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掲載日 掲載紙 紙面 記事見出・記事概要 件名

2013/1/1 読売新聞 27

最終盤エース激突か Ｖ争い復路がカギ [箱根駅伝] あす号砲　第89回
東京箱根間往復大学駅伝競走　山登りの5区が勝負を左右した最近の傾向が変
化し、復路まで優勝争いがもつれ込む激戦が予想される　東洋大は、2区設楽啓（3
年）ら主力のスピードで勝負　※写真、設楽啓太（東洋大3年、男衾中出身）

スポーツ（陸上）

2013/1/1 毎日新聞 28･29 代々の家訓守り地域とともに [埼玉の老舗上位50社]　藤﨑摠兵衛商店 
寄居町 清酒製造 1728年(創立年)　※11番目

経済・産業

2013/1/1 東京新聞 19 箱根駅伝あす号砲 東洋大 連覇狙う　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）
2013/1/1 埼玉新聞 16 [新春俳壇]　松本旭選　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2013/1/1 埼玉新聞 12

東洋大 連覇へ発進 箱根駅伝あす号砲　第89回東京箱根間往復大学駅伝　
駒大が優位に立ち、2連覇を狙う東洋大が追いかける図式　東洋大は主力の設楽
兄弟の兄、啓太を2区に置いた　控えに入った双子の弟、悠太は主要区間への投
入が予想される　※写真（設楽啓太選手）

スポーツ（陸上）

2013/1/1 埼玉新聞 12

〝柏原世代〟脱却がテーマ 東洋大 設楽兄弟軸に全員駅伝　〝柏原
世代〟からの脱却　2連覇を目指す東洋大のテーマは明快　大会新記録で圧勝し
た前回メンバーから4人卒業　3年生になった双子の設楽兄弟が鍵握る　前回、兄
の啓太は2区で区間2位と好走　弟の悠太は7区で区間新記録を樹立　※写真

スポーツ（陸上）

2013/1/1 スポーツニッポン 19

[駆け出す新星 1･2、3箱根駅伝] あす号砲 新エース連覇導く 〝脱・
柏原〟の核 最強ツインズ ⑤東洋大3年設楽啓太・悠太 互いに強いラ
イバル心 チーム勢い乗せる　第89回東京箱根間往復大学駅伝競走　2年連
続4度目の優勝を狙う東洋大は、今年も有力な優勝候補　設楽ツインズの啓太と悠
太（3年）が新エースとしてけん引　※写真、プロフィール

スポーツ（陸上）

2013/1/1 スポーツニッポン 19

[東洋大]　②(区)設楽啓太③(年)（武蔵越生）28分15秒90(1万㍍ベスト)　(捕)設楽

悠太③（武蔵越生）28分12秒82　[帝京大]　⑤小山司③（武蔵越生）28分46秒20　
※設楽啓太・設楽悠太（東洋大3年、男衾中出身）、小山司（帝京大3年、男衾中出
身）

スポーツ（陸上）

2013/1/1 スポーツニッポン 19
[昨年の東洋大優勝ＶＴＲ]　1区は4位だったが、2区の設楽啓が区間2位の走
りでトップに浮上　それ以降は一度も先頭を譲らず、2位駒大に9分2秒の大差をつ
けて圧勝した

スポーツ（陸上）

2013/1/3 朝日新聞 30 陸上 箱根駅伝 リード守れず 東洋大3位　（同日の読売新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2013/1/3 読売新聞 18･19

[箱根駅伝] 東洋大 往路5連覇逃す 選手故障誤算　2日の箱根駅伝往路
は、4区で2位に浮上した日体大が、東洋大との1分49秒差を逆転し往路優勝　東
洋大は、1区の田口（2年）が区間賞、2区の設楽啓（3年）は日本人トップの3位、3区
の設楽悠（3年）も区間賞とここまでは狙い通り　だが4区は予定していた今井（2年）
が前日に故障し急きょ交代せざるを得ない誤算　往路5連覇を逃す　往路成績　③
東洋大 2区23.2㌔ ②(チーム順位)設楽啓太❸(区間順位)1.10.29 3区21.5㌔ ①設
楽悠太 ❶1.04.36　⑦帝京大 5区23.4㌔ ⑦小山司 ❺1.24.09　※設楽啓太・設楽悠
太（東洋大3年、男衾中出身）、小山司（帝京大3年、男衾中出身）、写真（兄弟でタ
スキをつなぐ東洋大2区・設楽啓と3区・設楽悠）

スポーツ（陸上）

2013/1/3 毎日新聞 19 箱根駅伝 復路逆転へ意欲　（同日の読売新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2013/1/3 日本経済新聞 33 [箱根駅伝] 日体大26年ぶり往路Ｖ 東洋大、山に泣く　（同日の読売新聞
と同内容）

スポーツ（陸上）

2013/1/3 東京新聞 18 箱根駅伝 東洋大、5区で抜かれ3位　（同日の読売新聞と同内容）　※写真
（設楽悠太選手）

スポーツ（陸上）

2013/1/3 埼玉新聞 1
東洋大3位 往路Ｖ5逃す 箱根駅伝　東洋大は1区が首位でつなぐと武蔵越
生高出で設楽兄弟の兄・啓太から弟・悠太へ、2年ぶりの双子リレーでトップをキー
プ　だが、4区が差を詰められ、5区で日体大に捉えられた

スポーツ（陸上）

2013/1/3 埼玉新聞 11
箱根駅伝 双子好走 仲間に勇気 設楽兄弟　酒井監督が勝負区間と位置
付けた2、3区で快走した双子の設楽兄弟　双子が見せた好走が、復路に臨む仲間
に勇気を与える　※写真　（ほか同日の読売新聞と同内容）

スポーツ（陸上）

2013/1/3 埼玉新聞 12

深谷8強目前でまた涙 伏見工に19-23 終了間際逆転T許す [第92回
全国高校ラグビー]3回戦　全国高校ラグビー大会第4日　1日、東大阪市花園
ラグビー場　▷3回戦　伏見工（京都）23-19深谷　【深谷】FW 保泉　葛野　※保泉恭
平（深谷高3年、寄居中出身）・葛野翔太（深谷高3年、城南中出身）　（ほか同日の
毎日新聞に同様記事、朝日、読売、日経、産経、東京新聞、スポーツニッポンの各
紙に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2013/1/3 埼玉新聞 18
景気も上がれ 寄居 町民手づくりの大凧揚げ　寄居町今市の住民らでつく
る「竹とんぼの会」が1日、手作りの大凧を寄居運動公園で揚げた　15年ほど前か
らの恒例行事　※写真

地域

2013/1/3 スポーツニッポン 2 東洋大 山で負けた　（同日の読売新聞と同内容）　※写真（設楽悠太選手） スポーツ（陸上）

2013/1/4 埼玉新聞 11
お燗で心もぽかぽか [埼玉県内の酒蔵] ⑳藤﨑摠兵衛商店 技で磨き
心で醸す　※酒蔵概要・「白扇」ラベル画像、絵地図-埼玉県内の酒蔵　⑳白扇

特集

2013/1/4 埼玉新聞 12
[県内の地酒データ]　▶酒蔵の平均年齢は160歳　県内の日本酒蔵元35社　創
業から現在までの〝平均年齢〟160年余り　寄居町の藤﨑摠兵衛商店の享保13
（1728）年など、江戸時代に創業した歴史ある蔵元も多い

特集

2013/1/4 埼玉新聞 13 [蔵開き・蔵まつり情報]　【藤﨑摠兵衛商店・白扇蔵祭り】4月14日（日） 特集

2013/1/4 スポーツニッポン 2
箱根駅伝復路 連覇ならず東洋大2位　往路3位から逆転を狙った東洋大だ
が、追い上げられず　双子の設楽兄弟（3年）が残る来年に向け、酒井監督は「山
上りを主力級からつくらないといけない」と険しい表情

スポーツ（陸上）

2013/1/5 埼玉新聞 3 12月1日現在の県内市町村別推計人口　（県統計課調べ）　寄居町　世帯
数12,598　人口総数34,841　男17,257　女17,584

統計
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2013/1/5 埼玉新聞 9
[元気です] ヘビの文様石が自慢　寄居町寄居のジンギスカンさいめんで3、
4の両日、干支のヘビにちなんだ文様石を楽しむ「干支展」が開かれ、店主の工藤
信夫さん（75）らが自慢の文様石を紹介　※写真

連載コラム

2013/1/5 埼玉新聞 15 [つれづれ]　庭の大コブシ　大野順一（寄居町、66歳） 投稿

2013/1/6 東京新聞 22 [聖地巡礼]⑤ 桜に一年中会える町 寄居　「一年中桜に出会える町よりい
実行委員会」　町内各地に桜の苗木を植える活動続ける　※写真6

連載特集

2013/1/6 東京新聞 22
頭をガブ 無病息災祈る 寄居で45軒 獅子舞巡回　手作りの獅子頭とおか
めの面を使った獅子舞が寄居町三品の45軒を巡回　各家の無病息災を祈願　※
写真

地域

2013/1/6 東京新聞 22

中日写協支部後期撮影会　中日写真協会埼玉支部の2012年後期撮影会　
「命をみつめて」「生き物」をテーマに108点の応募　展示会は3月12～17日、小川
町立図書館ギャラリーで開催　主な入賞者　▷中日写真協会埼玉支部賞＝加藤松
宣（寄居町）▷協賛賞＝木島宏（寄居町）

文化・芸術

2013/1/7 埼玉新聞 4 [今週のこよみ]　13日（日）　【県内】　お正月あそび（寄居町・埼玉県立川の博物
館）

その他

2013/1/7 埼玉新聞 13
[埼玉俳壇]　星野光二選　(寄居)吉澤紀子 (評)　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)石澤無
涯 投稿

2013/1/8 朝日新聞 30 [埼玉マリオン] ●アート　♦秩父イワナと荒川水系の自然生物写実絵画展　27
日[日]まで　寄居町の県立川の博物館

イベント情報

2013/1/8 埼玉新聞(第2部) 5

[2013新春インタビュー 埼玉この人に聞く 夢開く年へ] [2013年新春
トップインタビュー]　㈱サイサン代表取締役社長　川本武彦氏　最適エネル
ギーを提供　サイサンは昨年5月にエネルギー事業部を新設　太陽光発電所（メガ
ソーラー）事業に参入　本年、寄居町と青森県六ケ所村、山口県防府市にメガソー
ラーを建設し稼働を予定

経済・産業

2013/1/9 読売新聞(夕刊) 12

パッとしない…そこが魅力 東上線 各駅小説　東武東上線の各駅を舞台に
沿線住民らの哀歓を描いた短編小説集「東上線各駅短編集」　東京都東村山市在
住の小説家曠野すぐりさん（44）が出版　小説は駅ごとに1話完結で計39編　小説と
は別に各駅の特徴をエッセー風にまとめた「駅周辺散策」も盛り込む　※写真

文化・芸術

2013/1/9 埼玉新聞 16
[ニュースクリップ] ♦寄居で住宅が半焼　7日午後11時15分ごろ、寄居町寄
居の建築業(男性)（45）方から出火　木造2階建て住宅の2階天井部分約30平方㍍
を焼いた

事件・事故

2013/1/10 埼玉新聞 10
県ジュニア卓球　卓球の県ジュニア選手権ダブルスの部　7日、上尾運動公園
体育館　▷女子ダブルス準々決勝　岡田・宮崎（伊奈学園）3-1佐藤・新井（本庄一）　
※新井鈴音（本庄第一高1年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2013/1/11 読売新聞 33 [Ｆｒｉｄａｙさいたま イベントガイド]　＊ギャラリー＊　♦秩父イワナと荒川水系
の自然生物写実絵画展　27日まで　寄居町の県立川の博物館

イベント情報

2013/1/11 埼北よみうり 1 [羽ばたけ 埼北のハタチ]　夢は横綱 日々精進　湊竜洪二さん（寄居町）　※
写真

特集

2013/1/11 埼北よみうり 2 [スポットライト]　彫刻家 豊田豊さん（76）（寄居町）　世界遺産や重文の修復も　
※写真3

連載コラム

2013/1/11 埼北よみうり 6 [エンタメ]　就職面接会　寄居町若者合同就職面接会　1月30日（水）　寄居町役
場6F大会議室

イベント情報

2013/1/11 埼玉新聞 13･14
[2013年年頭抱負] 魅力あふれる地域に 重点施策で活力向上 寄居
町　町発展のために時宜を得た政策を

特集

2013/1/12 読売新聞 29 [Ｓａｔｕｒｄａｙさいたま レジャー]　[イベント]　♦お正月あそび　13日、寄居町の
県立川の博物館

イベント情報

2013/1/12 埼玉新聞 10 [県高校新人大会] バスケットボール　11日（第1日・上尾運動公園体育館ほ
か）　【女子】▷1回戦　寄居城北71-58飯能

スポーツ（高校）

2013/1/12 埼玉新聞 15 [つれづれ]　あせない余韻　保泉尚良（寄居町、66歳） 投稿

2013/1/13 埼玉新聞 6 [県高校新人大会] バスケットボール　12日（第2日・上尾運動公園体育館ほ
か）　【女子】▷2回戦　大宮東119-49寄居城北

スポーツ（高校）

2013/1/13 埼玉新聞 16
県高校柔道　第35回全国高校選手権予選を兼ねた県高校選手権第1日　12日、
県武道館　【女子個人】　▷無差別級準決勝　桑原（埼玉栄） 優勢 杉田（児玉）　※
杉田綾音（児玉高2年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2013/1/14 埼玉新聞 5 [けやき 読者の声]　新年の誓い テーマ投稿　地域支え合いの礎を　大野順一
（66歳・寄居町）

投稿

2013/1/14 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　星野光二選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子 投稿

2013/1/14 埼玉新聞 8
県更生保護女性連 さいたまで新年会　埼玉県更生保護女性連盟の新年会
と2012年度受賞者の祝賀会　11日、さいたま市内　▷関東地方更生保護委員会委
員長感謝状　峯岸佳子（寄居）

受賞・表彰

2013/1/14 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○1-0　※初場所初日 スポーツ（大相撲）

2013/1/15 毎日新聞 24 県内各地で大雪　14日　各地の最高気温　▷寄居1.2度　県内全域で10度を下
回る厳しい寒さ

気象

2013/1/15 埼玉新聞 1
秩父で積雪14㌢　急速に発達した低気圧の影響で「成人の日」の14日、広範囲
で雪　道路にも影響　皆野寄居バイパスの寄居町末野～大塚交差点などで交通規
制

気象

2013/1/15 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や1-0　※初場所2日目 スポーツ（大相撲）
2013/1/16 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●1-1　※初場所3日目 スポーツ（大相撲）
2013/1/17 朝日新聞 29 11月に全国育樹祭 寄居と熊谷で開催　（同日の埼玉新聞と同内容） 全国育樹祭
2013/1/17 毎日新聞 22 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 【評】 投稿
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2013/1/17 産経新聞 23 全国育樹祭 11月16、17日に初開催　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真 全国育樹祭

2013/1/17 埼玉新聞 1

11月16日に「お手入れ」 第37回全国育樹祭 開催日決定 式典は17日　
県は16日、今秋開催の「第37回全国育樹祭」について、金尾山県有林（寄居町）で
行う「お手入れ行事」を11月16日、くまがやドームでの「式典行事」を翌17日に実施
と発表　59年4月5日、金尾山で第10回全国植樹祭が開かれ、昭和天皇・香淳皇后
両陛下がヒノキを植えられた　育樹祭では育ったヒノキを皇族殿下がお手入れされ
る　皇族殿下は皇太子さまが通例だが、現時点で決まっていない　※写真

全国育樹祭

2013/1/17 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や1-1　※初場所4日目 スポーツ（大相撲）
2013/1/18 読売新聞 29 [よみうり文芸] 短歌　花山多佳子選　【入選】寄居町　町田節子 投稿

2013/1/18 毎日新聞 22 [インフォメーション] 展覧会　●地図から見える世界　2月3日まで、寄居町の
県立川の博物館

イベント情報

2013/1/18 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や1-1　※初場所5日目 スポーツ（大相撲）

2013/1/18 埼玉新聞 10

[男子Ａ組] 寄居 松之木下し優勝 ミニバスNIIZACUP　ミニバスケットボー
ルのNIIZACUP2012　新座市民総合体育館　男子A組決勝で寄居が松之木バヤ
リース（八潮）を圧倒し優勝　「男子」【A組】▷aブロック　寄居67-33坂戸泉　寄居55-
34石神（新座）　①寄居　▷決勝　寄居56-15松之木バヤリース　「女子」【A組】▷aブ
ロック　寄居スパークル37-32リベルタ（入間）　大和田（新座）48-20寄居スパーク
ル　②寄居スパークル　※写真2

スポーツ（小学）

2013/1/18 埼玉新聞 12

歴史語る古今の地図 川の博物館企画展 荒川沿いの変化紹介（寄
居）　県立川の博物館で企画展「地図から見える世界」　2月3日まで　古今の地図
約20点を通じて、人々の歴史や防災の基礎情報などが読み取れる地図の世界を
紹介　※写真

文化・芸術

2013/1/19 朝日新聞 29 ヴォーカルアンサンブル　第24回県ヴォーカルアンサンブルコンテスト　18日、
久喜総合文化会館　【優良賞】寄居城北コーラス部

文化・芸術

2013/1/19 朝日新聞 29 女性の遺体遺棄 49歳男を再逮捕 傷害の疑い、県警　（同日の埼玉新聞
と同内容）

事件・事故

2013/1/19 読売新聞 33 女性遺棄事件被告 傷害容疑で再逮捕　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故
2013/1/19 毎日新聞 22 全国育樹祭 11月17日に 熊谷で県内初　（11/17埼玉新聞と同内容） 全国育樹祭

2013/1/19 毎日新聞 23 死体遺棄被告を傷害容疑再逮捕 寄居の女性、遺体で　（同日の埼玉新
聞と同内容）

事件・事故

2013/1/19 日本経済新聞 31 「全国育樹祭」を県内で11月開催 昭和天皇の植木手入れ　（11/17埼玉
新聞と同内容）

全国育樹祭

2013/1/19 産経新聞 22 傷害容疑で男再逮捕 寄居・遺棄 生前に女性の顔殴る　（同日の埼玉新
聞と同内容）

事件・事故

2013/1/19 東京新聞 24 傷害容疑で男を再逮捕 寄居の女性遺棄事件 県警、死亡の経緯捜査　
（同日の埼玉新聞と同内容）

事件・事故

2013/1/19 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●1-2　※初場所6日目 スポーツ（大相撲）

2013/1/19 埼玉新聞 17

群馬死体遺棄 知人男を再逮捕 死亡女性への傷害容疑　群馬県館林
市の駐車場に放置されたレンタカー内で昨年5月、寄居町の無職(女性)＝死亡当
時（49）＝の遺体が発見された事件　寄居署捜査本部は18日、(女性)への傷害容
疑で、住所不定、無職(男性)容疑者（49）＝死体遺棄罪などで起訴＝を再逮捕　
2011年5月11～14日ごろ、(女性)に暴行を加え傷害を負わせた疑い　容疑を否認　
(女性)は5月下旬ごろ死亡したとみられ、死因は特定されていないが、捜査本部は
容疑者が暴行を加え続けて死亡させた疑いがあるとみて調べている

事件・事故

2013/1/20 埼玉新聞 1

[話題スポット] あの日の校歌もう一度 統廃合県立高ＣＤ永久保存　統
廃合された旧県立高校26校の校歌　県教委の再編計画で09年度までに統廃合　
26校の楽譜は現存　県教育局が著作権の許諾を得た校歌から順次、音声収録に
よってCDに保存　本年度中に終了させる　表-校歌がCDに保存される旧県立高校　
寄居、川本(旧高校名)　寄居城北(再編後の高校名)

行政

2013/1/20 埼玉新聞 6

県高校柔道 女子団体 準優勝の児玉は初切符 「勝ちたい」以心伝心　
第35回全国高校選手権予選を兼ねた県高校選手権第2日　19日、県武道館　埼玉
栄に0-1で敗れたものの、児玉が決勝リーグを2勝1敗で乗り切り初の全国選手権
切符　児玉は決勝リーグ花咲徳栄戦で、1-1から大将・杉田の合わせ技一本で2勝
目　▷女子団体1回戦　児玉3-0伊奈学園　▷同準々決勝　児玉3-0鷲宮　▷同決勝
リーグ　児玉3-0西武台　児玉2-1花咲徳栄　埼玉栄1-0児玉 桑原 引き分け 杉田　
▷同最終順位　②児玉2勝1敗　※杉田綾音（児玉高2年、男衾中出身）、写真、コメ
ント

スポーツ（高校）

2013/1/20 埼玉新聞 7

埼玉のアンカー 東洋大の設楽啓 きょう都道府県駅伝　第18回全国都道
府県対抗男子駅伝（広島市平和公園前発着＝7区間48㌔）　19日、オーダー発表　
埼玉はアンカーに武蔵越生高出の設楽啓太（東洋大）　※設楽啓太（東洋大3年、
男衾中出身）

スポーツ（陸上）

2013/1/20 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や1-2　※初場所7日目 スポーツ（大相撲）

2013/1/21 読売新聞 35

埼玉駅伝 高校男子は埼玉栄圧勝　【高校男子の部】❶埼玉栄 3区11.9㎞ 
①(区間順位) 内田健太　❸武蔵越生 2区3.1㎞ ②吉田豊　❹松山 6区6.5㎞ ⑤伊
藤達矢　❿坂戸西 5区10.3㎞ ⑧大沢翔　区間賞　高校男子 3区 内田健太（埼玉
栄） 38分44秒　※内田健太（埼玉栄高2年、城南中出身）、吉田豊（武蔵越生高3
年、男衾中出身）、伊藤達矢（松山高2年、城南中出身）、大沢翔（坂戸西高2年、男
衾中出身）　（同日の埼玉新聞と一部同内容）

スポーツ（高校）

2013/1/21 埼玉新聞 4 [今週のこよみ]　26日（土）　【県内】▷かわはくでバードウォッチング（寄居町・埼
玉県立川の博物館）

その他

2013/1/21 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　星野光二選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤紀子 投稿
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2013/1/21 埼玉新聞 8

埼玉 猛追4位 都道府県駅伝　第18回全国都道府県対抗男子駅伝　20日、
広島市平和公園前発着の7区間48㌔　埼玉は2時間20分55秒で4位と健闘　アン
カーの設楽啓太（武蔵越生高出、東洋大）も区間4位と好走　※設楽啓太（東洋大3
年、男衾中出身）、写真

スポーツ（陸上）

2013/1/21 埼玉新聞 8

埼玉県駅伝　第80回埼玉県駅伝　20日、さいたま新都心駅前から熊谷スポーツ
文化公園陸上競技場　高校男子の部は埼玉栄が2年ぶり31度目の頂点　3区内田
で1位に躍り出ると、あとは後続を突き放すばかり　[総合成績]【高校男子】（6区間・
42.195㌔）①埼玉栄2時間14分35秒（湯本、安井、内田、水戸、秋山、芹沢）　[区間
最高記録]【高校男子】▷3区（11.9㌔）内田健太（埼玉栄）38分44秒 主力不在も下級
生が躍動　※内田健太（埼玉栄高2年、城南中出身）、コメント、写真

スポーツ（高校）

2013/1/21 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○2-2　※初場所8日目 スポーツ（大相撲）

2013/1/22 朝日新聞 29
寄居の企業10社 若者就職面接会 町役場で30日　寄居町内の企業10社
が参加する「寄居町若者合同就職面接会」　30日、役場6階の大会議室　7社が42
人をフルタイムで、3社が60人をパートで採用予定

経済・産業

2013/1/22 東京新聞 32

[ＴＯＫＹＯ発] 武士道に酔う 戦国居酒屋 主人も客も甲冑姿 埼玉の鉢
形城　繁華街のコンセプト居酒屋とは一味違う　鉢形城跡（埼玉県寄居町）にある
「戦国居酒屋」　甲冑を着込みまちおこしの夢語る主人を慕い、歴史マニアが訪れ
る　鉢形城の内堀と外堀の間に店を構える「ひこべえ」　※写真2、案内図、鉢形城
プロフィール

特集

2013/1/22 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●2-3　※初場所9日目 スポーツ（大相撲）
2013/1/23 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や2-3　※初場所10日目 スポーツ（大相撲）

2013/1/24 毎日新聞 22 [短歌]　■水野昌雄選　寄居・町田節子 【評】　[俳句]　■星野光二選　寄居・町
田節子 【評】　寄居・小渕美津子

投稿

2013/1/24 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】★湊竜（寄居）●2-4　※初場所11日目 スポーツ（大相撲）

2013/1/24 埼玉新聞 15

[どうなん⁉そうなん] 名曲生んだピアノ眠る 作曲家の佐々紅華 戦時
中、寄居の鉢形小に寄贈　作曲家、佐々紅華が後半生を過ごした寄居町　同
町末野の旧自然休養村センターの片隅に佐々紅華のピアノが眠る　※写真2、
佐々紅華プロフィール

地域

2013/1/25 朝日新聞 29

退職金減額前に退職の意向 教員、県内全域に 「性急すぎて問題」　
公立学校の教員らが退職金を減らされる前に相次いで辞める意向を示している問
題　県内の小中学校を年度途中の1月末で辞める教員が、県内全域に及んでいる
ことが24日わかる　市町村別　寄居　1人

行政

2013/1/25 読売新聞 31 [よみうり文芸] 短歌　花山多佳子選　【入選】寄居町　町田節子 投稿

2013/1/25 埼北よみうり 1 [叶えたい！願い]　子育てにご利益（寄居町）　高蔵寺地蔵堂の地蔵菩薩　※
写真

特集

2013/1/25 埼北よみうり 5 [節分情報]　第46回市神節分祭（寄居町）　【日時】2月3日（日）　※写真 イベント情報

2013/1/25 埼北よみうり 6 [埼北2月ｉｎｆｏ]　5日（火）～24日（日） ♦川の国埼玉フォトコンテスト 県立川の博
物館（寄居町）　10日（日） ♦寄居町駅伝競走大会 町立総合体育館ほか（寄居町）

イベント情報

2013/1/25 産経新聞 25 教職員駆け込み退職 川口が最多11人　表-■各市町村の公立小中学校
の駆け込み退職教職員数　（同日の朝日新聞と同内容）

行政

2013/1/25 埼玉新聞 6
私たちの作品地元で 寄居城北高生徒が制作 役場に120点展示（寄
居）　県立寄居城北高校の生徒たちが授業や部活動で制作した作品が、役場1階
フロアで2月1日まで展示される　※写真

文化・芸術

2013/1/25 埼玉新聞 11

♢ミニバスケットボール　県会長杯（20日・ウィングハット春日部ほか）　「男子」
【C組】▷1回戦　寄居60-36リベロ狭山　▷2回戦　寄居45-39サクセスMBC（川越）　
「女子」【C組】▷1回戦　寄居スパークル37-34新栄（草加）　▷2回戦　寄居スパーク
ル34-11川越エルフ

スポーツ（小学）

2013/1/25 埼玉新聞 12
郷土力士星取表　【序二段】★湊竜（寄居）や2-4　※初場所12日目、本紙には
★なし

スポーツ（大相撲）

2013/1/26 東京新聞 22 中三担任も1人 教員退職問題 受験への影響懸念　表-県内公立小中学
校教員の1月末退職希望者の市町村別人数　（1/25朝日新聞と同内容）

行政

2013/1/26 埼玉新聞 7
東上線の魅力 各駅停車 「書きてつ」作家・荒幡さん 全駅モチーフに
短編小説集　（1/8読売新聞(夕刊)と同内容）　※写真

文化・芸術

2013/1/26 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】★湊竜（寄居）や2-4　※初場所13日目 スポーツ（大相撲）

2013/1/27 さいたま報知 8

寄居Ｖ2 猛練習で心がひとつに 県北中学バスケ　県北バスケットボール
協会創立20周年記念第41回県北中学生バスケットボール大会　12月15～24日、
本庄総合公園体育館など　男子決勝では寄居が本庄東を下し2大会連続2度目の
優勝　【男子】▷決勝　寄居85-37本庄東　日課は標高500㍍登山走　全員に生まれ
た負けじ魂　序盤10-10でも動揺なし　鍛えた体力で圧倒　※写真2、メンバー表

スポーツ（中学）

2013/1/27 毎日新聞 25
熊谷めぬま駅伝大会 田園地帯を力走　第26回熊谷めぬま駅伝大会　26
日、熊谷市妻沼中央公民館発着　各部門上位チームの成績　▷中学男子　①男衾
中陸上部A

スポーツ（中学）

2013/1/27 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【序二段】★湊竜（寄居）や2-4　※初場所14日目 スポーツ（大相撲）
2013/1/28 朝日新聞 13 [朝日俳壇]　稲畑汀子選　（埼玉県寄居町）新井あい子 投稿
2013/1/28 東京新聞 22 全国育樹祭 11月16、17日 県開催日決まる　（1/17埼玉新聞と同内容） 全国育樹祭
2013/1/28 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　星野光二選　(寄居)石澤無涯 (評)　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2013/1/28 埼玉新聞 9 [けやき 読者の声]　冬の楽しみ方 テーマ投稿　五感で楽しむ冬散策　大野順
一（66歳・寄居町）

投稿

2013/1/28 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【序二段】★湊竜（寄居）○3-4　※初場所千秋楽 スポーツ（大相撲）
2013/1/29 読売新聞 12 [Ｕ-25]　中原友美　20　埼玉県寄居町　※イラストの投稿 投稿



平成25（2013）年 寄居町関係新聞記事索引（1～6月） 2020年3月作成

2013/1/29 埼玉新聞 7
♢ミニバスケットボール　県会長杯（27日・ウィングハット春日部）　「男子」【C
組】▷3回戦　寄居34-29ガリバーJr（上尾）　▷決勝リーグ進出決定戦　FFファイヤー
ズ（ふじみ野）45-35寄居　「女子」【C組】▷3回戦　上尾あずま47-30寄居スパークル

スポーツ（小学）

2013/1/30 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

1

少年柔道寝技大会　平成24年度の少年柔道寝技大会　春日部市民武道館柔
道場　全国でも珍しい寝技だけの大会　▶小学校4年生の井田朋伽が優勝　小学生
の中学年重量級で優勝した井田朋伽選手（深谷柔道SEIWA会）　寄居町の用土小
学校4年生　「来年5年生になるので、県大会で優勝して全国大会に行きたい」と目
標定めていた　【小学生の部】▷中学年重量級　①井田朋伽（深谷柔道SEIWA会）　
※写真

スポーツ（小学）

2013/1/30 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2
寄居ミニバス[男子]が初Ｖ 新座カップJAあさか野杯ミニバスケット
ボール　（1/18埼玉新聞と同内容）　※写真3

スポーツ（小学）

2013/1/30 日本経済新聞 39 寄居の12社参加 合同就職面接会 パート含め130人募集　（1/22朝日新
聞と同内容、ただし参加社数異なる）

経済・産業

2013/1/31 毎日新聞 24 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子　寄居・小渕美津子 投稿

2013/1/31 日本経済新聞 35
ベルク、東関東で出店加速 来年2月までに7店 SC形式も強化　食品
スーパーのベルク　2014年2月までに埼玉と千葉に計7店を出店　来春にも生鮮野
菜の集荷・配送拠点が完成することなどから、東関東地域への出店を拡大する

経済・産業

2013/1/31 埼玉新聞 7

県4種サッカー新人戦地区予選　第7回県第4種サッカー新人戦の地区予選　
○…北部　熊谷スポーツ文化公園東多目的グラウンドほか　【予選リーグ】▷D-1組　
FCCIVETTA花園（深谷）5-0寄居FC2001　寄居FC20015-0深谷桜ケ丘　上柴西（深
谷）5-0寄居FC2001

スポーツ（小学）

2013/1/31 埼玉新聞 10
[埼玉新聞環境キャンペーン ECO贔屓] ECO・CRIP　彩の国資源循環工
場第2期事業 県、環境産業の集積を目指す　全国初の県営最終処分場 環境整備
センターの運営実績　表-環境整備センターの埋立実績　※イメージ図

環境

2013/1/31 埼玉新聞 15

県信用組合協 寄居町に寄付　県信用組合協会の鈴木洋一会長が29日、寄
居町役場を訪れ、「子どもたちの健全育成に役位立ててほしい」と14万1513円を寄
付　オリエントコーポレーションと全国の信用組合が連携して発行している社会貢
献型クレジットカード「しんくみピーターパンカード」の利用額の一部　※写真

経済・産業

2013/2/1 埼玉新聞 13

高校生運営の店仕掛人が講演 地域活性のヒント語る（寄居）　県北部
地域振興センターが27日、高校生が運営する「まごの店」などの仕掛人で三重県
多気町まちの宝創造特命監の岸川政之さん（55）を招き、寄居町役場でNPOのメン
バーらと交流会　県立寄居城北高校の生徒たちが町商工会と共同で開発した「エ
キナセア・マドレーヌ」の取り組みの発表も　※写真

行政

2013/2/3 埼玉新聞 7
深谷 接戦制し連覇 [県高校新人大会] ラグビー　2日（最終日・熊谷ラグ
ビー場）　▷決勝　深谷12-10浦和　【深谷】FW 佐藤　※佐藤郁也（深谷高2年、寄居
中出身）　（ほか同日の毎日新聞に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2013/2/3 埼玉新聞 7

高校ベストフィフティーン 山沢ら10人深谷から選出　県ラグビー協会　2
日、本年度の高校ベストフィフティーンを表彰　【ベストフィフティーン】保泉恭平（深
谷）　葛野翔太（深谷）　※保泉恭平（深谷高3年、寄居中出身）・葛野翔太（深谷高
3年、城南中出身）、写真

スポーツ（高校）

2013/2/3 埼玉新聞 11
桜 ただいま102品種 町民グループ 名所巡るマップ作成 寄居　「一年
中桜に出会える町よりい実行委員会」が町内に植樹している桜を紹介した「桜マッ
プ」を作成　1万部　役場や観光協会などで配布　※写真

地域

2013/2/4 埼玉新聞 5 [今週のこよみ]　10日（日）　【県内】▷かわはくであそぼう・まなぼう「おひなさまつ
くり」（寄居町・県立川の博物館）

その他

2013/2/4 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　松本旭選　(寄居)吉澤紀子 投稿

2013/2/4 スポーツニッポン 4 ['13阪神全陣容]　阪神タイガース 捕手 育成 124(背番号) 原口文仁 ㉑(年齢) 
右右(投打) 182(身長) 84(体重) 4(年数) 帝京(出身校)

スポーツ（プロ野球）

2013/2/5 埼玉新聞 15

「今年も人に感動を」 写真家の田島さん 深谷で講演会　地上高50㌢の
世界から写真を撮り続けている写真家田島隆宏さん（57）の家庭教育学級講演会
が3日、深谷市川本公民館で開かれた　テーマは「夢をあきらめないで」　寄居町出
身　現在は行田市の障害者自立支援センター、NPO法人CILひこうせんの「なかま
の家」で生活　※写真

地域

2013/2/5 埼玉新聞 18 埼玉囲碁名人戦　第55期埼玉囲碁名人戦の1日目　3日、川口市立中央ふれあ
い館　28人が2日目に勝ち残る　1日目の勝ち抜き者　森屋偉作（寄居）

文化・芸術

2013/2/6 毎日新聞 25

中国大気汚染 測定地点増設も 知事検討 県ＨＰで結果閲覧　中国で深
刻化している大気汚染の影響で国内でも微小粒子状物質「PM2.5」の測定値が上
昇していることを受け、上田知事は5日の定例記者会見で、県内12カ所の測定地点
の増設を検討する考えを明らかに　♦県内のPM2.5の測定値♦　寄居（寄居町寄
居） 11 ※5日午後3時現在、1立方㍍当たり㍃㌘

環境

2013/2/7 毎日新聞 26 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2013/2/8 読売新聞 31 [Ｆｒｉｄａｙさいたま イベントガイド]　＊えとせとら＊　♦図書館まつり　16日、17
日　寄居町立図書館

イベント情報

2013/2/8 読売新聞 31 [よみうり文芸] 川柳　岡部美雄選　【入選】寄居町　町田節子 投稿
2013/2/8 読売新聞 33 傷害罪で追起訴 死体遺棄事件　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故
2013/2/8 埼北よみうり 3 クレジットカードで社会貢献（寄居町）　（1/31埼玉新聞と同内容）　※写真 経済・産業
2013/2/8 埼北よみうり 4 「新しい公共」期待（寄居町）　（2/1埼玉新聞と同内容）　※写真 地域
2013/2/8 埼北よみうり 6 [エンタメ]　イベント　図書館まつり　2月16日（土）・17日（日）　寄居町立図書館 イベント情報
2013/2/8 毎日新聞 24 [インフォメーション] イベント　●図書館まつり　16日、17日　寄居町立図書館 イベント情報
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2013/2/8 埼玉新聞 5

[情報クリップ] ♦サイサンがメガソーラーの地鎮祭　サイサン（さいたま
市）が寄居町の「県環境整備センター」に計画している大規模太陽光発電所「エネ
ワンソーラーパーク寄居」の地鎮祭　約5万3千平方㍍の敷地　出力2661㌗　今月
中旬から工事を始め、7月に発電を開始する予定

経済・産業

2013/2/8 埼玉新聞 11 新春祝い27点の書展示 くましんで峡風会（寄居）　寄居町の「書道研究峡
風会」が熊谷商工信用組合寄居支店で書の小品展　22日まで　※写真

文化・芸術

2013/2/8 埼玉新聞 19

寄居の女性死体遺棄 傷害罪で男を追起訴 さいたま地検　群馬県内の
駐車場に放置されたレンタカー内で昨年5月、寄居町の無職(女性)＝死亡当時
（49）＝の遺体が見つかった事件　さいたま地検は7日、傷害罪で住所不定無職(男
性)容疑者（49）＝死体遺棄罪などで起訴＝をさいたま地裁に追起訴

事件・事故

2013/2/9 埼玉新聞 5

[情報クリップ] ♦寄居・資源循環工場に廃タイヤリサイクル会社　県は8
日、寄居町の「環境整備センター」に隣接する「彩の国資源循環工場第2期事業工
場用地」に「三光産業」（北海道帯広市）の立地を決定と発表　立地は4社目　14年
10月の稼働を予定　設備投資額約5億円

経済・産業

2013/2/9 埼玉新聞 6 [県高校新人大会] バレーボール　8日（第1日・本庄総合公園体育館）　♢女
子▷2回戦　寄居城北2-0伊奈総合　▷3回戦　埼玉平成2-0寄居城北

スポーツ（高校）

2013/2/11 朝日新聞 31
太陽光発電 ガス会社本腰　ガス会社が太陽光発電への取り組みを強めてい
る　LPガスのサイサン（さいたま市）は、寄居町と山口県防府市、青森県六ケ所村
で「メガソーラー」に取り組む　（1/8埼玉(第2部)、2/8埼玉新聞と一部同内容）

経済・産業

2013/2/11 東京新聞 22
「桜と出会える」🌸寄居町 102品種の見ごろ紹介 マップ1万部無料配
布　（2/3埼玉新聞と同内容）　※写真

地域

2013/2/11 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　松本旭選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)石澤無涯 投稿

2013/2/11 埼玉新聞 8
[今週のこよみ]　11日（月）　【県内】ワークショップ「ボタニカルアートの描き方」
（寄居町・県立川の博物館）　16日（土）　▷火山の秘密実験室（寄居町・県立川の博
物館）

その他

2013/2/13 日本経済新聞 37 寄居の工業団地に拠点 北海道の三光産業 タイヤ再利用で　（2/9埼玉
新聞と同内容）

経済・産業

2013/2/13 埼玉新聞 10
県中学ベスト15　県ラグビー協会が11日、本年度の県中学ベストフィフティーン
を発表し表彰　【ベストフィフティーン】③屋宜知之（寄居）　⑥志村篤哉（寄居）　※
写真

スポーツ（中学）

2013/2/14 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

3 ■第54回埼玉県児童・生徒発明創意くふう展　入賞者　【テレ玉賞】松本陽
菜乃・本間美羽（寄居用土小6）

受賞・表彰

2013/2/14 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

4

「ごはん・お米とわたし」作文・図画コンクール　第37回「ごはん・お米とわた
し」作文・図画コンクールの表彰式　JA共済埼玉ビル　入賞者26人に賞状が贈られ
た　作文4612点、図画16302点の応募　♢図画部門　【埼玉県農業協同組合中央会
会長賞】杉田陽和（寄居男衾小2）　※作品画像

受賞・表彰

2013/2/14 毎日新聞 22 [短歌]　■水野昌雄選　寄居・町田節子　[俳句]　■星野光二選　寄居・小渕美
津子

投稿

2013/2/14 埼玉新聞 5

売上高7.4％増の985億円 ベルク、3～11月期決算　ベルクが発表した
2012年3～11月期連結決算　売上高前年同期比7.4％増の985億2000万円　純利
益6.3％減の24億6000万円　♢フォルテ深谷店オープン　ベルク（寄居町）は13日、
ベルクフォルテ深谷店（深谷市東方町）をオープン　全77店目で県内55店目

経済・産業

2013/2/14 埼玉新聞 6･7

経済再生へ総合力 13年度予算案 主な内容　県は13日、2013年度当初予
算案を発表　一般会計は前年度比0.1％減の1兆6757億1500万円　[自然再生] 11
月16、17日に全国育樹祭を開催 寄居町の金尾山県有林で皇族殿下によるお手入
れ行事　[エコ] 寄居町で町庁舎に太陽光発電設備を設置

行政

2013/2/14 スポーツニッポン 14
[スポニチ 13年セ名鑑]　♦セ・リーグ育成選手一覧♦　≪阪神≫ 捕 124(背番
号) 原口文仁 ㉑(年齢) ❹(年数) 182(身長) 84(体重) 右右(投打) 帝京(出身校) 
400(年俸)

スポーツ（プロ野球）

2013/2/15 朝日新聞 28

[？ふしぎ探検隊] ＪＲ八高線 電車と気動車 路線二分　「八高」の文字通
り、八王子と高崎を結ぶ全長約100㌔の路線　列車は多摩地方から埼玉県西部を
縦断、群馬の中心地にたどりつく　沿線は和紙で有名な小川町、国史跡の鉢形城
がある寄居町など名所も多い

連載特集

2013/2/15 読売新聞 34 [よみうり文芸] 川柳　岡部美雄選　【入選】寄居町　田中美枝子 投稿

2013/2/15 埼玉新聞 9
県スポーツ少年団駅伝競走大会　県スポーツ少年団創立50周年記念・第30
回スポーツ少年団駅伝競走大会　11日、朝霞市中央公園陸上競技場周辺周回
コース（6区間＝10.566㌔）　「男子」【総合順位】㊿用土コルツ（寄居）48分46秒

スポーツ（小学）

2013/2/15 埼玉新聞 13

〝対称の美〟で魅了 室岡さん切り紙展 3月末まで、町立図書館（寄
居）　寄居町在住の切り紙作家、室岡昭子さん（37）の切り紙展が寄居の町立図
書館で3月末まで開かれている　花や動物、童話を題材にした切り紙を約50点展示　
20、27日には切り紙講座も開催　※写真

文化・芸術

2013/2/17 埼玉新聞 8
深谷 11Ｔで8強 [関東高校新人大会] ラグビー　16日（第1日・熊谷ラグ
ビー場）　▷1回戦　深谷61-0桂（山梨）　【深谷】FW 佐藤　※佐藤郁也（深谷高2年、
寄居中出身）　（ほか同日の毎日、2/27読売新聞に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2013/2/18 毎日新聞 21

陸上 熊日30㌔ロード　17日、熊本市内　1時間29分55秒で4位の設楽啓太（東
洋大）は30㌔の日本学生記録を更新　▷男子　④設楽啓太（東洋大）1時間29分55
秒　※設楽啓太（東洋大3年、男衾中出身）　（ほか同日の朝日、読売、埼玉新聞に
同様記事）

スポーツ（陸上）

2013/2/18 埼玉新聞 3 1月1日現在の県内市町村別推計人口　（県統計課調べ）　寄居町　世帯数
12,580　人口総数34,795　男17,222　女17,573

統計

2013/2/18 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　松本旭選　(寄居)吉澤紀子 (評)　(寄居)石澤無涯 投稿
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2013/2/18 埼玉新聞 11

深谷 101失点 4強逃す [関東高校新人大会] ラグビー　17日（第2日・熊
谷ラグビー場）　▷準々決勝　桐蔭学園（神奈川）101-0深谷　【深谷】FW 佐藤　※佐
藤郁也（深谷高2年、寄居中出身）　（ほか同日の毎日、2/27読売新聞に試合結果
記事）

スポーツ（高校）

2013/2/19 埼玉新聞 7
[リトルシニア]　〈春季関東大会代表決定戦〉　リトルシニア関東連盟北関東支部
の春季関東大会代表決定戦　17日開幕　加須市田ケ谷サンスポーツランドなど　▷
2回戦　寄居6-1越谷

スポーツ（中学）

2013/2/19 埼玉新聞 11 [埼玉歌壇]　杜澤光一郎選　（寄居）大野幸子 投稿

2013/2/19 埼玉新聞 15

[ニュースクリップ] ♦公然わいせつ容疑で会社員を逮捕（本庄署）　本
庄署は18日、公然わいせつ容疑で寄居町寄居、会社員(男性)容疑者（42）を逮捕　
17日午後2時ごろ、上里町の歩道上で乗用車を運転中の男性に対し下半身を露出
した疑い　容疑を認めている

事件・事故

2013/2/20 読売新聞 32 [記録ファイル] バレーボール　第25回県民総体兼県高校男女新人大会　
（2/9埼玉新聞と同内容）

スポーツ（高校）

2013/2/21 毎日新聞 26 [短歌]　■水野昌雄選　寄居・町田節子 【評】　[俳句]　■星野光二選　寄居・小
渕美津子 【評】

投稿

2013/2/22 読売新聞 29
[Ｆｒｉｄａｙさいたま イベントガイド]　＊ギャラリー＊　♦ボタニカルアート師弟展　
3月3日まで　寄居町の県立川の博物館　♦寄居デッサングループ人物画展　3月13
日まで　熊谷商工信用組合川本支店

イベント情報

2013/2/22 埼北よみうり 7

快晴の中108チームが疾走（寄居町）　第58回寄居町駅伝競走大会　10日　
寄居町立体育館前スタート　役場庁舎前ゴール　各部門の優勝チーム　【中学男
子】男衾中A【一般】幸運チーム【女子】男衾中A【小学男子】寄居FC2001【小学女
子】寄居スパークルミニバス　※写真

地域

2013/2/22 毎日新聞 25

ＰＭ2.5観測 新たに12カ所 県内24カ所に　中国の大気汚染深刻化に伴っ
て国内でも微小粒子状物質「PM2.5」の影響が懸念されていることを受け、県は21
日、県内の観測地点が従来の12カ所から新たに10カ所増設されたと発表　観測結
果は県のホームページで閲覧できる　【設置済み】▷寄居　（ほか同日の埼玉新聞
に同様記事）

環境

2013/2/22 埼玉新聞 12

高校生が商品開発 特産ハーブでマドレーヌ 来月発売（寄居）　寄居町
特産ハーブのエキナセアを使い県立寄居城北高校の家庭科部の部員たちが考案
したマドレーヌを、町内の荻野商店が商品化　町商工会が進めている商品開発プ
ロジェクトの一環　※写真2

地域

2013/2/24 埼玉新聞 7
深谷 順位戦で敗退 [関東高校新人大会] ラグビー　23日（第3日・熊谷ラ
グビー場）　▷順位戦　明和県央（群馬）19-17深谷　【深谷】FW 佐藤　※佐藤郁也
（深谷高2年、寄居中出身）　（ほか同日の毎日、2/27読売新聞に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2013/2/25 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　松本旭選　(寄居)石澤無涯 (評)　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2013/2/25 埼玉新聞 11
6000人が健脚競う ふかやシティハーフマラソン　第7回ふかやシティハー
フマラソン　24日、仙元山公園周辺コース　各部門優勝者　【3㌔】中学男子　時田
俊吾（寄居男衾中）

スポーツ（中学）

2013/2/25 朝日新聞(夕刊) 6
まごころ届け 1500点　全国の芸術家や著名人から寄贈された作品約1500点
を販売する「第88回朝日チャリティー美術展・東京展」　3月8日（金）から11日（月）
まで　東京・松屋銀座　東京展への寄贈者　工芸家　原清

文化・芸術

2013/2/26 朝日新聞 30 [埼玉マリオン] ●アート　♦寄居デッサングループ人物画展　3月13日[水]まで　
深谷市菅沼の熊谷商工信用組合

イベント情報

2013/2/26 埼玉新聞 6
大会控え技術磨く 北部地区少年サッカー審判研修会　北部少年サッ
カー協議会の審判実技研修会　美里町遺跡の森運動公園　78人が参加　設楽勝
彦審判委員長　※写真、コメント

スポーツ（小学）

2013/2/26 埼玉新聞 9 ♦郷土力士新番付♦　【序二段】湊竜（寄居・湊） スポーツ（大相撲）

2013/2/26 読売新聞(夕刊) 2
躍進 箱根ランナー 東洋・設楽啓 学生新で4位　（2/18毎日新聞と同内
容）

スポーツ（陸上）

2013/2/27 朝日新聞 24 [埼玉文化] 俳壇　落合水尾選　（寄居）増谷文子 投稿

2013/2/27 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

1 県の優秀選手を表彰 ラグビー　（2/13埼玉新聞と同内容）　※写真 スポーツ（中学）

2013/2/27 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2

さくら杯争奪ミニバスケットボール大会 男子は寄居ミニバス　第34回さく
ら杯争奪ミニバスケットボール・サッカー大会　ミニバスケットボールの部　10日、深
谷ビックタートル　男子1位グループ決勝は寄居ミニバスが妻沼ブラッサムズを破り
優勝　▷男子決勝　寄居50-39妻沼ブラッサムズ　畠山秀が18得点　【男子決勝トー
ナメント】▷準決勝　寄居66-40吉見西ウイングス　【男子予選リーグの順位】▷Aブ
ロック　①寄居　※写真2

スポーツ（小学）

2013/2/28 毎日新聞 26 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 【評】　寄居・小渕美津子 投稿
2013/2/28 東京新聞 24 [情報の道しるべ ほっとなび] ●探鳥会　★玉淀河原探鳥会　3月3日 イベント情報
2013/3/1 読売新聞 32 [よみうり文芸] 短歌　花山多佳子選　【入選】寄居町　町田節子 投稿

2013/3/1 読売新聞 33
■寄居の山林に白骨遺体　28日午後2時50分頃、寄居町金尾の山林で、木を
伐採していた男性が白骨化した遺体を発見　遺体は性別不明で、死後1年以上経
過しているとみられる

事件・事故

2013/3/1 毎日新聞 22 [インフォメーション] イベント　●寄居町生涯学習まつり　2日～3日　寄居町
中央公民館

イベント情報

2013/3/1 産経新聞 23 寄居で白骨遺体　（同日の読売新聞と同内容） 事件・事故

2013/3/1 埼玉新聞 6
115団体が展示やステージ発表 あすから生涯学習まつり（寄居）　寄
居町中央公民館で「生涯学習まつり」が2、3日に行われる　町内8公民館で活動す
る115の文化サークルがステージ発表や展示を行う

地域

2013/3/1 埼玉新聞 14 [ニュースクリップ] ♦山林に白骨遺体（寄居）　（同日の読売新聞と同内容） 事件・事故
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2013/3/1 埼玉新聞 16 [リトルシニア]　〈北部ブロックリーグ〉　2月23、24日、行田市総合公園野球場な
ど　寄居3-2前橋（延長八回）　行田5-2寄居

スポーツ（中学）

2013/3/2 東京新聞 26 秩父の荒川水系で渓流釣り解禁　秩父地方の荒川とその支流で1日、渓流
釣りが解禁　玉淀ダム（寄居町）から上流の荒川水系

地域

2013/3/4 埼玉新聞 9 [今週のこよみ]　9日（土）　【県内】▷カエルの卵を観察しよう（寄居町・県立川の
博物館）

その他

2013/3/4 埼玉新聞 11 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子 投稿
2013/3/5 読売新聞 12 [Ｕ-25]　中原友美　20　埼玉県寄居町　※イラストの投稿 投稿

2013/3/6 読売新聞 34

[Ｗｅｄｎｅｓｄａｙさいたま スポーツ] [記録ファイル] マラソン　第7回ふか
やシティハーフ（2月24日・深谷市仙元山公園周辺）　【5㌔】♢一般▷40歳以上59歳
以下　③福田佳晋（ボッシュRC）　【3㌔】♢中学生▷男子　①時田俊吾（男衾中陸上
部）9分26秒　③重松晟弥（男衾中）　▷女子　③小池優佳　【2.4㌔】♢小学生▷5年女
子　③福田舞菜（寄居鉢形小）　（2/25埼玉新聞と一部同内容）

スポーツ（シニア）
スポーツ（小学）
スポーツ（中学）

2013/3/7 毎日新聞 22 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2013/3/7 埼玉新聞 9
寄居サヨナラで8強 [リトルシニア]　〈春季関東大会代表決定戦〉　リトルシニ
ア関東連盟北関東支部の住協カップ春季関東大会代表決定戦　2、3日、所沢中央
リトルシニアグラウンドなど　▷3回戦　寄居5-4秩父

スポーツ（中学）

2013/3/8 埼北よみうり 2 [スポットライト] 寄居を桜の町に 多品種を植樹　一年中桜に出会える町よ
りい実行委員会 会長 大久保和勇さん（56） （寄居町）　※写真2

連載コラム

2013/3/8 埼北よみうり 6 [エンタメ] イベント　親睦ハイキング　はだしの散歩道　3月24日 イベント情報

2013/3/8 毎日新聞 27

[大震災2年・埼玉] 進まない損害賠償 県内自治体 東電へ請求20億
円 支払い20.6％の4億円　東日本大震災の発生から2年　毎日新聞が県内64
自治体を対象に、東京電力福島第1原発事故で受けた損害賠償の状況をアンケー
ト　請求総額は少なくとも約20億7000万円に上るが、自治体が独自に取り組んだ
空間放射線量の測定などが賠償の対象外とされ、支払われたのは20.6％の約4億
3000万円にとどまる　一覧-県内自治体の損害賠償請求額と支払額　寄居町 
369(請求額：万円) 369(支払額)

東日本大震災

2013/3/8 埼玉新聞 12
早春の里山楽しもう 25日に「はだしの散歩道」（寄居）　早春の里山を巡
るハイキング「第28回はだしの散歩道」が25日、男衾自然公園などで行われる　※
本紙「25日」とあるが、「24日」の誤り

地域

2013/3/10 埼玉新聞 11

地域の誇り感じて 寄居できょうまで 住民らが歴史展　折原文化交流会
が10日まで、「歴史展」をカタクリ体育センターで開催　11回目　釜伏山の植物の写
真と地域ゆかりの文人の書画を展示　植物の写真は三友清史さん撮影　書画は
松村翠雲、岩井昇山など　※写真

文化・芸術

2013/3/10 埼玉新聞 11

[この一品] 脱サラし伝統の味守る 馬場煎餅本舗（寄居）の「あばれ
焼」　「馬場いち煎餅」といえば、30、40代以上の寄居の人なら誰でも知っている煎
餅屋　一時は従業員200人を超え、ドイツなどに輸出したこともあったが、バブル崩
壊後の不況の波を受け倒産　その後、社長夫妻が手焼き煎餅専門として再開、息
子の馬場常光さん（49）が4年前に引き継ぐ　※写真、店舗プロフィール、本文「ば
ばいち」

地域

2013/3/11 産経新聞 24
寄居で風速25.8㍍ 県内でも「煙霧」観測　関東各地で強風が吹き荒れた10
日、県内も大荒れ　ちりなどが巻き上げられ視界が悪くなる「煙霧」が見られた　寄
居で午後1時20分ごろ、最大瞬間風速25.8㍍を観測

気象

2013/3/11 埼玉新聞 1 県内夏日、煙霧も発生　10日、東日本を中心に気温が上がる　県内で3月とし
て過去最高気温を記録したのは、寄居町27.1度など4地点

気象

2013/3/11 埼玉新聞 7 [けやき 読者の声]　大震災2年 テーマ投稿　原発の防災対策早急に　大野順
一（66歳・寄居町）

投稿

2013/3/11 埼玉新聞 7 [今週のこよみ]　16日（土）　【県内】▷春季企画展「金魚」（5月6日まで、寄居町・
県立川の博物館）

その他

2013/3/11 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や0-0　※春場所初日 スポーツ（大相撲）
2013/3/11 埼玉新聞 13 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子 投稿

2013/3/12 読売新聞 29
[第38回 埼玉書道三十人展]-上-　「第38回埼玉書道三十人展」　23日から
28日まで、埼玉会館　出展者の顔ぶれと作品　♦加藤東陽 県書道人連盟理事長、
東京学芸大名誉教授 寄居町　「杜甫詩」　※写真、作品画像

文化・芸術

2013/3/12 毎日新聞 25 ♢第30回藍のまち羽生さわやかマラソン大会　10日・羽生市　【5㌔男子】▷
中学③金子瑞輝（男衾）　【同女子】▷中学③小池優佳（男衾）

スポーツ（中学）

2013/3/12 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○1-0　※春場所2日目 スポーツ（大相撲）

2013/3/13 東京新聞 24
祭り・史跡など 写真作品を募集 寄居町観光協会　寄居町観光協会が今
年の観光写真コンクールの作品を募集　撮影対象は町の祭りやイベント、史跡、四
季の風景など

観光

2013/3/13 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●1-1　※春場所3日目 スポーツ（大相撲）

2013/3/13 埼玉新聞 15

町役場に春到来！寄居の町民グループ 啓翁桜の生花展示　寄居町役
場1階ロビーに桜の生花展示　町内に桜の植樹活動を行っている「荒川グリーング
リーン」　昨年に続いて2回目　5年前に折原に植樹した啓翁桜から枝を切り、桂古
流桂流の上席教授、長谷川紫音さんが生けた　※写真

地域
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2013/3/14 朝日新聞 32

白雪姫にミカンを 独の芸術家2人がフレスコ画 寄居に加工施設 来月
オープン　寄居町折原の寄居運動公園隣に来月下旬、特産ミカンのジュースな
どを加工・販売する施設がオープン　施設の外壁のフレスコ画はドイツ人アーティ
スト2人の作品　ドイツの自動車機器メーカー「ボッシュ」の寄居工場がある縁でグリ
ム童話「白雪姫」を壁画のモチーフに　ヴィヴィアン・ゲルナトさん（38）とマルテ・
キースリングさん（33）　白雪姫はリンゴだが、壁画は町特産のミカンにちなみ、オレ
ンジ色の実が描かれている　※写真

行政

2013/3/14 毎日新聞 24 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子　寄居・小渕美津子 投稿

2013/3/14 毎日新聞 24 [第38回埼玉書道三十人展] 出品者と作品紹介②　（3/12読売新聞と同
内容）　※写真、プロフィール、作品画像

文化・芸術

2013/3/14 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や1-1　※春場所4日目 スポーツ（大相撲）

2013/3/14 埼玉新聞 15 [ニュースクリップ] ♦寄居で民家全焼　13日午後2時ごろ、寄居町今市、会
社員(男性)（67）方から出火　木造2階建て住宅約34平方㍍を全焼

事件・事故

2013/3/15 朝日新聞 29

寄居の死亡事故 被告に逆転無罪 東京高裁判決　寄居町鉢形で死亡事
故を起こしたとして自動車運転過失致死の罪に問われた男性被告（47）の控訴審　
東京高裁は14日、禁固3年執行猶予4年とした一審・さいたま地裁熊谷支部の判決
を破棄、無罪の逆転判決

事件・事故

2013/3/15 読売新聞 31 自動車運転過失致死 高裁で逆転無罪判決　（同日の朝日新聞と同内容） 事件・事故

2013/3/15 東京新聞 22 寄居の死亡事故 被告に逆転無罪 東京高裁判決　（同日の朝日新聞と同
内容）

事件・事故

2013/3/15 埼玉新聞 3 2月1日現在の県内市町村別推計人口　（県統計課調べ）　寄居町　世帯数
12,573　人口総数34,748　男17,201　女17,547

統計

2013/3/15 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や1-1　※春場所5日目 スポーツ（大相撲）

2013/3/15 埼玉新聞 12 グリムの世界 子どもたちに ドイツ人芸術家が壁画（寄居）　（3/14朝日
新聞と同内容）　※写真

行政

2013/3/16 読売新聞 31 [Ｓａｔｕｒｄａｙさいたま レジャー]　[歩く]　♦はだしの散歩道　24日、東武東上線
男衾駅集合

イベント情報

2013/3/15 埼玉新聞 19 死亡事故に逆転無罪 寄居の男性 東京高裁判決　（同日の朝日新聞と同
内容）

事件・事故

2013/3/15 スポーツニッポン 9
平成24年度関東中学校ゴルフ選手権春季大会　≪14日≫　千葉県茂原
市　真名カントリークラブ（女子＝5805㍎、パー72）　（61）吉田莉生（寄居❶） 83（43 
40）※原文ママ　(61)志村優花（寄居❷） 83（41 42）

スポーツ（中学）

2013/3/16 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○2-1　※春場所6日目 スポーツ（大相撲）
2013/3/17 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や2-1　※春場所7日目 スポーツ（大相撲）

2013/3/17 埼玉新聞 15

「桜の町」歌で応援 24日に寄居で新曲披露 五色桜物語合唱団　県内
外の合唱団が参加する「五色桜物語合唱団」　昨年4月に米ニューヨークのカーネ
ギーホールで行った公演を記念し、コンサートを寄居町中央公民館で24日に開催　
桜の植樹活動を行っている「荒川グリーングリーン」と連携　寄居の桜をテーマにし
た新曲「桜の町 寄居」「桜咲く町 寄居町」も披露　会場で桜の苗木を購入するため
の募金も　※写真

地域

2013/3/18 埼玉新聞 5 [今週のこよみ]　24日（日）　【県内】▷かわはく春まつり（寄居町・県立川の博物
館）

その他

2013/3/18 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●2-2　※春場所8日目 スポーツ（大相撲）

2013/3/18 埼玉新聞 10･11 [第34回くらしと牛乳・乳製品児童画コンクール]　特別賞　■ミルク082賞　
猪原眞之介（4歳・寄居町）

受賞・表彰

2013/3/18 埼玉新聞 13 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤紀子 投稿

2013/3/19 朝日新聞 27
[埼玉マリオン] ●アート　♦「金魚」展　5月6日まで、寄居町の県立川の博物館　
※写真　♦清澤正孝水彩画展　20日～26日、八木橋百貨店5階アートサロン　寄居
町在住　※作品画像

イベント情報

2013/3/19 東京新聞 26 共に歩きましょう 寄居で24日 ハイキング参加者募集　（3/8埼玉新聞と
同内容）

2013/3/19 埼玉新聞 7

春季関東大会代表決定戦 行田、寄居に逆転勝利 慎重な姿勢裏目に 
寄居　〈春季関東大会代表決定戦〉　リトルシニア関東連盟北関東支部の住協
カップ春季関東大会代表決定戦　16、17日、所沢航空記念公園野球場など　▷準決
勝　行田5-3寄居　▷準々決勝　寄居4-1足利　※写真、準決勝スコア

スポーツ（中学）

2013/3/19 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○3-2　※春場所9日目 スポーツ（大相撲）

2013/3/19 埼玉新聞(第2部) 8･9
[埼玉県特集春編 花めぐり] 花がみんな待っている！春を感じに出掛
けよう！ （熊谷・寄居）　【蓮光寺のボタン】（寄居）　【金尾山のツツジ】（寄居）

観光

2013/3/20 朝日新聞 29

ホンダ寄居工場の生産車購入すれば 町、1台あたり10万円補助　7月
操業開始予定のホンダ寄居工場で生産された車を買うと、1台あたり10万円がもら
えるという補助事業を寄居町が始める　100台分、予算1千万円を盛り込んだ総額
105億2500万円の新年度一般会計予算案が19日、町議会で可決　1世帯あたり1台
分限り　購入後に申請　町が寄居工場に照会して製造された車かどうか確認

行政

2013/3/20 産経新聞 22 「寄居の桜」の歌 誕生 訪米の合唱団 24日コンサートで披露　（3/17埼
玉新聞と同内容）　※写真2

地域

2013/3/20 埼玉新聞 1 町挙げてホンダ工場応援 寄居産なら町民に10万　（同日の朝日新聞と同
内容）

行政

2013/3/20 埼玉新聞 1

[桜紀行 写彩'13] 夏日に誘われ一気 県内ソメイヨシノ開花　19日、県内
各地で最高気温が25度以上の「夏日」　最高気温は熊谷市で26.1度、寄居町と鳩
山町で25.7度など　サクラも一気に開花　ソメイヨシノの開花宣言　（ほか同日の東
京新聞に同様記事）

気象
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2013/3/20 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や3-2　※春場所10日目 スポーツ（大相撲）

2013/3/21 東京新聞 14
[2013年プロ野球選手名鑑] セ6球団の新陣容 阪神タイガース　育成捕
手 124(背番号) 原口文仁 21(年齢) 帝京高(出身) ④(年数) 182(身長) 84(体重) 右
右(投打)　（ほか3/28読売(プロ野球開幕特集)、毎日新聞に同様記事）

スポーツ（プロ野球）

2013/3/21 埼玉新聞 8

女子団体 児玉は3回戦で惜敗 [全国高校選抜大会]柔道　最終日、20
日・日本武道館　▷女子団体2回戦　児玉1-1(内容勝ち)福井工大福井　▷同3回戦　
夙川学院（兵庫）2-0児玉　※写真（女子団体2回戦 児玉の大将・杉田が攻める）、
杉田綾音（児玉高2年、男衾中出身）出場

スポーツ（高校）

2013/3/21 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】☆湊竜（寄居）○4-2　※春場所11日目 スポーツ（大相撲）

2013/3/22 埼北よみうり 4

女子高生考案 エキナセアマドレーヌ販売（寄居町）　県立寄居城北高校
家庭科部が考案した寄居町の特産ハーブ「エキナセア」を使ったマドレーヌが、町
内の荻野商店により商品化され13日から販売が始まる　1個136円　荻野商店の各
店舗と寄居観光案内所での販売　今後、販売店舗を広げる予定　※写真2

経済・産業

2013/3/22 埼北よみうり 6
[ｐｉｃｋ ｕｐ] 企画展　春季企画展 金魚　開催中～5月6日　埼玉県立川の博物館 
作品展　恒木進油絵展　寄居町の画家・恒木進さんの個展　3月29日～31日　寄
居町中央公民館　※作品画像

イベント情報

2013/3/22 毎日新聞 24 [インフォメーション] 展覧会　●清澤正孝水彩画展　26日まで、八木橋5階
アートサロン

イベント情報

2013/3/22 埼玉新聞 6
上杉顕定公の兜や鞍を公開 鉢形城歴史館で企画展（寄居）　鉢形城歴
史館で春季企画展「鉢形城主 上杉顕定」　5月6日まで　関東管領・上杉顕定を紹
介　兜や鞍、古文書など展示　※写真

文化・芸術

2013/3/22 埼玉新聞 10-12 公示地価県内一覧　（ほか同日の朝日(第2部)、読売、毎日、産経、東京新聞
の各紙に同様記事）

経済・産業

2013/3/22 埼玉新聞 14 郷土力士星取表　【序二段】☆湊竜（寄居）や4-2　※春場所12日目 スポーツ（大相撲）

2013/3/23 日本経済新聞 39

[ホンダ動く 変わる埼玉] 工場稼働控え定住促進 寄居町 省エネ住宅
に補助金 地元車購入で10万円　埼玉県寄居町はホンダの工場が稼働する
のを機に、町への定住促進やホンダを支援する策を打ち出す　一定条件を満たし
た省エネルギー住宅の建設に最大50万円の補助金　寄居工場で生産した自動車
の購入者先着100人に10万円を支給　（3/20朝日新聞と一部同内容）

行政

2013/3/23 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】☆湊竜（寄居）や4-2　※春場所13日目 スポーツ（大相撲）
2013/3/23 埼玉新聞 13 [お花見スポット]　【鉢形城公園のエドヒガンザクラ】（寄居） 観光

2013/3/24 さいたま報知 3
鴻巣パンジーマラソン　第31回鴻巣パンジーマラソン　3月2日、鴻巣市陸上競
技場発着　【男子】▷5㌔中学生　④時田俊吾（寄居男衾）16分7秒　⑥重松晟弥（寄
居男衾）16分19秒　【女子】▷5㌔中学生　⑥小池優佳（寄居男衾）18分36秒

スポーツ（中学）

2013/3/24 さいたま報知 6
[記録コーナー]　♢第14回バレーボール女子県北交流会決勝トーナメント（2月11
日・本庄シルクドーム）　▷1回戦　寄居2-0熊谷吉岡　▷2回戦　寄居2-1小鹿野両神　
▷準々決勝　寄居2-0美里　▷準決勝　秩父吉田2-0寄居　③寄居

スポーツ（中学）

2013/3/24 埼玉新聞 5 郷土力士星取表　【序二段】☆湊竜（寄居）や4-2　※春場所14日目 スポーツ（大相撲）

2013/3/25 東京新聞 22 [情報ファイル] 展覧会　♦恒木進油絵展　29日-31日、寄居町中央公民館　♦
第34回寄居えの会作品展　4月5日-7日、寄居町中央公民館

イベント情報

2013/3/25 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【序二段】☆湊竜（寄居）●4-3　※春場所千秋楽 スポーツ（大相撲）

2013/3/25 埼玉新聞 10･11 [小学生がつくる環境新聞 ジュニアエコタイムス]入選作品発表　🌸優
秀賞　寄居町立男衾小学校　杉田生璃（4年） 杉田陽和（2年）　※作品画像、評

受賞・表彰

2013/3/25 埼玉新聞 13 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤紀子 ※2首　(寄居)吉澤祥
匡

投稿

2013/3/25 埼玉新聞 15
満開の中8000人快走 熊谷でさくらマラソン　第23回熊谷さくらマラソン大会　
24日、熊谷さくら運動公園陸上競技場など　部門別の1位　【5㌔】▷中学男子　時田
俊吾（寄居男衾中）16分1秒

スポーツ（中学）

2013/3/27 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2 サッカー　■第34回さくら杯争奪サッカー大会（2月9日～10日、深谷市仙元山陸
上競技場）　【予選の順位】▷Cブロック　③城南FC

スポーツ（小学）

2013/3/27 埼玉新聞 15 [まちひとであい] 展示　♦第34回寄居えの会作品展（寄居）　4月5-7日、中央
公民館

イベント情報

2013/3/28 毎日新聞 26 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2013/3/28 埼玉新聞 1･3

全都道府県で人口減 40年推計 高齢化さらに進行 埼玉は89万人減 
高齢化率34.9％　厚生労働省の国立社会保障･人口問題研究所は27日、2040
年に全都道府県の人口が10年と比べ減少するとともに、65歳以上の人口割合（高
齢化率）が3割を超えるとする推計を公表　埼玉県は2010年の719万5千人から25
年に700万人を割り699万1千人、40年には630万5千人まで減少　表-県内自治体
別の推計人口　寄居町 35,774(総人口：2010年) 24,862(総人口：2040年) 69.5(2010

行政

2013/3/28 埼玉新聞 10･11
「『日本再生』先導予算」で「経済の再生」を最優先 平成25年度県予算　
（2/14埼玉新聞と同内容） 行政

2013/3/29 読売新聞 31 [Ｆｒｉｄａｙさいたま イベントガイド] ギャラリー　♦恒木進油絵展　31日まで　
寄居町中央公民館

イベント情報

2013/3/29 毎日新聞 26 [インフォメーション] 展覧会　●恒木進油絵展　31日まで、寄居町中央公民館 イベント情報

2013/3/29 埼玉新聞 8 寄居が3勝目 [リトルシニア]　〈北部ブロックリーグ〉　24日、熊谷江南野球場
など　寄居7-0熊谷（五回コールド）　※写真

スポーツ（中学）

2013/3/29 埼玉新聞 14
31日まで「カタクリ作品展」 あす自生地で観察会も（寄居）　寄居町かた
くりを守る会がカタクリをテーマにした絵画や写真など集めた作品展　31日まで、鉢
形城歴史館　30日には自生地で観察会も行う　※写真2

地域



平成25（2013）年 寄居町関係新聞記事索引（1～6月） 2020年3月作成

2013/3/30 日本経済新聞 39

[ホンダ動く 変わる埼玉] ホンダ寄居工場7月稼働 渋滞対策待ったな
し 寄居・小川町、警察と協議 電車通勤も後押し　ホンダ寄居工場の7月
稼働に向け、地元の埼玉県寄居町と小川町は道路の渋滞対策に乗り出す　新工
場の従業員のほとんどが車通勤するとみられ、放置すれば渋滞が避けられない　
※写真、位置図

行政

2013/3/30 埼玉新聞 17
深谷 九州学院と初戦 高校選抜ラグビーきょう開幕　ラグビーの第14回
全国高校選抜大会　30日開幕　深谷が開催権枠で2年連続5度目の出場　FW ①
佐藤郁也 3(年) 168(身長) 88(体重)　※写真、佐藤郁也（深谷高2年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2013/3/31 埼玉新聞 6
県少年柔道選手権兼全国少年大会県予選　第44回県少年柔道選手権大
会兼全国少年柔道大会県予選　24日、県武道館　【個人】▷小学4年　②井田侑希
（深谷柔道SEIWA会）　▷中学3年　③小野朋生（明道館寄居警察署柔道教室）

スポーツ（小学）
スポーツ（中学）

2013/3/31 埼玉新聞 6 リトルシニア関東連盟春季大会出場チーム紹介 ㊥ 寄居　※写真、チー
ムプロフィール・メンバー、監督・主将コメント

スポーツ（中学）

2013/3/31 埼玉新聞 7

深谷 黒星スタート [全国高校選抜大会] ラグビー　30日（第1日・熊谷ラグ
ビー場）　プロップ佐藤の2トライなどで追い上げたが及ばなかった　▷1次リーグA組　
九州学院38-29深谷　【深谷】FW 佐藤　※佐藤郁也（深谷高2年、寄居中出身）　
（ほか同日の毎日新聞に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2013/4/1 東京新聞 22 [情報ファイル]　♦春期企画展「金魚」　5月6日まで、県立川の博物館 イベント情報

2013/4/1 埼玉新聞 9

[緊急報告 埼玉のまつりは今 埼玉民俗の会] 81 金鑚神楽（児玉・大
里地方） 若者への継承が課題に　金鑚神楽は神川町の金鑚神社に由来す
る神楽　明治15（1882）年、遊芸人取締規則発布に伴い金鑚神社付属神楽として
神楽師に免許　児玉郡から大里郡まで広がり、金鑚組（神川町）、折原組（寄居町）
など13組に統一　寄居町の折原組は後継者不足で昭和50年代に休止したが、平
成13年に復活

連載特集

2013/4/1 埼玉新聞 9 [埼玉俳壇]　星野光二選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子　(寄居)石澤無涯 投稿

2013/4/2 埼玉新聞 7

元気に仲間とともに [全労災カップ争奪 第38回埼玉県スポーツ少年
団小学生軟式野球交流大会]　全労災カップ争奪第38回埼玉県スポーツ少
年団小学生軟式野球交流大会の総合開会式　3月31日、県営大宮球場　415チー
ム　各チームを代表して北部ブロックから小泉裕一朗（寄居・中町ジュニア）ら5人
が団員綱領を朗読　※写真

スポーツ（小学）

2013/4/2 埼玉新聞 8

深谷 連敗で1次L敗退 [全国高校選抜大会] ラグビー　1日（第3日・熊谷
ラグビー場）　先行された深谷は前半30分にプロップ佐藤がラックから右中間へトラ
イ　▷1次リーグA組　青森北33-17深谷　【深谷】FW 佐藤　※佐藤郁也（深谷高3
年、寄居中出身）　（ほか同日の毎日新聞、スポーツニッポンに試合結果記事）

スポーツ（高校）

2013/4/4 毎日新聞 20 [俳句]　■星野光二選　寄居・小渕美津子　寄居・町田節子 投稿

2013/4/4 日本経済新聞 11

ホンダ、世界展開迅速に 「フィット」9地域で開発体制 次モデルから　
ホンダは主力の小型車「フィット」の世界投入期間を次期モデルから半減　世界6地
域で同時に開発を進める体制を構築　日本で発売してから世界に普及させる時間
を縮め、新車投入を迅速にし新興国の需要取り込みに力入れる　次期フィットは世
界100カ国以上で発売予定　まず日本で今年7月に稼働させる埼玉県寄居町の新
工場で生産を始め、11月ごろに発売する

経済・産業

2013/4/4 埼玉新聞 5

捨てていた親イモB級グルメに 関東農政局長賞を受賞 さやま里芋増
産倶楽部　狭山市農業青年会議所が母体の「さやま里芋増産倶楽部」が、サトイ
モの親芋をB級グルメに変身させたとして2012年度の地産地消優良活動表彰で関
東農政局長賞　食品メーカーのエスケーフーズ（寄居町）などと連携して、親芋を有
効活用した「狭山のさといもコロッケ」を開発

経済・産業

2013/4/4 埼玉新聞 9

1次L 深谷は3連敗 東海大仰星に大敗 [全国高校選抜大会] ラグビー　
第4日、3日・熊谷ラグビー場　▷1次リーグA組　東海大仰星（大阪）75-0深谷　【深
谷】FW 佐藤　※佐藤郁也（深谷高2年、寄居中出身）、写真　（ほか同日の毎日新
聞、スポーツニッポンに試合結果記事）

スポーツ（高校）

2013/4/4 埼玉新聞 14

[埼玉伝統工芸会館だより] 郷愁誘う安曇野の風景 高橋弘水彩画遺
作展　亡くなる直前まで水彩画を描き続けた画家高橋弘さんの遺作展　代表作
「五月の安曇野」「玉淀河原」など40点のほか、絶筆となった最後の作品を展示　高
橋さんは昭和5（1930）年、寄居町生まれ　平成22（2010）年4月2日死去、享年79歳　
※写真

文化・芸術

2013/4/5 毎日新聞 20 [インフォメーション] ギャラリー　●寄居えの会作品展　7日まで　寄居町中央
公民館

イベント情報

2013/4/5 埼玉新聞 9

ピアニカ使った異色の音楽芸も 27、28日にお伽寄席（寄居）　寄居町鉢
形の劇団お伽座が「お伽寄席」を27、28日に開く　女性落語家の桂右團治師匠の
落語、落語を題材にした落語芝居、音楽パフォーマンスも　ピアニカやリコーダーな
どを使った音楽芸を確立した、のだゆきさんが初出演

文化・芸術

2013/4/5 埼玉新聞 18
観音様に無事故願う あすから春の交通安全運動 寄居 啓発ドールお
目見え　6日からの春の交通安全運動に合わせ、寄居町桜沢の国道140号と254
号の交差点に観音像を模した交通安全啓発ドールがお目見え　65体目　※写真

地域

2013/4/6 読売新聞 32 [よみうり文芸] 川柳　岡部美雄選　【入選】寄居町　町田節子 投稿

2013/4/6 産経新聞 20
川の博物館で金魚の企画展　県立川の博物館で金魚に関する展示を開催中　
5月6日まで　ランチュウやコメットなど約10種類　県内で品種改良され、皇室に献
上されたヒレナガニシキゴイも紹介　※写真

文化・芸術

2013/4/6 埼玉新聞 6
春季ペガサス杯少年硬式野球大会　2013年春季ペガサス杯少年硬式野球
大会　3月31日まで、群馬・寺尾球場など　▷1回戦　寄居リトルシニア3-1桐生ボー
イズ

スポーツ（中学）
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2013/4/6 埼玉新聞 8
県大会へ152チーム激突 春季県高校野球地区大会組み合わせ決定　
※トーナメント表　北部　寄居城北-早大本庄　（ほか同日の毎日、4/11朝日新聞に
同様記事）

スポーツ（高校）

2013/4/7 産経新聞 24 寄居産のホンダ車購入に10万円補助 寄居町　（3/20朝日新聞と一部同
内容）

行政

2013/4/7 埼玉新聞 5 県ジュニアゴルフ大会　第18回県ジュニア（小中学生）ゴルフ大会　1日、東松
山CC　【女子】（パー72）▷中学生の部　②吉田莉生78（40、38）

スポーツ（中学）

2013/4/8 埼玉新聞 3 3月1日現在の県内市町村別推計人口　（県統計課調べ）　寄居町　世帯数
12,588　人口総数34,747　男17,204　女17,543

統計

2013/4/8 埼玉新聞 15 [埼玉俳壇]　星野光二選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2013/4/10 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2
県少年柔道兼全国予選　【個人戦】（3/31埼玉新聞と同内容） スポーツ（小学）

スポーツ（中学）

2013/4/10 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

3
書道 稲心書道展　3月10日　第16回稲心書道展の表彰式　所沢市民文化セン
ターミューズ　中学生以下の受賞者　♢毛筆　【日本書道芸術連盟賞】吉田健司（寄
居小2）　【朝日新聞埼玉少年少女スポーツ賞】吉田優司（寄居小6）

文化・芸術

2013/4/10 毎日新聞 22 ホンダ車購入に寄居町が補助金 地元工場製に10万円　（3/20朝日新聞
と一部同内容）

行政

2013/4/11 毎日新聞 22 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子　寄居・小渕美津子 投稿

2013/4/11 毎日新聞 22

震災避難者向け情報誌「福玉便り」 特別号で読者アンケ　東日本大震
災や原発事故に伴い県内で避難生活を続ける人向けに情報誌「福玉便り」を発行
しているNPO法人などが特別号を発行　独自にまとめたデータや避難者の声を掲
載　NPO法人ハンズオン！埼玉と県労働者福祉協議会、弁護士らでつくる支援組
織「震災支援ネットワーク埼玉」　2月、県内55市町にアンケート　福島県からの避
難者を中心に6700人を超える人が県内で避難生活していることが分かる　図表-
6750人？福玉便り特別号に掲載された各自治体の避難者数一覧　寄居町41人

東日本大震災

2013/4/11 埼玉新聞 5
ベルク 7期連続過去最高益 低価格化、節約志向に対応　食品スーパー
のベルク（寄居町）が10日発表した2013年2月期連結決算　純利益が前期比0.2％
増の33億9400万円となり、7期連続で過去最高益を更新

経済・産業

2013/4/11 埼玉新聞 9 [第55期埼玉囲碁名人戦]　＝本戦2回戦＝　白 大岩徹（三郷）　黒 森屋偉作
（寄居）　【第1譜 1～54】

囲碁棋譜

2013/4/11 埼玉新聞 11
[リトルシニア関東連盟北関東支部 チーム紹介] 仲間たちと切磋琢磨 
寄居　※チームプロフィール、メンバー、写真

スポーツ（中学）

2013/4/11 埼玉新聞 15 [つれづれ]　鉢形城跡のエドヒガン桜　森重雄（寄居町、64歳） 投稿

2013/4/12 読売新聞 28 [Ｆｒｉｄａｙさいたま イベントガイド] 親しまれ続ける観賞魚　春季企画展
「金魚」　県立川の博物館（寄居町小園）　※写真2

イベント情報

2013/4/12 埼北よみうり 3 7,260人が完走 熊谷さくらマラソン（熊谷市）　【5㎞】▶中学男子①時田俊吾
▶中学女子②小池優佳　（3/25埼玉新聞と一部同内容）

スポーツ（中学）

2013/4/12 埼北よみうり 3

寄居町の桜の歌 初披露（寄居町）　日米桜100周年の昨年、米ニューヨーク
のカーネギーホールで公演を行った五色桜物語合唱団が3月24日、寄居町中央公
民館で記念コンサート　初披露された新曲は、寄居町に300種1万本の桜の植樹を
進める「荒川グリーングリン」の活動に共鳴し制作　「桜咲く町 寄居町」「桜の町 寄
居」の2曲　※写真

文化・芸術

2013/4/12 埼玉新聞 7

寄居 準決勝へ進出 春季ペガサス杯少年硬式野球大会　2013年春季ペ
ガサス杯少年硬式野球大会　6日、前橋市民球場　リトルシニア関東連盟北関東
支部勢は、寄居リトルシニアが4強入り　▷2回戦　寄居リトルシニア7-0館林ボーイ
ズ（5回コールド）　▷準々決勝　寄居リトルシニア8-6足利リトルシニア

スポーツ（中学）

2013/4/12 埼玉新聞 12 金魚の歴史を紹介 来月6日まで 川博で企画展（寄居）　（4/6産経新聞と
同内容）　※写真

文化・芸術

2013/4/12 埼玉新聞 15 [第55期埼玉囲碁名人戦]　＝本戦2回戦＝　白 大岩徹（三郷）　黒 森屋偉作
（寄居）　【第2譜 54～79】

囲碁棋譜

2013/4/13 埼玉新聞 9 [春季高校野球地区大会]　[北部]　▷F組1回戦　早大本庄2-1寄居城北　（ほ
か同日の朝日、読売、毎日新聞の各紙に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2013/4/13 埼玉新聞 10

危険業務従事者叙勲 埼玉関係　瑞宝双光章　♢防衛功労　青木重信 61 元
1等陸尉 寄居　瑞宝単光章　♢警察功労　西野入代治 72 元県警警部補 寄居　
（ほか同日の朝日、読売、毎日、日経、東京新聞の各紙、4/14産経、東京新聞に
同様記事※東京新聞は㊤、㊦として2日間）

叙位叙勲

2013/4/13 埼玉新聞 13 [第55期埼玉囲碁名人戦]　＝本戦2回戦＝　白 大岩徹（三郷）　黒 森屋偉作
（寄居）　【第3譜 79～149】

囲碁棋譜

2013/4/14 埼玉新聞 11 [第55期埼玉囲碁名人戦]　＝本戦2回戦＝　白 大岩徹（三郷）　黒 森屋偉作
（寄居）　【第4譜 149～186】

囲碁棋譜

2013/4/16 埼玉新聞 6 [リトルシニア]　〈関東連盟春季大会〉　リトルシニア関東連盟春季大会　14日、
所沢中央リトルシニアグラウンドなど　相模原西4-1寄居　※写真

スポーツ（中学）

2013/4/16 埼玉新聞 11 [埼玉歌壇]　沖ななも選　（寄居）前川ヤス子 投稿

2013/4/17 朝日新聞 8

ホンダ、売電参入方針 新工場で太陽光発電 乗用車メーカーで初　ホ
ンダが16日、メガソーラー（大規模太陽光発電）事業に参入する方針を明らかに　
新工場の屋上に太陽光パネルを大量に設置、自然エネルギーの固定価格買い取
り制度使ってすべて売る計画　7月に操業を始める予定の埼玉製作所寄居工場の
屋上などに約2万枚を敷く　※写真

経済・産業

2013/4/17 日本経済新聞 11
寄居工場、年内にフル稼働 ホンダ 10月から新型フィット　ホンダの片山
常務執行役員は16日、埼玉製作所寄居工場について「年内にフル生産」との考え
示す　7月の稼働当初はミニバンのフリードを生産　その後フィットに切り替え

経済・産業
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2013/4/17 日本経済新聞 11 CO2排出量3割減を計画 ホンダの寄居工場　（同日の同紙〈35〉と同内容） 経済・産業

2013/4/17 日本経済新聞 35

「省エネ性能、世界水準」 ホンダ寄居工場、7月稼働　ホンダは16日、建
設中の寄居工場を公開　大規模太陽光発電所（メガソーラー）の設置や天然ガスを
使った大型コージェネレーション（熱電併給）システムの導入などで、車1台を生産
する際の二酸化炭素排出量を3割削減　新工場は7月稼働予定　新型「フィット」な
どを製造する小型車専用工場　敷地面積約95万平方㍍で県内屈指の大型工場　
※写真

経済・産業

2013/4/17 埼玉新聞 1
小型家電リサイクルで県内 31市町村が実施　使用済み小型家電のリサイ
クル法（制度）が今月1日に施行されたのを受け、県が16日、県内自治体の取り組
み状況をまとめ発表　【実施予定も時期は未定】寄居町

行政

2013/4/17 埼玉新聞 1
世界トップの省エネ工場 ホンダ寄居工場 ビオトープで希少種保護　敷
地内にビオトープを整備し在来の希少動植物を保護　（ほか同日の日本経済新聞
と同内容）　※写真

経済・産業

2013/4/17 埼玉新聞 2 [叙位叙勲]　16日　従六位瑞宝双光章　元小川町立小川小校長 黒沢圀臣氏
（81）＝寄居町用土（3月18日死去）　（ほか同日の読売新聞に同様記事）

叙位叙勲

2013/4/18 読売新聞 32 特産ハーブでマドレーヌ 寄居の「エキナセア」 高校生がレシピ開発　
（3/22埼北よみうりと同内容）　※写真2

地域

2013/4/18 毎日新聞 22 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子　寄居・小渕美津子 投稿

2013/4/18 埼玉新聞 7
寄居ＬＳ 4強止まり 前橋中央に0-7 春季ペガサス杯少年硬式野球大
会　2013年春季ペガサス杯少年硬式野球大会　13日、高崎寺尾グラウンド　▷準
決勝　前橋中央ボーイズ7-0寄居リトルシニア（五回コールド）

スポーツ（中学）

2013/4/19 毎日新聞 20 [インフォメーション] ステージ　●お伽寄席　27～28日、寄居町鉢形のアクト
スペース鉢形

イベント情報

2013/4/19 産経新聞 22 [イベントガイド] 埼玉　★全国育樹祭記念よりい花まつり　29日　寄居町の金
尾旧分校跡地など

イベント情報

2013/4/19 埼玉新聞 12
〝伝説の姫〟2代目募集 Myth乙姫ちゃん（寄居）　寄居町商工会青年部
が商工会のキャラクターをイメージした「Myth乙姫ちゃん」を務める女性を募集　2
代目　イベントに参加して寄居町をPRする　※写真

地域

2013/4/20 読売新聞 34 [Ｓａｔｕｒｄａｙさいたま レジャー]　[イベント]　♦若葉の会　27日、鉢形城歴史館 イベント情報
2013/4/20 埼玉新聞 17 [つれづれ]　亡母へのたより　和泉尚良（寄居町、60歳） 投稿

2013/4/21 さいたま報知 1
熊谷さくらマラソン大会　第23回熊谷さくらマラソン大会　3月24日、熊谷さくら
運動公園陸上競技場発着　【女子】▷5㌔中学生　②小池優佳（寄居男衾）18分4秒
④新井悠香（寄居男衾）18分33秒　（4/12埼北よみうりと一部同内容）

スポーツ（中学）

2013/4/21 さいたま報知 2

熊谷さくらマラソン　【男子】▷5㌔中学生　①時田俊吾（寄居男衾）16分1秒④重
松晟弥（寄居男衾）16分21秒　【女子】▷2.5㌔小学生　④福田舞菜（寄居鉢形）9分
43秒⑤吉田詩央（寄居桜沢）9分46秒　（3/25埼玉新聞、4/12埼北よみうりと一部
同内容）

スポーツ（小学）
スポーツ（中学）

2013/4/21 埼玉新聞 5 蔵祭りで地域とコラボ 寄居の酒造会社　「白扇」の藤﨑摠兵衛商店が「第4
回蔵祭り」を開いた　※写真

地域

2013/4/22 産経新聞 24 ▽寄居に農産物加工施設　寄居町に地場産の農産物を加工する施設「里の
駅アグリン館」が完成　27日に完成式が行われる

行政

2013/4/22 埼玉新聞 5

「埼玉をよく知って」 武蔵野銀行新入行員 三ツ又沼で保全作業　上尾
市など2市1町の荒川河川敷にある「三ツ又沼ビオトープ」で18日、武蔵野銀行の新
入行員116人らが外来植物の除去や伐採を行った　「みんなでやるので苦にならな
い」と寄居町の清田武史さん（23）　※写真

環境

2013/4/22 埼玉新聞 8
[関東高校県予選] 弓道　第1、最終日、20、21日・大宮公園弓道場　【男子】▷
個人（8射）　①藤井大幹（東農大三）8中　※藤井大幹（東農大三高3年、男衾中出
身）

スポーツ（高校）

2013/4/22 埼玉新聞 8 ♢バレーボール　春季県高校大会各地区予選（20、21日）　決勝記録　【北部】▷
女子　正智深谷2-0寄居城北

スポーツ（高校）

2013/4/22 埼玉新聞 13 [埼玉俳壇]　星野光二選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子 投稿

2013/4/23 埼玉新聞 5
環境保全16団体に助成 武蔵野銀行 みどりの基金贈呈式　武蔵野銀行
は22日、「公益信託武蔵野銀行みどりの基金」助成金贈呈式をパレスホテル大宮
で開催　助成先　⑭「寄居町かたくりを守る会」

環境

2013/4/24 日本経済新聞 13

[再生エネ ブームの裏側] 上 太陽光「好条件逃すな」 参入優先、稼
働に遅れ　再生可能エネルギーの全量買い取り制度が始まって10カ月　買い取
り価格」が4月から1割下がった　それ以前に認定をとれば1㌔㍗時42円で20年間売
電でき、好条件を逃すまいと企業が参入に走る　ホンダもその1社で、7月稼働の寄
居工場の屋根に太陽光パネル約2万枚を設置、売電事業に参入する計画　※写真

経済・産業

2013/4/24 埼玉新聞 15
見る、食べる、遊ぶ、楽しさ満載 ゴールデンウィークおすすめレジャー
情報　■寄居町　企画展「金魚」　川の博物館

イベント情報

2013/4/25 毎日新聞 26 [短歌]　■水野昌雄選　寄居・町田節子　[俳句]　■星野光二選　寄居・町田節
子 【評】　寄居・小渕美津子

投稿

2013/4/25 埼玉新聞 9 ♢陸上　第10回チャレンジ・ミートゥinくまがや（20日・熊谷スポーツ文化公園陸上
競技場）　各組1位　【女子】▷1500㍍ 1組　青木麗奈（寄居城南中）5分21秒40

スポーツ（中学）

2013/4/26 読売新聞 28
第24回「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰　（表彰式は5月18日、
三重県紀北町で開かれる全国「みどりの愛護」のつどいで）　▷荒川グリーングリン
（寄居町）　（ほか4/28埼玉新聞に同様記事）

受賞・表彰

2013/4/26 埼北よみうり 2 [スポットライト] 全国大会で準優勝に導く　女子中学ソフトボール 埼北ウィ
ンズ監督 深谷市立川本中学校教諭　菅谷昌弘さん（57） （寄居町）　※写真2

連載コラム

2013/4/26 埼北よみうり 4 [グルメ情報] パン café NaKaNaKa（寄居町）　※写真2、案内図 連載コラム
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2013/4/26 埼北よみうり 5 [春の花情報] ぼたん　蓮光寺（寄居町）　つつじ　金尾山つつじ（寄居町）　※
写真

イベント情報

2013/4/26 埼北よみうり 5 [ＧＷイベント情報]　かわはくGWまつり（寄居町）　4月27日～29日、5月3日～6
日　川の博物館

イベント情報

2013/4/26 埼北よみうり 6 [埼北5月ｉｎｆｏ]　12日（日）　♦寄居北條まつり　玉淀河原ほか（寄居町） イベント情報

2013/4/26 毎日新聞 26 [インフォメーション] イベント　●第37回全国育樹祭記念よりい花まつり　29
日、寄居町金尾旧分校跡地など

イベント情報

2013/4/26 埼玉新聞 7
北関東支部春季大会 組み合わせ決定 [リトルシニア]　リトルシニア関東
連盟北関東支部の春季大会兼埼玉新聞社旗争奪戦　20日、組み合わせが決定　
※トーナメント表　寄居-戸田

スポーツ（中学）

2013/4/26 埼玉新聞 8 ♦郷土力士新番付♦　【序二段】湊竜（寄居・湊） スポーツ（大相撲）

2013/4/26 埼玉新聞 12 境内にこぼれるボタン 彩り豊か100種類 蓮光寺（寄居）　寄居町用土の
蓮光寺でボタンの花が見ごろを迎える　100種類1500株　※写真

地域

2013/4/27 読売新聞 32 [よみうり文芸] 短歌　花山多佳子選　【入選】　寄居町　町田節子 投稿

2013/4/27 読売新聞 34 [Ｓａｔｕｒｄａｙさいたま レジャー]　[音楽]　♦歴史館deJazz　5月3日、鉢形城歴
史館

イベント情報

2013/4/27 東京新聞 24 寄居町の特産品 店で加工、直売 きょうオープン　（4/22産経新聞と同内
容）　※写真

行政

2013/4/27 埼玉新聞 7

[県高校総体] 陸上　各地区予選　「北部」（第1日・熊谷スポーツ文化公園陸上
競技場）　【男子】▷400㍍　①本間大介（東農大三）50秒35　▷400㍍リレー　①本庄
東（野村、久保、亀井、山田）　※本間大介（東農大三高3年、男衾中出身）、野村
雄太（本庄東高3年、城南中出身）

スポーツ（高校）

2013/4/27 埼玉新聞 13 [まちひとであい GW特集] 催し　♦第37回全国育樹祭記念よりい花まつり（寄
居）　29日、金尾地区の旧分校跡地

イベント情報

2013/4/29 東京新聞 18

鳥獣被害 地道に防ぐ 春の叙勲・旭日双光章 県猟友会の元会長 石
沢巌さん（85）　29日付で発令された1013年春の叙勲　旭日双光章を受章した元
県猟友会長の石澤巖さん（85）＝寄居町富田＝　1976年から2004年まで30年近く、
県猟友会の理事や会長を歴任　03年からは大日本猟友会の理事も一年近く務め
た　※写真

叙位叙勲

2013/4/29 東京新聞 18 新聞配達を安全に 寄居で安全講習会　新聞配達員らを対象にした交通安
全講習会　28日　寄居署が開催　町内の販売店所長や従業員ら約100人が参加

地域

2013/4/29 埼玉新聞 4 春の叙勲 県内受章者　♦旭日双光章　石沢巌 85 元県猟友会長 寄居　（ほか
同日の朝日、読売、毎日、日経、産経、東京新聞の各紙に同様記事）

叙位叙勲

2013/4/29 埼玉新聞 5 [今週のこよみ]　3日（金）　【県内】▷かわはくGWまつり（6日まで、寄居町・県立
川の博物館）

その他

2013/4/29 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　星野光二選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2013/4/29 埼玉新聞 10
[県高校総体] 少林寺拳法　28日（小川高校）　【女子】▷団体　①小川　▷組演
武　①新井綾乃、野沢侑加（小川）　②田野風、田村（小川）　▷単独演武　①石田
愛琳（小川）　※野澤侑加、田村香、石田愛琳（小川高3年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2013/4/29 埼玉新聞 10
[県高校総体] 陸上　各地区予選　「北部」（最終日・熊谷スポーツ文化公園陸
上競技場）　【男子】▷200㍍　②本間（東農大三）22秒27　※本間大介（東農大三高
3年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2013/4/29 埼玉新聞 11 [関東高校県予選] ハンドボール　28日（第2日・くまがやドームほか）　【女
子】▷f組1回戦　浦和南19-11寄居城北

スポーツ（高校）

2013/4/29 埼玉新聞 11

♢柔道　春季高校北部地区大会最終日（26日・熊谷市民体育館）　▷女子70㌔級　
下沢（桶川） 崩れ上四方固め 片田（児玉）　▷同78㌔級　中島（児玉） 払い腰 杉田
（児玉）　※片田紅葉（児玉高2年、男衾中出身）、杉田綾音（児玉高3年、男衾中出
身）

スポーツ（高校）

2013/4/29 埼玉新聞 16
甲冑姿で戦国合戦 所沢で滝の城まつり　所沢市で28日、「戦国滝の城ま
つり」　地元ボランティアと鉢形城のある寄居町民の計約50人が模擬合戦を行った　
※写真

地域

2013/4/30 読売新聞 10 [Ｕ-25]　中原友美　20　埼玉県寄居町　※イラストの投稿 投稿

2013/4/30 埼玉新聞 5 県スポ少野球部会 大宮で定期総会　県スポーツ少年団野球部会の平成24
年度定期総会　主な役職者　▷委員長代行　松本勇（寄居）

スポーツ（小学）

2013/4/30 埼玉新聞 7 [県高校総体] サッカー　29日　各地区予選　【北部】＝2回戦（第2日・熊谷西高
校ほか）　▷F組　本庄東3-1寄居城北

スポーツ（高校）

2013/4/30 埼玉新聞 7 ラグビー県中学生大会　県中学大会兼関東中学大会県予選　29日、熊谷ラグ
ビー場　▷1回戦　城西川越31-15寄居

スポーツ（中学）

2013/4/30 埼玉新聞 10
[「農」を知り、「食」を学ぶ-地域で支える地産地消〈Vol.11〉] ならでは
の食　「博物館の料理人」の腕を振るいたい 若者発案の牛乳レシピの商品化に
挑む 県立川の博物館のレストラン店長・シェフ　近藤治行さん　※写真

特集

2013/4/30 埼玉新聞 11 [埼玉歌壇]　沖ななも選　（寄居）松村章子 投稿

2013/4/30 埼玉新聞 30

石澤翁の精神継承を ネット上に「記念館」設立 寄居　寄居町の教育者で
政治家の石澤義夫（俳号・無腸）翁（1898～1978）の精神を継承しようと「石澤義夫
記念館」設立　建物を建設したわけでなくインターネット上に「石澤義夫記念館ホー
ムページ」開設　設立総会と記念講演会が寄居町中央公民館で開かれた　生前石
澤翁と親しかった東京学芸大学名誉教授の吉田鷹村氏（91）が講演　※写真

地域

2013/5/1 毎日新聞 21 金尾山のヤマツツジ満開 1万本が自生 寄居　寄居町西部にある金尾山
のヤマツツジが満開　※写真

地域
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2013/5/2 埼玉新聞 13

「育樹祭の町」ＰＲ 寄居で花まつり ヤマツツジ100本植樹　今年11月に
寄居町で「第37回育樹祭」が開催されることをPRしようと「よりい花まつり」が4月29
日、金尾旧分校跡地で行われた　金尾山県有林でヤマツツジの苗木約100本を植
樹　約5千株のヤマツツジが見頃　演奏、民謡踊り、合唱など　育樹祭に向けムー
ド盛り上げる　※写真

地域

2013/5/3 読売新聞 27
県内のメガソーラー 寄居などで14施設計画　県が今年6月から、県環境整
備センター（寄居町）の廃棄物最終処分場の跡地で出力」2621㌔・㍗の施設の運転
開始を予定するなど、メガソーラーは計14施設で計画されている

経済・産業

2013/5/3 埼玉新聞 2

県ふるさと創造支援 エコや観光支援 36市町村46事業補助　県は2日、
地域づくり事業を補助する本年度の「県ふるさと創造資金支援事業」の配分を発表　
第1回分補助総額約3億3千万円　主な事業　▷11月開催の全国育樹祭に合わせ、
観光資源を整備する「寄居力〝景観・歴史文化〟発信事業」（寄居町＝補助額680
万円）

行政

2013/5/4 埼玉新聞 6
[リトルシニア]　〈北関東支部春季大会〉　リトルシニア関東連盟北関東支部の春
季大会兼埼玉新聞社旗争奪戦　4月28、29日、庄和リトルシニアグラウンドなど　▷1
回戦　寄居5-4戸田　▷2回戦　寄居7-1新座東

スポーツ（中学）

2013/5/4 埼玉新聞 14
「桜の町」推進に弾み みどりの愛護功労者表彰 寄居の住民グループ
へ　寄居町で桜の町おこしを進めている住民グループ「荒川グリーングリン」　第
24回「みどりの愛護」功労者の国土交通大臣表彰が決まる　全国で78団体が受賞

受賞・表彰

2013/5/5 東京新聞 20 ホンダ車購入に10万円助成 本年度 工場進出の寄居町　（3/20朝日新
聞と同内容）

行政

2013/5/5 埼玉新聞 11 農産物加工の拠点に 「アグリン館」オープン 寄居　寄居町の農産物加工
施設「里の駅アグリン館」がオープン　※写真

行政

2013/5/6 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　松本旭選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子　(寄居)石澤無涯 投稿

2013/5/6 埼玉新聞 7
決勝は深谷VS浦和 [関東高校県予選] ラグビー　5日（第4日・熊谷ラグ
ビー場）　▷準決勝　深谷59-19川越工　【深谷】FW 佐藤　※佐藤郁也（深谷高3年、
寄居中出身）　（ほか5/9毎日新聞に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2013/5/6 埼玉新聞 7
[関東高校県予選] 卓球　5日（第2日・上尾運動公園体育館）　▷女子ダブルス
準々決勝　荒井・竹前（正智深谷）3-0新井・大沢（本庄第一）　※新井鈴音（本庄第
一高2年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2013/5/6 埼玉新聞 7 ♢バスケットボール　関東高大会北部地区予選（4日・熊谷市民体育館）　▷女子
代表決定戦　寄居城北50-47深谷一

スポーツ（高校）

2013/5/6 埼玉新聞 8 本社主催・後援の催し　12日（日）▷佐々紅華音楽会（寄居町枕流荘「京亭」） イベント情報
2013/5/6 埼玉新聞 8 [今週のこよみ]　12日（日）▷寄居北條まつり（寄居町・玉淀河原、市街地通り） その他

2013/5/8 埼玉新聞 8
[関東高校県予選] 柔道　第1、2日、6、7日、県武道館　▷女子団体準々決勝　
児玉1-0武蔵越生　▷同準決勝　児玉0-0花咲徳栄（代表勝ち）　▷同決勝　埼玉栄
2-0児玉 前嶋 引き分け 杉田(大将戦)　※杉田綾音（児玉高3年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2013/5/9 産経新聞 23 県のふるさと創造資金 36市町村、46事業採択　（5/3埼玉新聞と同内容） 行政

2013/5/9 東京新聞 14 [情報の道しるべ ほっとなび] ●祭り　★寄居北條まつり（埼玉）　12日　※
写真

イベント情報

2013/5/9 埼玉新聞 7

浦和A 猛打で完勝 寄居 打線沈黙1安打 ベスト4出そろう [リトルシニ
ア]　〈北関東支部春季大会〉　リトルシニア関東連盟北関東支部の春季大会兼埼
玉新聞社旗争奪戦　4、5日、加須市田ケ谷サンスポーツランド　▷準々決勝　浦和
A11-0寄居　※写真

スポーツ（中学）

2013/5/9 埼玉新聞 8
[関東高校県予選] 柔道　最終日、8日、県武道館　女子4強によるリーグ戦、
78㌔級は杉田綾音（児玉）らが初優勝　▷女子78㌔級　①杉田綾音（児玉）3勝　※
杉田綾音（児玉高3年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2013/5/10 読売新聞 30 [よみうり文芸] 俳句　岡田日郎選　【入選】寄居町　田中美枝子 投稿

2013/5/10 埼北よみうり 2 新聞販売店が交通安全・防犯講習（寄居町）　（4/29東京新聞と同内容）　
※写真

地域

2013/5/10 埼北よみうり 8 農産物加工施設オープン（寄居町）　（5/5埼玉新聞と同内容）　※写真 行政

2013/5/10 毎日新聞 24 [インフォメーション] イベント　●第52回寄居北條まつり　12日、寄居町玉淀
河原・市街地

イベント情報

2013/5/10 埼玉新聞 6 第52回寄居北條まつり 5月12日（日） 戦国時代さながらの迫力　※1面
広告

特集広告

2013/5/10 埼玉新聞 7

全国スポーツ少年団軟式野球大会県予選  4強長瀞秩父美里城南進
出　第35回全国スポーツ少年団小学生軟式野球交流大会県予選兼第32回県ス
ポーツ少年団夏季小学生軟式野球交流大会　○…北部　5、6日・深谷市岡部中央
グラウンドほか　▷1回戦　中町ジュニア（寄居）12-2マッキーズ（寄居）（五回コール
ド）　江南ファイターズ（熊谷）9-1オブスマクラブ（寄居）（六回コールド）　城南キン
グフィッシャーズ（寄居）16-5花園（深谷）（五回コールド）　皆野少年野球7-5用土コ
ルツ（寄居）（六回コールド）　▷2回戦　秩父ドリームズ17-1中町ジュニア（五回コー
ルド）　城南キングフィッシャーズ7-7神川少年野球（城南の抽選勝ち）　▷準々決勝　
城南キングフィッシャーズ8-8皆野少年野球（城南のサドンデス勝ち）

スポーツ（小学）

2013/5/10 埼玉新聞 7

♢サッカー　第37回全日本少年大会北部地区予選（4月27、28日・神川町営グラ
ウンドほか）　【予選リーグ】▷A-2組　寄居FC2001 3-2本庄旭、寄居FC2001 1-0大
里FCJr.、寄居FC2001 3-2成田フリーダムFC ①寄居FC2001　▷A-4組　熊谷さくら
9-0男衾（寄居）、深谷西3-0城南FC（寄居）、城南FC7-0男衾、深谷西3-0男衾、江
南南B8-0城南FC、江南南B23-0男衾、熊谷さくら2-1城南FC　▷D-3組　J-
FEZNTSFC（寄居）3-2神川パルフェB、深谷藤沢A5-0J-FEZNTSFC、FCCIVETTA･
B1-0J-FEZNTSFC、J-FEZNTSFC3-3岡部本郷

スポーツ（小学）
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2013/5/11 朝日新聞 29 合角ダムの取水きょうから制限 給水に影響なし　（同日の東京新聞と同
内容）

行政

2013/5/11 読売新聞 27 [Ｓａｔｕｒｄａｙさいたま レジャー]　まつり　♦寄居北條まつり　12日、寄居町の玉
淀河原、市街地

イベント情報

2013/5/11 読売新聞 29 合角ダム貯水量減で91％の取水制限実施 きょうから　（同日の東京新
聞と同内容）

行政

2013/5/12 毎日新聞 23 合角ダムが取水制限へ きょうから　（同日の東京新聞と同内容） 行政
2013/5/11 産経新聞 21 合角ダム貯水低下 深谷など取水制限へ　（同日の東京新聞と同内容） 行政

2013/5/11 東京新聞 22

合角ダムで初の取水制限 きょうから　県は10日、渇水対策本部を設置　昨
年秋からの降水量の低下で貯水量が低下した合角ダムで、11日午前9時から取水
制限を行う　2003年の完成以来初めて　現在の貯水率13.7％　取水している県企
業局と深谷市、寄居町、小鹿野町がそれぞれ20～100％の範囲内で取水制限

行政

2013/5/11 埼玉新聞 8 [関東高校県予選] バスケットボール　10日（第1日・上尾運動公園体育館ほ
か）　▷女子1回戦　不動岡72-59寄居城北

スポーツ（高校）

2013/5/11 埼玉新聞 17 荒川水系の合角ダム きょうから取水制限 家庭生活など影響なし　（同
日の東京新聞と同内容）

行政

2013/5/12 朝日新聞 17

設楽兄弟、Ｂ標準突破 引っ張り合い流れに乗れた　陸上　11日　ゴール
デンゲームズinのべおか　宮崎延岡市西階陸上競技場　男子1万㍍は設楽啓太が
27分51秒54の大会新で1位になり、同54秒82で3位に入った双子の弟、悠太（とも
に東洋大）と今夏の世界選手権（モスクワ）の参加標準記録B（28分5秒00）を破っ
た　優勝の啓太は「2人で引っぱりあっていい流れに乗れた」　悠太は「次はA標準
を狙いたい」　※設楽啓太・悠太（東洋大4年、男衾中出身）

スポーツ（陸上）

2013/5/12 読売新聞 21 設楽1万㍍大会新　（同日の朝日新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2013/5/12 埼玉新聞 5
深谷 貫禄の3連覇 [関東高校県予選] ラグビー　11日（最終日・熊谷ラグ
ビー場）　▷決勝　深谷12-5浦和　【深谷】FW 佐藤　※佐藤郁也（深谷高3年、寄居
中出身）　（ほか同日の毎日新聞に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2013/5/12 埼玉新聞 5 [関東高校県予選] バレーボール　11日　第1日・越谷総合体育館ほか　【女
子】▷1回戦　寄居城北2-0本庄第一　▷2回戦　春日部共栄2-0寄居城北

スポーツ（高校）

2013/5/12 埼玉新聞 6

[県高校総体] 陸上 納得の後半勝負 本間　11日（第1日・熊谷スポーツ文
化公園陸上競技場）　【男子】▷400㍍　①本間大介（東農大三）48秒72　▷走り幅跳
び　②野村（本庄東）6㍍80　男子400㍍は終盤のラストスパートでライバルたちを蹴
散らした本間が初優勝　※写真（本間）、本間大介（東農大三高3年、男衾中出
身）、野村雄太（本庄東高3年、城南中出身）

スポーツ（高校）

2013/5/12 埼玉新聞 10
駅弁の歴史たどる 大宮の県博季節展示 大正から現代まで　県立歴史
と民俗の博物館　7月15日まで、全国各地の駅弁の掛け紙などを集めた季節展示
「旅の楽しみ～駅弁～」　戦前に寄居駅などで販売された「幻の駅弁」も　※写真

文化・芸術

2013/5/12 埼玉新聞 11
[この一品] ブランド豚おいしく やまだ家（深谷）の「武州豚とんかつ定
食」　とんかつ好きに人気の「武州豚とんかつ定食」（1300円）　寄居町富田の手づ
くりハム工房「バルツバイン」の自家農場産ブランド豚「武州豚」を使用

連載コラム

2013/5/13 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　松本旭選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子 投稿
2013/5/13 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や0-0　※夏場所初日 スポーツ（大相撲）

2013/5/13 埼玉新聞 11
[県高校総体] 陸上　12日（第2日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場）　【男
子】▷400㍍リレー　①松山（奥、福島、舛田、北川）41秒52　※奥秀平（松山高3年、
城南中出身）

スポーツ（高校）

2013/5/13 埼玉新聞 17 鉢形城攻防戦を再現 寄居北條まつり　寄居北條まつりが12日、寄居町の
玉淀河原などで行われた　※写真　（1面に写真付き見出し）

地域

2013/5/14 埼玉新聞 9

全国スポーツ少年団軟式野球大会県予選　○…北部　12日・深谷市岡部
中央グラウンド　▷準決勝　美里少年野球6-5城南キングフィッシャーズ（寄居）（六
回コールド）　▷代表決定戦　長瀞ジャイアンツ7-5城南キングフィッシャーズ（六回
コールド）　【個人賞】優秀選手　杉山直杜（城南キングフィッシャーズ）　※写真

スポーツ（小学）

2013/5/14 埼玉新聞 9
[今週のホームラン]　5月5日＝坂本堅也、小泉裕一朗（中町ジュニア）村山諒
（オブスマクラブ）杉山直杜、鳥塚翔大（城南キングフィッシャーズ）　5月6日＝志村
瞭2本（城南キングフィッシャーズ）

スポーツ（小学）

2013/5/14 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●0-1　※夏場所2日目 スポーツ（大相撲）

2013/5/15 埼玉新聞 5
[県内上場企業3月期決算] 自動車好調で増収増益 バナーズ　バナー
ズ（熊谷市）　主力の自動車販売事業で熊谷店や寄居店がリニューアルオープンし
て35％の売上増

経済・産業

2013/5/15 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や0-1　※夏場所3日目 スポーツ（大相撲）
2013/5/16 毎日新聞 22 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 (評) 投稿

2013/5/16 東京新聞 24
災害避難所に32寺院を活用へ 県仏教会支部と寄居町　寄居町は県仏
教会寄居支部の32寺院と、災害時に一時避難所として利用できる協定を結ぶ　県
内初の試み

行政

2013/5/16 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○1-1　※夏場所4日目 スポーツ（大相撲）
2013/5/17 東京新聞 5 [私のイラスト]　中原友美（埼玉県寄居町）　※イラストの投稿 投稿
2013/5/17 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○2-1　※夏場所5日目 スポーツ（大相撲）

2013/5/17 埼玉新聞 11
故郷の風景よ永遠に 元電通社員岩田さんが写真集（寄居）　「荒川を
撮る会」代表の岩田省三さん（75）が寄居の四季の風景を撮影した写真集「ふるさ
と漫写」を自費出版　※写真

文化・芸術

2013/5/18 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や2-1　※夏場所6日目 スポーツ（大相撲）
2013/5/18 埼玉新聞 15 [つれづれ]　風の花畑　大野順一（寄居町、67歳） 投稿
2013/5/19 埼玉新聞 5 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や2-1　※夏場所7日目 スポーツ（大相撲）
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2013/5/20 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　松本旭選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)石澤無涯 投稿
2013/5/20 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○3-1　※夏場所8日目 スポーツ（大相撲）

2013/5/20 埼玉新聞 10

男子1万㍍で設楽悠が3位 関東学生対校陸上 納得の走りで日本人
トップ　陸上の関東学生対校選手権第2日　19日、国立競技場など　男子1万㍍は
設楽悠太（武蔵越生高出、東洋大）が28分31秒14で日本人トップの3位　5位になっ
た双子の兄、啓太とともに世界選手権出場が目標　※設楽悠太・啓太（東洋大3
年、男衾中出身）　（ほか同日の毎日新聞に試合結果記事）

スポーツ（陸上）

2013/5/21 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や3-1　※夏場所9日目 スポーツ（大相撲）

2013/5/21 埼玉新聞 15 地震など災害時はお寺に一時避難を 寄居町と仏教会が協定　（5/16
東京新聞と同内容）

行政

2013/5/22 朝日新聞 30 [埼玉マリオン] ●アート　♦水彩の会 発表展示会　24日～27日　深谷駅市民
ギャラリー2　※作品画像

イベント情報

2013/5/22 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●3-2　※夏場所10日目 スポーツ（大相撲）

2013/5/23 毎日新聞 22 [短歌]　■水野昌雄選　寄居・町田節子　[俳句]　■星野光二選　寄居・町田節
子　寄居・小渕美津子

投稿

2013/5/23 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●3-3　※夏場所11日目 スポーツ（大相撲）
2013/5/24 埼北よみうり 5 戦国時代の合戦再現（寄居町）　（5/13埼玉新聞と同内容）　※写真 地域

2013/5/24 埼北よみうり 6 [エンタメ] 展示会　水彩の会 発表展示会　寄居町生涯学習教室「水彩の会」　
5月24日～27日　深谷駅2階市民ギャラリー

イベント情報

2013/5/24 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や3-3　※夏場所12日目 スポーツ（大相撲）

2013/5/24 埼玉新聞 8 [第35回埼玉県アマチュアゴルフ選手権大会 2013] 参加選手募集中‼　
昨年の上位選手の成績　+10 ⑳ 相田芳男（寄居） 75 79 154

スポーツ（アマゴル
フ）

2013/5/24 埼玉新聞 12
育樹祭に向け金尾山を清掃 ボランティア120人（寄居）　11月に行われる
「第37回全国育樹祭」に向け、会場地の一つとなる寄居町金尾の金尾山でボラン
ティア約120人が清掃活動　※写真

地域

2013/5/24 埼玉新聞 13

楽しみながら風景画 寄居の「水彩の会」 きょうから展示会 深谷　寄居
町の生涯学習教室「水彩の会」が24日から28日まで、「第8回発表展示会」を深谷
駅市民ギャラリーで開く　中高生から70代までの生徒約30人が作品約80点を出品　
男衾コミュニティーセンターを中心に活動　講師は寄居町用土の水彩画家清澤正
孝さん（60）　※写真

文化・芸術

2013/5/24 埼玉新聞 13
エキナセアマドレーヌ 寄居城北高生徒が販売 あすから熊谷　寄居城
北高校の生徒たちが25、26日、熊谷市の八木橋百貨店で町特産のハーブ「エキナ
セア」を使ったマドレーヌを販売する　（ほか3/22埼北よみうりと同内容）

地域

2013/5/25 産経新聞 23
評判上々 高校生考案マドレーヌ 寄居特産ハーブ使用 熊谷で生徒が
販売へ　（ほか3/23埼北よみうり、5/24埼玉新聞と同内容）　※写真2

地域

2013/5/25 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や3-3　※夏場所13日目 スポーツ（大相撲）
2013/5/25 埼玉新聞 15 [まちひとであい] 催し　♦寄居町社会福祉大会（寄居）　6月1日、中央公民館 イベント情報

2013/5/25 埼玉新聞 18 [県展特選入賞者] 書　▷県美術家協会会長賞「寒山詩」鳥塚健（大里郡寄居
町）

受賞・表彰

2013/5/26 東京新聞 24

寄居城北高生が洋菓子考案 地元ハーブ特産化へひと肌　寄居町が特
産化を目指しているハーブ「エキナセア」を使い寄居城北高校で考案したマドレー
ヌが商品化され、25日、生徒たちが熊谷市内の百貨店で販売　（ほか3/22埼北よ
みうりと同内容）　※写真

地域

2013/5/26 埼玉新聞 3 4月1日現在の県内市町村別推計人口　（県統計課調べ）　寄居町　世帯数
12,590　人口総数34,676　男17,148　女17,528

統計

2013/5/26 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【序二段】★湊竜（寄居）●3-4　※夏場所14日目（本紙「や」
だが読売新聞により「●」に修正

スポーツ（大相撲）

2013/5/27 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【序二段】★湊竜（寄居）や3-4　※夏場所千秋楽 スポーツ（大相撲）

2013/5/27 埼玉新聞 6 [県高校総体] ハンドボール　26日（第1日・三郷総合体育館ほか）　【女子】▷2
回戦　浦和南15-5寄居城北

スポーツ（高校）

2013/5/27 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　松本旭選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)石澤無涯 投稿

2013/5/27 埼玉新聞 10
第63回県展入選者　日本画 松本喜美子　洋画 荻原貴美　柴﨑惠子　保泉俊
雄　恒木進　高栁穎子　村松泰弘　西澤滿　工芸 入江友芳　書 津久井栄子　八鍬
紀子　小野田澄枝　写真 木島宏

文化・芸術

2013/5/27 埼玉新聞 11 [けやき 読者の声]　テーマ投稿 待機児童　正確にニーズの把握を 大野順一
（67歳・寄居町）

投稿

2013/5/28 朝日新聞 28

珍しい紫色などバラ200株見ごろ 寄居、復興支援催しも　自慢の庭を
「ローズガーデン」と名付けて開放している寄居町西ノ入の中嶋誠さん（56）宅で200
株を超えるバラが見頃　来月1、2日に東日本大震災の復興支援フェスタを開催　
※写真

地域

2013/5/28 読売新聞 31
[Ｔｕｅｓｄａｙさいたま ひろば]　[今週のテーマ 映画]　撮影参加の思い出 主婦 
荻原文子 63（深谷市）　昭和35年頃、寄居町の折原小学校に東京から映画の撮影
隊　小学生もエキストラとして撮影に参加

投稿

2013/5/28 埼玉新聞 7 [リトルシニア]　〈関東連盟夏季大会〉　リトルシニア関東連盟夏季大会　26日、
庄和リトルシニアグラウンドなど　▷1回戦　青葉緑東4-3寄居

スポーツ（中学）

2013/5/29 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

1 県中学生ラグビーフットボール大会　　【対戦トーナメントの記録】　（4/30埼
玉新聞と同内容）

スポーツ（中学）

2013/5/29 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

1

東上沿線中学ソフトボール　第39回東上沿線中学女子ソフトボール大会　
鶴ヶ島藤中学校　【決勝トーナメントの記録】▷1回戦（4月29日）　寄居城南中5-1狭
山西中　▷準々決勝　寄居城南中4-1坂戸中　▷準決勝（5月6日）　所沢狭山ヶ丘中
3-2寄居城南中　【予選リーグの順位】▷Aブロック　①寄居城南中

スポーツ（中学）
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2013/5/29 埼玉新聞 9
[県ジュニア女子]　ゴルフの第23回埼玉県ジュニア選手権女子の部兼国体・関
東選手権県予選　28日・嵐山CC＝5858㍎、パー72、出場81人　▷12～14歳　④吉
田（寄居城南）77

スポーツ（中学）

2013/5/29 埼玉新聞 15 [まちひとであい] 募集　♦フリーマーケット出店希望者募集（寄居）　6月16日、
役場ロータリー　対象は町内在住の個人・グループ

イベント情報

2013/5/30 産経新聞 22 [イベントガイド] 埼玉　★荒川を撮る会写真展「荒川いま・むかし」　6月23日ま
で　県立川の博物館

イベント情報

2013/5/31 読売新聞 30

「そして父になる」撮影地 寄居 早くもＰＲ準備　カンヌ国際映画祭で審査
員賞を受賞した「そして父になる」（是枝裕和監督）は一部シーンを寄居町で撮影　
商工会がこれを町おこしにつなげようと準備始める　撮影地は寄居町藤田の荒川
河川敷　日本での映画公開は10月5日だが、気の早い人がすでに足を運ぶ　商工
会は急きょ草刈りを実施　案内板も設置する予定　※写真

地域

2013/5/31 毎日新聞 22

[インフォメーション] イベント　●第3回東日本大震災復興チャリティー・ローズ

ガーデンフェスタ　6月1、2日、寄居町西ノ入の中嶋さん宅　展覧会　●荒川を撮
る会創立15周年記念写真展「荒川 いま むかし」　6月23日まで、寄居町の埼玉県
立川の博物館

イベント情報

2013/5/31 産経新聞 22 [イベントガイド] 埼玉　★荒川を撮る会写真展「荒川いま・むかし」　6月23日ま
で　寄居町の県立川の博物館

イベント情報

2013/5/31 埼玉新聞 10･11

[think the saitama 2013.05 Vol.1 埼玉新聞環境キャンペーンECO贔
屓] エネルギーの地産地消へ 相次ぐメガソーラー建設　伸びる再生エネ
発電けん引するメガソーラー　寄居町三ケ山　県環境整備センターの廃棄物最終
処分場の埋め立て跡地に大規模な太陽光発電所の建設が進む　エネワンソー
ラーパーク寄居　※写真

特集

2013/5/31 埼玉新聞 12 被災地の復興願い「バラの庭」解放 あすからフェス（寄居）　（5/28朝日
新聞と同内容）　※写真

地域

2013/5/31 埼玉新聞 15

高校生考案の牛乳料理 寄居・川の博物館 来月、限定セット販売　県
立川の博物館内のレストラン「ウォーターミル」　牛乳月間に合わせて6月の土、日
曜日、県内の高校生2人が考案した牛乳料理セット「ミルクたっぷりコンボランチ」
（850円）を提供　「第33回牛乳・乳製品利用料理コンクール県大会」の入賞作品　
寄居産の野菜もたっぷり使う　※写真

地域

2013/6/1 読売新聞 31 [Ｓａｔｕｒｄａｙさいたま レジャー]　[歩く]　♦河川敷を通り川の博物館へ　9日、
秩父鉄道寄居駅北口集合

イベント情報

2013/6/2 埼玉新聞 6
[関東高校大会] 柔道　1日（第1日・茨城県武道館）　【女子】▷個人78㌔級準々
決勝　杉田（児玉） 優勢 山田（東京・淑徳）　※杉田綾音（児玉高3年、男衾中出
身）

スポーツ（高校）

2013/6/3 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)石澤無涯 (評)　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2013/6/3 埼玉新聞 8
[関東高校大会] 柔道　2日（最終日・茨城県武道館）　【女子】▷個人78㌔級準
決勝　山口（千葉明徳） 払い巻き込み 杉田（児玉）　※杉田綾音（児玉高3年、男衾
中出身）

スポーツ（高校）

2013/6/3 埼玉新聞 8
[関東高校大会] 少林寺拳法　2日（第1、最終日・小瀬スポーツ公園武道館）　
▷女子組演武　⑤新井、野沢（小川）258点　⑦田野風、田村（小川）257点　※野澤
侑加・田村香（小川高3年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2013/6/4 埼玉新聞 9

県下少年少女柔道大会　県接骨師会主催の第21回県下少年少女柔道大会
兼第36回公益社団法人埼玉県接骨師会柔道大会　深谷ビッグタートル　各優勝
者、小学5年生で準優勝の小林隼（寄居男衾道場）ら5人は、10月14日に講道館で
行われる文部科学大臣杯争奪第22回日整全国少年柔道大会に出場

スポーツ（小学）

2013/6/6 読売新聞 32

彩の国みどりの基金 寄付の2社に感謝状　上田知事は5日、「彩の国みど
りの基金」に約81万円寄付したとして、「ベルク」（寄居町）と食品会社「日本ハム」
（大阪市）に感謝状を贈呈　県内ベルク56店舗で販売した「森の薫りウインナー」
（日本ハム製造）一つにつき2社が1円ずつ寄付　2009年から計330万円　※写真

経済・産業

2013/6/6 毎日新聞 22 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2013/6/7 毎日新聞 22
[インフォメーション] 展覧会　●第5回寄居総合美術展　14日・15日・16日　寄
居町中央公民館　●第2回一般公開美術講座　16日、寄居町中央公民館　「どうし
たらよい写真をつくれるか？」をテーマにフリーカメラマンの平野晋子さんが講演

イベント情報

2013/6/7 埼玉新聞 9

全日本学童軟式野球県予選　高松宮賜杯第33回全日本学童軟式野球大会
埼玉県予選　1日、県営大宮球場　▷1回戦　城南キングフィッシャーズ（寄居）12-9
志木二小メイツ（六回コールド）　▷2回戦　吉川ウィングス5-1城南キングフィッ
シャーズ

スポーツ（小学）

2013/6/7 埼玉新聞 13
荒川の今と昔 変遷写す82点 川博で「撮る会」写真展（寄居）　県立川
の博物館は23日まで、「荒川を撮る会」の創立15周年記念写真展「荒川いま・むか
し」を開催　戦前・戦後と現代の写真を中心に82点を展示　※写真

文化・芸術

2013/6/8 読売新聞 32 [よみうり文芸] 俳句　岡田日郎選　【佳作】寄居町　町田節子 (評)　川柳　岡
部美雄選　【入選】寄居町　町田節子

投稿

2013/6/8 東京新聞 5 [発言]　憲法改悪は英霊も反対　無職 南部敏明 77 （埼玉県寄居町） 投稿

2013/6/8 埼玉新聞 2 5月1日現在の県内市町村別推計人口　（県統計課調べ）　寄居町　世帯数
12,638　人口総数34,652　男17,140　女17,512

統計

2013/6/9 日本経済新聞 11
[日曜に考える 創論] 製造業は国内に戻るか 需要のある所で生産 
基幹技術は日本に残す　ホンダ社長 伊東孝紳氏　※インタビュー記事
（寄居工場の稼働について等）、写真

経済・産業

2013/6/9 埼玉新聞 5 [今週のこよみ]　16日（日）　【県内】荒川ゼミナールⅠ講演会「荒川から見た関
東の河川環境」（寄居町・県立川の博物館）

その他
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2013/6/9 埼玉新聞 7 ♢バスケットボール　県学校総体高校の部北部地区予選（8日・本庄シルクドー
ム）　▷女子代表決定戦　寄居城北63-51深谷一

スポーツ（高校）

2013/6/9 埼玉新聞 11

コンビニからいざ出陣 寄居の「戦国ハーぶー丼」 11日からサンクスな
どで　寄居町の特産ハーブ「エキナセア」を使い寄居町商工会青年部が考案した
「戦国ハーぶー丼」がコンビニ弁当に　「サークルK」と「サンクス」の関東地域店舗
1417店で11日から7月8日まで販売　昨年11月の「第10回埼玉B級ご当地グルメ王
決定戦」でサークルKサンクス賞を受賞　498円、10万食の販売を見込む　※写真

地域
経済・産業

2013/6/11 埼玉新聞 8
[県高校総体] 柔道　第1日、10日・県武道館　【女子】▷個人78㌔級準決勝　杉
田（児玉） 支え釣り込み足 豊田（市川越）　▷同決勝　杉田 優勢 成田（花咲徳栄）　
※杉田綾音（児玉高3年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2013/6/11 埼玉新聞 8
♢陸上　第59回全日本中学通信県大会（7、8日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技
場）　【男子】▷1500㍍　③重松（寄居男衾）4分16秒84　▷3000㍍　②重松（寄居男
衾）8分58秒95　【女子】▷1年100㍍　②野沢（寄居男衾）13秒33

スポーツ（中学）

2013/6/12 朝日新聞 29
最大級の太陽光発電 寄居にメガソーラー　（同日の埼玉新聞と同内容)　
※写真（サイサン担当者の話を聞く寄居中の生徒）

行政
経済・産業

2013/6/12 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

1

埼北ウィンズが全国へ 全日本中学生男女ソフトボール県予選　第13回
全日本中学生男女ソフトボール大会埼玉県予選　さいたま市荒川総合運動公園　
▷女子決勝（6月2日）　埼北ウィンズ1-0埼玉レッドスティード　【女子の記録】▷準々
決勝（6月1日）　埼北ウィンズ1-0行田クラブ　▷準決勝（6月2日）　埼北ウィンズ2-0
オール埼玉B　※写真3

スポーツ（中学）

2013/6/12 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2
彩の国ＫＩＤＳ陸上競技大会　第12回彩の国KIDS陸上競技大会　5月25日　上
尾運動公園陸上競技場　【女子の記録】▷小学1000m　②吉田詩央（男衾学童陸
上）

スポーツ（小学）

2013/6/12 読売新聞 33
県が国内最大級メガソーラー　（同日の埼玉新聞と同内容)　※写真 行政

経済・産業

2013/6/12 日本経済新聞 39
寄居のメガソーラー稼働 サイサン、発電能力2600㌔㍗　（同日の埼玉新
聞と同内容）

行政
経済・産業

2013/6/12 東京新聞 24
寄居でメガソーラー始動 県内最大級 来月に本格発電 ■県営最終処
分場跡地で竣工式　（同日の埼玉新聞と同内容)　※写真

行政
経済・産業

2013/6/12 埼玉新聞 1

太陽光発電の先駆けに メガ施設 寄居に完成　県と液化石油ガス（LPG）
販売のサイサン（さいたま市）が寄居町三ケ山の県環境整備センターの廃棄物埋
め立て跡地に整備を進めていた県内最大級のメガソーラー発電施設が完成　11
日、関係者ら約200人を集めて竣工式　名称は「エネワンソーラーパーク寄居」　約
5万3千平方㍍の敷地に1万6384枚のパネル設置　発電出力約2.6㍋㍗　発電量に
応じて寄居町などに年間約400万円を寄付するなど地元にも貢献　※写真

行政
経済・産業

2013/6/12 埼玉新聞 7
[まちひとであい] 映画　♦町健康・ふれあい映画会（寄居）　16日、中央公民館　

展示　♦第5回寄居総合美術展（寄居）　14日-16日、中央公民館
イベント情報

2013/6/12 埼玉新聞 10 北関東高校陸上 14日開幕　400㍍の本間大介（東農大三）は200㍍で出場権
を逃した悔しさをぶつけたい　※本間大介（東農大三高3年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2013/6/13 読売新聞 30
寄居のハーブ 豚丼に コンビニで販売　（6/9埼玉新聞と同内容）　※写真 地域

経済・産業
2013/6/13 毎日新聞 22 [俳句]　■星野光二選　寄居・小渕美津子 (評)　寄居・町田節子 投稿

2013/6/14 読売新聞 31
[Ｆｒｉｄａｙさいたま イベントガイド]　＊ギャラリー＊　♦寄居総合美術展　16日
まで、中央公民館　＊えとせとら＊　♦寄居町健康・ふれあい映画会　16日、中央
公民館

イベント情報

2013/6/14 埼北よみうり 3 第27回 読売旗争奪 県北少年野球選手権大会 地区予選結果　[大里]　
オブスマクラブ　城南キングフィッシャーズ　※写真

スポーツ（小学）

2013/6/14 埼北よみうり 5 自宅庭のバラ一般公開（寄居町）　（5/28朝日新聞と同内容）　※写真 地域

2013/6/14 埼北よみうり 6
[エンタメ] 美術展　寄居総合美術展　6月14日（金）～16日（日）　寄居町中央公
民館

イベント情報

2013/6/14 毎日新聞 20 [インフォメーション] 映画　●寄居町健康・ふれあい映画会　16日、寄居町中
央公民館

イベント情報

2013/6/14 埼玉新聞 12

[花いっぱいのまちつくろう] 小中高生が協力（寄居） 桜沢駅にプラン
ター 「疲れた人に勇気と安らぎ」　桜沢小学校、寄居中学校、寄居城北高校
の児童生徒約70人が5日、「花いっぱい運動」に参加　協力して花の植え替え作業　
2002年から活動　45個のプランターを秩父鉄道桜沢駅に設置　※写真

地域

2013/6/14 埼玉新聞 15

父の日に大切な人と 16日、寄居 「そして父になる」ロケ地で撮影会　
第66回カンヌ国際映画祭で審査員賞を受賞した映画「そして父になる」（是枝裕和
監督）のロケ地となった寄居町藤田の荒川河川敷で父の日の16日、映画にちなん
で家族写真を撮るイベントが開かれる　「ヨリイフィルムコミッション」が企画　※写真
（「そして父になる」場面）

地域

2013/6/15 埼玉新聞 11

[北関東高校陸上]　第1日、14日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場　男子400
㍍は本間大介（東農大三）が初の栄冠を獲得　【男子】▷400㍍　①本間大介（東農
大三）47秒92　▷走り幅跳び　⑥野村（本庄東）6㍍89　※写真（本間）、本間大介（東
農大三高3年、男衾中出身）、野村雄太（本庄東高3年、城南中出身）

スポーツ（高校）

2013/6/15 埼玉新聞 11

[ヒーロー] 努力でつかんだ夢舞台　埼玉県勢5人が決勝に残った男子400㍍　
県大会王者の本間が47秒92の自己ベストで初の高校総体出場を決める　寄居男
衾中時代は陸上部に所属しながらも、熊谷シニアで硬式野球に励んでいた　※本
間大介（東農大三高3年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2013/6/15 埼玉新聞 11 [県高校総体] バスケットボール　14日（第1日・深谷一高校ほか）　【女子】▷1
回戦　市川口75-54寄居城北

スポーツ（高校）
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2013/6/16 読売新聞 28 ロケ地で父の日イベント 「そして父になる」 寄居で記念撮影　（6/14埼
玉新聞と同内容）　※写真（「そして父になる」場面）

2013/6/16 埼玉新聞 7
[県高校総体] 弓道　15日（最終日・大宮公園弓道場）　【女子】▷団体（20射）決
勝リーグ　深谷一19-14寄居城北　寄居城北13-8伊奈学園　寄居城北13-11川口
北　▷同最終順位　②寄居城北2勝

スポーツ（高校）

2013/6/17 毎日新聞 25
サイサン、来月から売電 「ソーラーパーク寄居」完成　（6/12埼玉新聞と
同内容）　※写真

行政
経済・産業

2013/6/17 産経新聞 22
県内最大級メガソーラー竣工　（6/12埼玉新聞と同内容） 行政

経済・産業
2013/6/17 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2013/6/18 埼玉新聞 7

愉快な演技ではみ出し紙芝居 風結の会　熊谷市の市民活動支援センター
で行われた「くまがや賢治の会」の総会　「風結の会」の会員らが宮沢賢治作の「祭
りの晩」などを「はみ出し紙芝居」で上演　演出は寄居町に拠点を置く「劇団お伽
座」の関本三芳さん　関本さんの指導で月2回練習　※写真

文化・芸術

2013/6/18 埼玉新聞 10 [県高校総体] バレーボール　17日（第1日・所沢市民体育館ほか）　▷女子3回
戦　淑徳与野2-0寄居城北

スポーツ（高校）

2013/6/19 読売新聞 12 [気流]　人生案内ににじむ増田さんの人間味　自営業 坂本太志男 72 （埼玉県寄
居町）

投稿

2013/6/19 産経新聞 12

ホンダ エコ強化 ＨＶを世界展開、風力発電も　ホンダの伊東孝紳社長は
18日、平成25年度の環境への取り組みの具体策を発表　ハイブリッド車（HV）の世
界展開や風力発電施設の設置　7月稼働予定の寄居工場（埼玉県寄居町）へ2600
㌔㍗の太陽光パネル設置　販売店にもパネル設置を拡大させる

経済・産業

2013/6/19 埼玉新聞 9 埼玉ジャイアンツ交流野球大会　第12回埼玉ジャイアンツ交流野球大会　東
秩父村ふれあい広場　▷1回戦　埼玉ジャイアンツ（東秩父）2-0城南中（寄居）

スポーツ（中学）

2013/6/19 埼玉新聞 10 [県高校総体] バレーボール　18日（第2日・所沢市民体育館ほか）　【女子】▷1
回戦　寄居城北2-0杉戸　▷2回戦　寄居城北2-0上尾

スポーツ（高校）

2013/6/19 埼玉新聞 11
第95回高校野球埼玉大会組み合わせ　※トーナメント表　寄居城北-独協
埼玉　（ほか同日の朝日、読売、毎日、産経、東京新聞、スポーツニッポンの各紙
に同様記事）

スポーツ（高校）

2013/6/20 毎日新聞 20 [短歌]　■水野昌雄選　寄居・町田節子　[俳句]　■星野光二選　寄居・町田節
子 (評)

投稿

2013/6/20 毎日新聞 21

地方公務員給与減額 自治体対応分かれる 方針決定は4割 全国平
均上回る 議会で否決の例も　政府が今年度の地方交付税削減に伴い、7月
から地方公務員給与の引き下げを求めている問題で県内自治体の対応分かれる　
減額に応じる自治体がある一方で、様子見の自治体も　表-♦県内自治体の給与
減額の取り組み状況♦　寄居町　1085.7(ラスパイレス指数)　無印-未定(職員) ▲-
検討中(議員)

行政

2013/6/20 埼玉新聞 1

県内63市町村 工夫あれこれ 「いち押し事業」紹介 県ＨＰ掲載 地域活
性化を支援　県は市町村の画期的な事業をまとめた施策事例集「いち押しの取
り組み」をホームページで紹介　表-市町村別いち押しの取り組み一覧　寄居町　ホ
ンダ車購入促進補助金交付事業

行政

2013/6/21 読売新聞 31
[小学生バレー] 埼玉県大会 全国目指す40チーム　ファミリーマートカッ
プ第33回全日本バレーボール小学生大会の県決勝大会に出場する40チームが決
まる　女子　用土JVC　※写真、メンバー表

スポーツ（小学）

2013/6/21 埼玉新聞 8
女性みこしの担ぎ手を募集 来月14日の夏まつり（寄居）　寄居町商工会
が7月14日に「よりい夏まつり」で渡御する女性みこしの担ぎ手を募集　定員150人　
※写真

地域

2013/6/22 東京新聞 5 [私のイラスト]　中原友美（埼玉県寄居町）　※イラストの投稿 投稿

2013/6/23 読売新聞 33
「ふっかちゃん」誕生3周年　深谷市のゆるキャラ「ふっかちゃん」の誕生3周年
を祝うイベント　22日　寄居町の「乙姫ちゃん」など、全国から31のゆるキャラがか
けつけ来場者とともに祝福

地域

2013/6/24 朝日新聞 13 [朝日俳壇]　長谷川櫂選　（埼玉県寄居町）新井あい子 投稿
2013/6/24 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2013/6/24 埼玉新聞 6 [けやき 読者の声]　サッカーW杯 テーマ投稿　心躍るファインプレー　大野順
一（67歳・寄居町）

投稿

2013/6/25 読売新聞 10 [Ｕ-25]　中原友美　20　埼玉県寄居町　※イラストの投稿 投稿
2013/6/25 毎日新聞 24 第65回毎日書道展 県内の会友出品者　〈漢字〉　杉野聖山（寄居） 文化・芸術

2013/6/25 埼玉新聞 7

県小学生学年別柔道大会　第44回県小学生学年別柔道大会兼第10回全国
小学生学年別柔道大会県予選　県武道館　【男子】▷5年45㌔超級　②小林隼（寄
居男衾柔道）　【女子】▷4年　③井田侑希（深谷SEIWA会）　▷5年40㌔超級　③井田
朋伽（深谷SEIWA会）

スポーツ（小学）

2013/6/25 埼玉新聞 7 ♢軟式野球　第45回小川町営グラウンド開設記念中学大会（9日まで・小川町営
八幡台グラウンド）　▷1回戦　小川西4-0城南（寄居）　▷2回戦　小川西3-0寄居

スポーツ（中学）

2013/6/25 埼玉新聞 8 ♦郷土力士新番付♦　【序二段】湊竜（寄居・湊） スポーツ（大相撲）

2013/6/26 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2 県中学通信陸上　■第59回全日本中学校通信陸上競技大会の記録　（6/11埼
玉新聞と同内容）

スポーツ（中学）

2013/6/26 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2
萠松杯中学生剣道　■第26回萠松杯中学生剣道錬成大会（5月26日、東松山
市民体育館）　【男子の記録】▷準々決勝　川越第一中5-0寄居男衾中　【女子の記
録】▷準々決勝　川越山田中4-1寄居男衾中

スポーツ（中学）
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2013/6/26 東京新聞 24

「ＴＰＰ誰のため」 あす寄居で講演会　「TPP（環太平洋連携協定）誰のため」
と題した講演会が27日、寄居町中央公民館で開催される　講師は、作家でサステ
ナブル経済研究所所長やプロジェクト99％代表を務める安部芳裕さん　「いやだ
ね！TPP 寄居連絡会」主催

地域

2013/6/27 毎日新聞 22 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 (評)　寄居・小渕美津子 投稿
2013/6/28 埼北よみうり 5 [埼北の夏まつり]　よりい夏まつり（寄居町）　※写真 特集

2013/6/28 埼北よみうり 5
「荒川を撮る会」15周年（寄居町）　写真クラブ「荒川を撮る会」が15周年を記
念しての作品発表会が15日、川の博物館で行われた　写真家・大石芳野さんの作
品「福島FUKUSIMAと生きる」をテーマとする写真教室も行われた　※写真

文化・芸術

2013/6/28 埼北よみうり 7 [荒川点描]③ アユ友釣り解禁したが…（寄居地内）　快晴の6月11日、荒
川中流域でアユの友釣りが解禁　カワウが大繁殖　魚少ない　※写真2

連載コラム

2013/6/28 埼玉新聞 12
多彩な商品に魅力 来月6、7日イベント エキナセア開花（寄居）　エキナ
セアを活用したまちおこしを進める寄居町でエキナセアが咲き始める　7月6、7日に
第7回エキナセア祭りも開催　見頃は8月末まで　※写真

地域

2013/6/29 読売新聞 32 [よみうり文芸] 短歌　【入選】寄居町　町田節子 投稿

2013/6/30 東京新聞 24
関東大会目指し40チームで熱戦 県学童野球が開幕　第36回県学童軟
式野球大会兼第8回ガスワンカップ埼玉選手権大会　29日、県営大宮公園野球場
など　▷1、2回戦　城南キング9-4オール狭山

スポーツ（小学）

2013/6/30 埼玉新聞 5 [夏の高校野球埼玉大会チーム紹介⑤]　※寄居町内中学出身者が登録メ
ンバーに入っている高校（中学・人数）　児玉白楊（寄居･1）　※写真

スポーツ（高校）


