
年月日 掲載新聞 朝刊・夕刊 掲載頁 記事タイトル（見出し） 備考 通号

2011.4.5 朝日新聞 - 23 キノコ栽培　北島良信さん先端工場でニョキッ 産業 43

2011.4.5 西日本新聞 朝 － 東北の「道の駅」を応援　津波で４駅被害大木で慈善イベント 社会 44

2011.4.7 西日本新聞 - 21 東日本大震災救援募金　大木町 社会 45

2011.4.13 西日本新聞 朝 － DV防止へ情報共有化　筑後署と管内３自治体 社会 46

2011.4.14 西日本新聞 - 21 本とあそぼう　全国訪問おはなし隊 文化　【図書館】 47

2011.4.16 西日本新聞 朝 － 立候補予定者がきょう公開討論　１９日告示、大木町議選 社会　政治 48

2011.4.16 西日本新聞 朝 13 若手相アイガモ農家講演 産業 49

2011.4.16 読売新聞 朝 かわら版 「堀再生」人と水考える 環境 50

2011.4.17 西日本新聞 朝 22 大木町議選　町政の課題、公約披露　立候補予定者が公開討論 政治 51

2011.4.19 西日本新聞 朝 24 容器ごみメーカー処理「法制化を」署名３万３０００人突破 環境 52

2011.4.19 西日本新聞 - 24 大木町議選も無投票の公算 政治 53

2011.4 朝日新聞 朝 31 定数１３大木町議選20年ぶり無投票か 政治 53

2011.4.20 西日本新聞 - 24 大木町議２０年ぶり無投票 政治 54

2011.4.20 毎日新聞 朝 17 大木町議選も無投票 政治 54

2011.4.20 朝日新聞 朝 31 大木町議選は20年ぶり無投票 政治 54

2011.4.20 読売新聞 - － 大木町議選無投票当選 政治 54

2011.4.20 西日本新聞 朝 26 町議選無投票当選者 政治 54

2011.4.20 西日本新聞 - 12 故松永伍一さん活動の原点　筑後時代の資料まとめる 文化 55

2011.4.28 毎日新聞 - 20 松永伍一の世界　詩の朗読とギター演奏 文化　【図書館】 56

2011.4.30 読売新聞 朝 かわら版 地域防犯　決意の始動 社会 57

2011.5.7 西日本新聞 - 23 離乳食への疑問を解消　牟田八重子さん 子育て 58

2011.5.10 読売新聞 - － リユースプラザ開所　不用品引き取り格安販売 環境 59

2011.5.12 － - 23 東日本大震災チャリティー・歌謡喜久の会「歌の集い」 文化 60

2011.5.13 朝日新聞 朝 － 飲食業者警備業者猟銃所持者　暴排へ異業種スクラム 社会 61

2011.5.13 西日本新聞 朝 － 筑後署管内　暴排ネット発足 社会 62



年月日 掲載新聞 朝刊・夕刊 掲載頁 記事タイトル（見出し） 備考 通号

2011.5.13 読売新聞 朝 － 暴排へ猟友会など連携 社会 63

2011.5.14 朝日新聞 - 28 水草・貝育成　水質浄化 環境 64

2011.5.18 朝日新聞 - 29 私の不用品必要な人に「もったいない」宣言大木町 環境 65

2011.5.20 毎日新聞 - 19 再利用でごみゼロ　大木町プラザ「くるくる」開設 環境 66

2011.5.24 西日本新聞 朝 20 中ノ森、徳永両氏が議長選に立候補表明 政治 67

2011.5.25 西日本新聞 朝 27 議長に中ノ森氏副議長は中島氏 政治 68

2011.5.25 西日本新聞 朝 24 議会　大木町(24日) 政治 68

2011.6.3 西日本新聞 - 22 通勤、公務は自転車で全職員で「エコ伝」競争 環境　行政 69

2011.6.4 読売新聞 朝 かわら版 命への感謝　詩と絵画展　大木町の山北直利さん 文化 70

2011.6.5 西日本新聞 朝 28 ２学期制３学期制どっちがいい？試行錯誤の市長教委 教育 71

2011.6.7 西日本新聞 朝 22 傍聴身近になったけど　チェック議会１２市町比べてみると 政治 72

2011.6.9 朝日新聞 朝 29 エコ通勤競え”九州踏破”大木町職員、目標距離は新幹線 環境　行政 73

2011.6.15 西日本新聞 朝 24 議会　 政治 74

2011.6.15 日本経済新聞 朝 35 家庭の紙おむつリサイクル 環境 75

2011.6.15 朝日新聞 朝 35 循環型社会へ条例案　大木町ごみ減量義務づけ 環境 76

2011.6.17 西日本新聞 朝 25 手織掛川技術保持者　深野キヌ子さん 文化 77

2011.6.20 読売新聞 朝 27 西部地区体育館バレー　大木が準優勝 文化　スポーツ 78

2011.6.20 西日本新聞 朝 24 久留米市・青少年バレー大木ジュニア準優勝 文化　スポーツ 79

2011.6.23 朝日新聞 朝 － 再利用条例を制定「ごみゼロ宣言」反映 環境 80

2011.6.23 西日本新聞 朝 － 紙おむつリサイクル条例　分別収集→建材・燃料に 環境 81

2011.7.1 西日本新聞 - － アスパラやシメジ狩り取れ立ての味を楽しもう　天然温泉大木の湯アクアス 産業－環境 82

2011.7.2 読売新聞 朝 かわら版 色切り絵独自の世界　創作と指導４０年 文化　【図書館】 83

2011.7.2 読売新聞 朝 かわら版 大木町　早朝ウォーク 文化　観光 84

2011.7.2 読売新聞 朝 かわら版 「ジャガイモおいしいよ」大木町の児童「おっちゃん」と育て、販売 産業　教育 85

2011.7.3 西日本新聞 朝 24 クリークと田園守れ　大木町で景観調査　県建築士会 環境 86
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2011.7.5 西日本新聞 朝 20 水田にアイガモ放鳥　大木町木佐木小５年生４９人安全な米作り学ぶ 産業　環境　教育 87

2011.7.17 朝日新聞 - 27 小学校の窓ガラス割れる 社会 88

2011.7.17 西日本新聞 - 24 大木町の小学校で窓ガラス割られる 社会 88

2011.7.17 毎日新聞 - 19 小学校の窓ガラス割られる 社会 88

2011.7.17 読売新聞 - 27 大溝小の窓ガラス割られる 社会 88

2011.8.8 読売新聞 朝 － 安全な地域構築へ協力誓う　大川、筑後、大木合同で暴追大会 社会 89

2011.8.12 西日本新聞 朝 － めぇー神父の下幸せのスタート　道の駅おおきで披露宴 社会 90

2011.8.20 毎日新聞 朝 23 中村医師アフガンの今を語る　「水源確保」など活動報告 社会 91

2011.8.24 西日本新聞 朝 23 我流で陸上県大会１００メートル連覇　大木町の木室雄貴君（１２） 文化　スポーツ 92

2011.8.25 西日本新聞 朝 27 映画「アイコンタクトもうひとつのなでしこジャパン」上映会 文化　【図書館】 93

2011.8.25 西日本新聞 朝 27 道の駅おおき　土曜夜会 文化　観光 93

2011.8.27 毎日新聞 朝 19 道の駅おおき土曜夜会　こっぽーっとシネマ「アイ・コンタクト」 文化　観光 94

2011.9.3 西日本新聞 朝 29 県展１４０６点が入賞・入選　県立美術館６日から展示 文化 95

2011.9.4 朝日新聞 朝 27 ごみ減らす実践・助言　大木町の「あ～すくらぶ」会長　荒木フサエさん 環境 96

2011.9.7 朝日新聞 朝 31 大木町の紙おむつ再資源化　回収箱費用５社支援 環境 97

2011.9.8 読売新聞 朝 30 県展入選者 文化 98

2011.9.9 朝日新聞 朝 31 太陽光発電・ＬＥＤ電球化など　大木町庁舎、省エネ予算案 環境　行政 99

2011.9.9 朝日新聞 朝 31 大木町庁舎、省エネ予算案 環境　行政 100

2011.9.9 西日本新聞 - － 議会　大木町（８日開会) 社会　政治 101

2011.9.10 読売新聞 朝 かわら版 ふるさと大莞まつり　みこし、太鼓、ソーラン踊り・・・ 文化 102

2011.9.10 読売新聞 朝 35 大木町エコ庁舎に　ＬＥＤ灯に交換、太陽光発電設置 環境　行政 103

2011.9.10 読売新聞 朝 かわら版 大木中生徒らクリーン作戦 環境 104

2011.9.14 西日本新聞 朝 29 １００歳以上県内２１９０人　過去最多更新最高齢は109歳 社会 105

2011.9.16 西日本新聞 朝 ぽしぇっと 「堀のまちを歩いて」来月２日、さるこいフェスタ 文化　観光 106

2011.9.17 読売新聞 朝 かわら版 秋の大木町　ヒシの実狩り 産業　観光 107
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2011.9.17 読売新聞 朝 － 西日本鉄道創立記念　第１９回みんなのバス・電車絵画コンクール 文化 108

2011.9.19 西日本新聞 朝 22 大木町の手作りゆるキャラ「さるこいちゃん」じわり人気 文化　観光 109

2011.9.22 毎日新聞 朝 23 大木町庁舎　LED照明器具や太陽光発電導入 環境　行政 110

2011.9.23 西日本新聞 朝 26 議会　大木町(２２日閉会) 社会　政治 111

2011.9.24 読売新聞 朝 かわら版 手作りドレッシング試食会 産業　観光 112

2011.9.24 読売新聞 朝 かわら版 歩いて満腹大木町デー　さるこいフェスタ、来月２月 文化　観光 113

2011.9.29 西日本新聞 朝 29 布と木の質感個性に　手づくりバッグ「Ｔａｍａｋｏ　ｂｏｘ」大木町笹渕 産業 114

2011.10.1 西日本新聞 夕 1 大木町の完全無添加なたね油 産業 115

2011.10.1 朝日新聞 朝 35 青鉛筆　【紙おむつリサイクル】 環境 116

2011.10.1 毎日新聞 夕 7 福岡・大木町きょうから紙おむつも「もったいない」 環境 117

2011.10.5 西日本新聞 朝 28 「高齢社会」「環境」に優しい町へ　建築用外壁材に再生 環境 118

2011.10.5 読売新聞 朝 26 いいとこ取りの酒米開発　壽限無　倒れにくく髙収量 産業 119

2011.10.9 西日本新聞 朝 28 ６年ぶりクリークに秋の主役　ヒシ復活 産業　環境 120

2011.10.12 西日本新聞 朝 29 大木町から五輪選手を　大木アスレチッククラブ代表 文化　スポーツ 121

2011.10.13 読売新聞 朝 31 民主の２年辛口評価　筑後１２市町首長 社会　政治 122

2011.10.13 読売新聞 朝 30 ヒシ狩りと天然温泉ツアー 産業　観光 123

2011.10.16 西日本新聞 朝 26 ６年ぶりヒシの実狩り　大木町上八院地区 産業 124

2011.10.28 毎日新聞 朝 9 ヒシを栽培収穫祭も　木佐木小学校 産業　環境　教育 125

2011.10.29 西日本新聞 朝 31 失敗しない家づくりを　山口雅克さん 社会 126

2011.11.3 毎日新聞 朝 19 秋叙勲県内から１１８人受章 社会 127

2011.11.3 朝日新聞 朝 13 秋の叙勲県内１１８人 社会 128

2011.11.3 読売新聞 朝 28 秋の叙勲県内から１１８人　 文化 129

2011.11.3 西日本新聞 朝 26 さるこいちゃんタオル完成　６日、健康チャレンジウオーキング 文化　観光 130

2011.11.5 朝日新聞 朝 30 わらこづみ復活　大木で有機農業学ぶ中国人 産業 131

2011.11.11 西日本新聞 朝 27 イチゴ茎のように髪の毛伸びるかな　エキス配合し美溶液 産業 132
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2011.11.15 朝日新聞 朝 18 みんなでつくろう！ごみゼロの循環型社会 環境 133

2011.11.16 西日本新聞 朝 － 容器包装ごみ「企業に処理責任を」大川、筑後市、大木町あす、国に要望書 環境 134

2011.11.18 朝日新聞 - 35 脱原発の生活考える講演会 環境 135

2011.11.18 西日本新聞 朝 29 容器ごみ企業が処理を　国に法制化を要望 環境 136

2011.12.1 西日本新聞 朝 27 小学算数、中学国語・数学　地域の差縮まる 教育 137

2011.12.10 西日本新聞 朝 28 大木町　議会 社会　政治 138

2011.12.10 西日本新聞 朝 29 大木町の大莞小に乗用芝刈り機寄贈　おーレック 社会　教育 139

2011.12.15 西日本新聞 朝 25 地元素材と無添加で子連れママに人気のパン店　ニコパン(大木町横溝) 産業 140

2011.12.18 西日本新聞 朝 28 「イチゴ狩り」プレオープン 産業　観光 141

2011.12.19 読売新聞 朝 31 あまおうピチピチ　大木・収穫ピーク 産業　観光 142

2012.1.4 西日本新聞 朝 20 大木町にサル　注意呼び掛け 社会 143

2012.1.4 朝日新聞 朝 31 サルが線路内などに出没 社会 143

2012.1.4 西日本新聞 朝 20 復興の祈り　竜よ天へ　大木町村石さん墨絵展示 文化 144

2012.1.19 西日本新聞 朝 23 劇団風の子公演「おはなしちんどん」 文化　【図書館】 145

2012.1.21 西日本新聞 朝 － 西日本書き方大会　学校賞優勝の３校表彰 文化　教育 146

2012.1.27 朝日新聞 朝 27 大木町役場　省エネ化 環境　行政 147

2012.1.29 西日本新聞 朝 35 ごみ資源化で未来を開く　まちづくりの中核に 環境　行政 148

2012.1.30 読売新聞 朝 25 大木町民綱引大会　前牟田東A一般男子V 文化　スポーツ 149

2012.2.1 西日本新聞 朝 － 大木町民綱引大会　前牟田東子供会A(小学生)制す 文化　スポーツ 150

2012.2.4 読売新聞 朝 かわら版 おしゃれグルメさるこいウオーキング参加者 文化　観光 151

2012.2.5 西日本新聞 朝 － 木佐木小６年　泥まみれで「堀干し」 環境　教育 152

2012.2.7 西日本新聞 朝 － 読書リーダーに認定　大木町の小中学生 文化　【図書館】 153

2012.2.11 読売新聞 朝 かわら版 私の新作　佐藤英代さん(大木町横溝) 文化 154

2012.2.15 読売新聞 朝 29 インド支援１７年現地訪問　大木町の冨安さんら奨学金や学校建設 文化　国際 155

2012.2.25 読売新聞 朝 かわら版 石臼で粉ひき　昔の遊びと暮らし子らに伝える 文化　歴史 156



年月日 掲載新聞 朝刊・夕刊 掲載頁 記事タイトル（見出し） 備考 通号

2012.2.26 西日本新聞 朝 32 「大木町の景観」とは　町議会と建築士会ワークショップ開催 環境　 157

2012.2.29 朝日新聞 朝 35 ヒシの実ひな人形に　大木の的場さん、作り続け60年 文化　環境 158

2012.3.3 読売新聞 朝 かわら版 幸多かれヒシの実ひな人形 文化　観光 159

2012.3.4 朝日新聞 朝 33 掘割防災にも一役 環境 160

2012.3.4 西日本新聞 朝 26 大木町議会の「景観ワークショップ」協働でまちづくりを 環境　 161

2012.3.6 西日本新聞 朝 22 藍染め表現極めて　松枝さんの絣作品展示 文化 162

2012.3.6 朝日新聞 朝 33 遊休農地に花　大木町が計画　新年度予算案 環境　行政 163

2012.3.6 西日本新聞 朝 22 新年度予算案４７億円　普通建設事業費４０％増 社会　行政 164

2012.3.6 西日本新聞 朝 23 地域の「堀」機能再確認　再生目指シンポジウム「泥上げ」復活探る 環境 165

2012.3.24 西日本新聞 朝 30 大木町副町長に玉原氏選任 社会　政治 166


