病気で夫を失った真備の内村さん 暗闇の中　絵手紙が結んだ仏縁

R4.7.5 中国新聞 観光 筆 伝統工芸士ら熊野筆トーク 8日筆の里工房

R4.7.6 中国新聞 防災 西日本豪雨 被災前から人口１割減　西日本豪雨きょう４年 広島県内の１２市町３５地区



R4.7.6 中国新聞 防災 西日本豪雨 最愛の家族「ずっと一緒」 ペアの指輪生きる支え

R4.7.6 中国新聞 防災 西日本豪雨 ため池防災地図作成状況に差 広島県内完了８市町災害復旧やコロナで遅れも

R4.7.6 中国新聞 産業 筆 お好みソースにはこだわり塗りはけ 熊野筆・晃祐堂×オタフク

R4.7.7 中国新聞 防災 西日本豪雨 亡き友思い防災学ぶ 呉高専の伊藤さん

R4.7.7 中国新聞 防災 西日本豪雨 二度と犠牲者出さない 防災力の強化誓う

R4.7.9 中国新聞 防災 西日本豪雨 熊野・川角地区で救助活動した消防積載車 記憶刻む車両引退へ　きょう慰霊の集いで展示

R4.7.9 日経新聞 産業 筆 お好み焼きはけに熊野筆 オタフクと晃祐堂がコラボ

R4.7.10 中国新聞 防災 西日本豪雨 防災・復興１２の命に誓う 広島県・熊野町　被災の団地で集い

R4.7.11 中国新聞 議会 選挙 政治とカネ　逆風限定的 自民現職の宮沢さん３選

R4.7.20 中国新聞 行政 全１万６００世帯へ7800円分クーポン 熊野町、経営や家計支援

R4.7.22 中国新聞 教育 防災 落語やクイズ防災を学ぼう 熊野で26日

R4.7.22 中国新聞 観光 筆の里工房 工藤ノリコ絵本作家２０周年記念 ノラネコぐんだん展

R4.7.30 中国新聞 産業 筆 スタンダードプロダクツ広島八丁堀店 生活雑貨を廉価で高級感

R4.7.30 中国新聞 産業 筆 四川省に広島産品展示場 県が開設　ソースや化粧筆など３０点

R4.8.5 中国新聞 教育 小学校 学校運営　地域ぐるみで 熊野　住民交え方策話し合い

R4.8.6 中国新聞 観光 筆の里工房やんちゃ野良猫絵本の原画展示 筆の里工房きょうから

R4.8.12 中国新聞 観光 筆の里工房ノラネコぐんだん展　 筆の里工房　９月２５日（日）

R4.8.22 中国新聞 地域 手話の広島弁今昔を一冊に 県ろうあ連盟「歴史も見えてくる」

R4.8.22 中国新聞 地域 ヤングスポット（投稿） 筆の町　誇りに感じる

R4.8.27 中国新聞 観光 筆の里工房「ノラネコ展」来場者１万人 熊野の筆の里工房

R4.8.27 中国新聞 地域 熊野の旬並べ朝市１周年 住民ら毎週土曜日広島市東区のホテル

R4.9.1 中国新聞 交通 広電が9月末撤退の阿戸線バス 朝日交通10月から運行

R4.9.9 中国新聞 産業 筆 書家ら19人愛用特注筆 熊野で５０本

R4.9.10 毎日新聞 産業 筆 高名書家ら愛用の筆、ラベル きょうから筆の駅で企画展

R4.9.11 読売新聞 産業 筆 一流書家の筆同一商品展示 熊野のギャラリー

R4.9.13 中国新聞 地域 ７０代入居者が殺人未遂疑い 広島県熊野の施設



R4.9.14 中国新聞 議会 熊野　開会し一般質問

R4.9.14 読売新聞 地域 高齢者施設で７９歳が殺人未遂 熊野、容疑で逮捕

R4.9.16 中国新聞 観光 熊野の観光スポットPRへ 「銘花・銘木」に４件　商工会有志

R4.9.16 中国新聞 議会 教団関連18万円伊藤県議が返還 広島　政活費で支出

R4.9.21 中国新聞 防災 防災 避難対象193万人実施わずか0.1％ 台風１４号で広島県内

R4.9.22 中国新聞 感染症 コロナ 13市町　月内接種開始 オミクロン対応　竹原市スタート

R4.9.23 中国新聞 地域 高等学校 地元クーポン店熊野高生がPR 町が協力依頼インスタで２０店紹介

R4.9.23 中国新聞 議会 広島県議会　伊藤真由美氏 新動物愛護センターの取り組み

R4.9.29 中国新聞 地域 「中国残留婦人」苦難の半生 千島寛さん　写真集刊行

R4.10.4 中国新聞 議会 選挙 広島県議３人引退へ 来春選挙　８割立候補意向

R4.10.5 中国新聞 観光 筆の里工房禅を広める水墨画や書 「だるまさんといっしょ」開幕

R4.10.6 中国新聞 観光 筆の里工房達磨知ってる？講演や画家実演 熊野で１０日シンポ

R4.10.8 中国新聞 議会 選挙 統一選中国５県３３選挙 来春広島市はダブル選

R4.10.19 中国新聞 感染症 コロナ 広島14市町月内開始 コロナBA・５ワクチン接種

R4.10.19 中国新聞 観光 筆の里工房だるまさんといっしょ① 白隠慧鶴「達磨」

R4.10.20 中国新聞 観光 筆の里工房だるまさんといっしょ② 仙厓義梵「獅子舞」

R4.10.21 中国新聞 観光 筆の里工房だるまさんといっしょ③ 白隠慧鶴「隻手布袋」

R4.10.22 中国新聞 地域 刻字や人形個性きらり 熊野　町民13人の力作展　県信熊野店

R4.10.25 中国新聞 観光 筆の里工房だるまさんといっしょ④ 東嶺圓慈「円相」

R4.10.26 中国新聞 観光 筆の里工房だるまさんといっしょ⑤ 慈雲飲光「日々是好日」

R4.10.28 中国新聞 地域 枝豆用黒大豆収穫がピーク 熊野

R4.10.28 中国新聞 感染症 西日本豪雨義援金101億7000万円 西日本豪雨　全国から広島への支援

R4.10.31 中国新聞 国際 サミット 世界に伝えたい広島　読者の意見は？ 持ち帰ってほしい品　第1位熊野筆

R4.11.1 中国新聞 観光 筆の里工房ゆるかわいい「禅画」集う だるまさんといっしょ

R4.11.2 中国新聞 産業 筆 黄綬　筆会社竹宝堂会長 竹森　鉄舟さん（９０）化粧筆作り草分け

R4.11.2 中国新聞 教育 小学校 熊野筆PR児童アイデア 第3小で授業SNSで世界に発信へ



R4.11.4 中国新聞 行政 水道基本料金２カ月分免除へ 熊野町　物価高騰対策

R4.11.9 中国新聞 地域 賃貸業法違反の疑い

R4.11.11 中国新聞 感染症 コロナ 乳幼児接種順次始まる 広島県内　月内にも全市町

R4.11.13 中国新聞SELECT地域 小学校 熊野筆PR　児童アイデア 第3小

R4.11.17 中国新聞 産業 筆 伝統工芸功労者広島・岡山の５人 中国経産省で表彰式

R4.11.17 中国新聞 文化 筆の里工房感謝の絵手紙大賞に４作品 全国から７７０１点

R4.11.27 中国新聞 観光 筆の里工房絵手紙に感謝の言葉 熊野　筆の里工房で優秀作品展

R4.12.1 中国新聞 行政 介護保険料を４２人分誤徴収 熊野町17～21年度

R4.12.2 中国新聞 行政 「安心な水適切料金で」 広島県と14市町　企業団設立

R4.12.6 毎日新聞 行政 県と１４市町　水道事業統合 来年４月　業務開始、コスト削減へ

R4.12.10 中国新聞 地域 ニシキゴイに総理大臣賞 国際品評会　熊野の小田原さん所有

R4.12.13 中国新聞 行政 子ども通院費助成拡大 熊野町23年４月　中学卒業までに

R4.12.14 中国新聞 議会 熊野は開会一般質問開始

R4.12.16 中国新聞 地域 生徒のデザインバス彩る 熊野高２年大脇さんの図案　阿戸線に採用

R4.12.27 中国新聞 地域 くらし・こだま「落とし物届く」 広島県熊野町

R5.1.4 朝日新聞 議会 選挙 4月に統一地方選挙　今年の選挙 ９日と23日が投票日

R5.1.6 中国新聞 議会 選挙 中国地方の今年の選挙 議員選熊野町（定数１４）

R5.1.8 中国新聞 産業 筆 明るい年　願い込め大書 中区　最大の熊野筆で書き初め

R5.1.12 中国新聞 行政 トンネル工事で？井戸に異変 熊野町平谷地区水枯れなど５５ヵ所

R5.1.16 毎日新聞 議会 選挙 ６市町で首長選 ４月に統一地方選　県議と７市町議

R5.1.18 中国新聞 産業 荻野工業（広島県熊野町） 高い技術力EV対応も

R5.1.19 中国新聞 産業 安芸地区の特産品集合 府中で21日交流まつり

R5.1.20 中国新聞 行政 「汚物入れ」男性トイレにも 広島県内自治体庁舎に設置広がる

R5.1.21 中国新聞 地域 低用量のピル　生理につらさ軽く 豊田レディースクリニック（広島県熊野町）

R5.1.25 中国新聞 産業 筆 「インスタ映え」筆題材に投稿 熊野町が募集

R5.1.28 中国新聞 地域 児童のモットー書を掲示 熊野第一小の周辺１１ヵ所



R5.1.27 中国新聞 行政 阿戸線利用増へ熊野でマルシェ 29日　蜂蜜や衣料販売


