
五十音順

日にち 新聞名 面 見出し(4月8日～4月14日分) 地域

8 朝日新聞 27 東京と行き来　戸惑う人　７都府県に緊急事態宣言 県全域

8 宇部日報 1 一人一人が意識高めて　国の緊急事態宣言で村岡知事 県全域

8 宇部日報 1 県内感染１６人に　周南地域で３人確認 県全域

8 宇部日報 1 マスク姿でも元気に　小学校１４校入学式 宇部市

8 宇部日報 8 マスク１５万１０００枚届く　国から追加支給、医療機関へ 県全域

8 宇部日報 8 山口市・パンプローナ市　姉妹都市４０周年事業にも影響　生徒らの派遣は終息後に 山口市

8 宇部日報 11 市総合窓口への相談増　４月１週間で２８件、施設利用など 山陽小野田

8 宇部日報 11 小・中学校一斉に入学式　６年生の歓迎に笑顔 山陽小野田

8 中国新聞 21 来県　駅で注意喚起へ　緊急事態宣言で知事方針 県全域

8 中国新聞 26 山口でも３人 山口市

8 毎日新聞 8 ２５、２６日　赤崎神社大祭　創始１３５０年、ウイルス撲滅祈願も 山口市

8 毎日新聞 19 一刻も早い終息を願っています　看護専門学校で入学式　 下関市

8 毎日新聞 19 対象区域との往来　注意を　知事　来訪者にも協力呼び掛け 県全域

8 山口新聞 3 閉館・萩のホテル解雇従業員　市、数人迎える意向 萩市

8 山口新聞 16 コロナ閉塞感打破へ！！　２１蔵の新酒、１０１人に　 山口市

8 山口新聞 16 ６１人が第一歩　県東部高等産業　技術学校入学式 周南市

8 山口新聞 17 来県者にポスターで注意喚起　知事「意識一段と高めて」　ツイッターで情報発信も 県全域

8 山口新聞 17 終息願い「毎日が不安」　緊急事態宣言受け県民 県全域

8 読売新聞 25 医師会などにマスク１５万枚 県全域

8 読売新聞 25 「感染予防一段と」緊急事態宣言に知事 県全域

9 朝日新聞 23 県対策会議で警戒呼びかけ 県全域

9 朝日新聞 23 新学期開始　翌日休み　下関　小中学校　始業式、入学式 県全域

9 宇部日報 1 コロナ禍　乗り切れ、飲食店奮闘　持ち帰り・出前・商品開発 宇部市

9 宇部日報 2 来県者へ予防呼び掛け　空港、駅にポスター　緊急事態宣言　受けて 宇部市

9 宇部日報 8 ７都府県への訪問自粛を　県対策本部ＳＮＳで情報発信 県全域

9 宇部日報 8 休校明け、元気に登校　市内小中学校で入学式、始業式 宇部市

9 中国新聞 9 決算発表会見中止が相次ぐ　中国地方感染防止策 県全域

9 中国新聞 9 新「光高」待望の開校式　新型コロナ１５市町の小中高再開 光市

9 中国新聞 20 山陽３県　感染５５人に　今月急増　大半は経路不明 県全域

9 中国新聞 20 基地の外へ通学　自粛を　米軍岩国通知　期間具体的に示さず 岩国市

9 中国新聞 21 拡大防止　来県者にＰＲ　山口県、空港・駅にポスター 宇部市

9 中国新聞 24 光の６０代主婦感染　山口計１７人に 光市

9 毎日新聞 21 受刑者が布マスク製作　美祢の刑務所　市が小中校に１８００枚配布 美祢市

9 毎日新聞 21 マスク徹底　気持ち新た　山口市　小中校で始業・入学式 山口市

9 山口新聞 1 警戒の中、学校再開　県内　　下関など一部は再び臨時休校 山口市

9 山口新聞 1 光で1人感染　県内１７人目 光市

9 山口新聞 1 中小４５社コロナ破綻　２５都道府県、宿泊や飲食 県全域

9 山口新聞 2 「改めて危機意識を」下松市内４例目確認で市長 下松市

9 山口新聞 2 再編統合した光高に２３６人　新入生だけで開校・入学式　コロナ対策 光市

9 山口新聞 15 コロナで減少の献血協力求める 長門市

9 山口新聞 16 久々会えたけど…再び休校 県全域

9 山口新聞 17 ポスターで感染予防呼び掛け　県、利用者にチラシ配布も 宇部市

9 山口新聞 17 県、集団感染の社名公表　周南「リュウト」グループ 周南市

9 読売新聞 21 「来県自粛　働きかけて」　７都府県から　知事からメッセージ 県全域

10 朝日新聞 21 下関にマスク１万枚 中国・青島から届く　医療機関・介護施設に 下関市

10 宇部日報 1 レジにアクリル板、感染防止　新型コロナお客と従業員の安全に 宇部市

10 宇部日報 3 「まずは電話相談」　感染疑っても自宅安静を 宇部市

10 宇部日報 8 県商工会連合会が支援融資　最高１５００万円、１３日から受け付け 県全域

10 宇部日報 8 飲食店、工夫凝らし活路　持ち帰りや宅配に力 山口市

10 中国新聞 19 会員減で経営難 県内ジムも苦境　消毒徹底し営業 岩国市

10 中国新聞 19 ツイッター発信　若者へ注意喚起 県全域

10 毎日新聞 21 寄贈マスク1万５０００枚　下関市に中国・青島市や企業有志 下関市

10 毎日新聞 21 お持ち帰り　商店街注力　飲食店メニュー開発に試行錯誤 山口市

10 毎日新聞 21 新型コロナ相談１万件突破 県全域

10 山口新聞 2 観光・サービス業支援を　長門商議所が市に要望 長門市

10 山口新聞 15 サクラ、動画で楽しんで 周南市

10 山口新聞 16 コロナ一緒に乗り越えよう　青島から下関にマスク１万４００枚 下関市



10 山口新聞 17 秋芳洞など３洞休止　市民の安全、安心考慮 美祢市

11 朝日新聞 27 新型コロナ検査　相互協力を確認 県全域

11 中国新聞 21 集団感染の周南繁華街閑古鳥　持ち帰りや出前　活路探る飲食店 周南市

11 中国新聞 26 山口県職員の５０代男性感染 山口市

11 毎日新聞 21 全市民に５０００円分「応援券」　長門市が緊急経済対策 長門市

11 山口新聞 1 山口市で１人感染　県内１８人目 山口市

11 山口新聞 2 全市民に５０００円分配布　長闘市が観光・サービス業応援券 長門市

11 山口新聞 13 広島の１人 山口訪問 県全域

11 山口新聞 16 マスク持っていない人へ　地域で手作りの輪広がる 周南市

11 山口新聞 17 山間部へ　自動車図書館快走 岩国市

11 読売新聞 20 美祢市長選一騎打ちか　あす告示　チラシなどで政策ＰＲ 美祢市

11 読売新聞 23 山口の県職員感染　計１９人　岩国帰省の１０代男性も 山口市

12 朝日新聞 19 コロナ　感染相次ぐ　県職員・帰省の10代学生 県全域

12 中国新聞 19 バンダナでマスク作り 岩国市

12 中国新聞 19 １か月ぶりに子ども食堂 岩国市

12 中国新聞 22 岩国の１０代男性感染 岩国市

12 毎日新聞 21 県内１８例目　県職員三重で感染か 県全域

12 山口新聞 1 岩国で１人感染　県内１９例目 岩国市

12 山口新聞 18 動物たち元気です　徳山動物園　交流サイトで配信 周南市

12 山口新聞 19 レノファ山口　トップチーム活動自粛　監督「選手を守ることを優先」 山陽小野田

12 山口新聞 19 「県民に大変な不安」　知事、県職員感染で陳謝 県全域

12 山口新聞 19 すべての市有施設休館　感染３人目　あすから、部活動も中止 山口市

13 宇部日報 1 山口、下関、岩国で確認　新型コロナ　県内感染は２３人に 県全域

13 宇部日報 8 小・中学校あす午後から休校へ　市施設は５月１０日まで休館 山口市

13 宇部日報 11 レノファ山口、紅白戦で節目　トップチーム活動休止　 山陽小野田

※13日は宇部日報以外の他誌休刊。

14 朝日新聞 21 「こんな時こそ家で新酒を」　県酒造組合　１０１人にプレゼント 山口市

14 朝日新聞 21 岩国・下関・山口　６人感染　　知事「不要不急の県外移動自粛を」 県全域

14 宇部日報 1 宇部市内で感染者確認なら　小・中学校は休校の方針 宇部市

14 宇部日報 1 県外移動の自粛を要請　村岡知事「持ち込まない意識を」 県全域

14 宇部日報 2 小学生スポーツ教室　受け付けと開催延期　市体協 宇部市

14 宇部日報 3 「ペスト」がコロナ禍で再注目　 宇部市

14 宇部日報 8 内定取り消し相談など　新卒者をサポート、特別窓口開設 山口市

14 宇部日報 8 市内の３０歳代女性も　県の感染確認は２４人 山口市

14 宇部日報 8 公立５０小・中、再び休校　新型コロナ、健康管理の徹底を 山口市

14 宇部日報 8 国からマスク　第３弾１５万1000枚 県全域

14 中国新聞 1 山口県「県外移動控えて」　県民・企業に要請 県全域

14 中国新聞 23 岩国小中校再び休校　あすから２９日まで 岩国市

14 中国新聞 29 山口県は５人　計２４人に 県全域

14 毎日新聞 21 新たに県内６入感染　福岡県から帰省　岩国の専門学校生ら 県全域

14 毎日新聞 21 美祢市長選　現新一騎打ち 美祢市

14 山口新聞 1 岩国、下関、山口で５人感染　家族や市職員 県全域

14 山口新聞 6 下松中央ＬＣがマスク２万３８００枚　市に贈る 下松市

14 山口新聞 17 山口・岩国の県立学校　あすから再び臨時休校 県全域

14 読売新聞 25 移動自粛　知事が全国に拡大 県全域

以上


