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掲載日 掲載紙 紙面 記事見出・記事概要 件名
2013/7/1 埼玉新聞 5 [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

2013/7/1 埼玉新聞 6 [今週のこよみ]　7日　【県内】▷川の日記念「七夕かざりつくり」（寄居町・県立川
の博物館）

その他

2013/7/1 埼玉新聞 9 [夏の高校野球埼玉大会チーム紹介⑥]　※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（城南･1）　※写真

スポーツ（高校）

2013/7/2 埼玉新聞 1

[HONDAが町にやってくる 寄居工場稼働開始を前に] 「最新鋭工場」
に期待感 ㊤曲折経て待望の稼働 経済効果いまひとつ？　大規模な自
動車工場として国内最後といわれるホンダ寄居工場（寄居町富田）が7月中に稼働
開始　■2度の延期　建設計画発表は2006年5月　10年の稼働を目指し07年着工
08年のリーマン・ショックで建設凍結、稼働を11年以降に延期　09年3月には12年
以降に再延期　工事再開と13年稼働が決まったのは10年7月　■状況一変　建設
計画発表当時と国内外の環境大きく異なる　北米やアジアを中心に海外生産が伸
びる一方、国内生産は低迷　年表-〈ホンダ寄居工場 稼働までの道のり〉　※写真

連載特集
経済・産業

2013/7/2 埼玉新聞 9 県学童軟式野球大会　（6/30東京新聞と同内容） スポーツ（小学）

2013/7/2 埼玉新聞 10
県シニア　〈1日・日高CC東・西コース＝シニア6407㍎、グランドシニア5894㍎、と
もにパー72〉　♦シニアの部♦　②(タイ)明石諭（寄居）76（35、41）　⑧(タイ)酒井秋夫
（寄居）80（39、41）　※写真

スポーツ（シニアゴル
フ）

2013/7/2 埼玉新聞 18
[森林フォトコンテスト]　[第22回さいたま森林フォトコンテスト」の審査会がさい
たま市内で行われ県知事賞（特選）など入選作品20点が決定　入選者　▷佳作　武
内道直（寄居町）

受賞・表彰

2013/7/3 埼玉新聞 10
♢バトミントン　県民総体兼第30回全日本シニア選手権県選考会（6月30日・アス
カル幸手）＝ダブルス決勝記録　▷男子30　小島・根岸（さいたま・寄居）2-0島田・明
石（松伏・草加）

スポーツ（その他）

2013/7/3 埼玉新聞 19

[HONDAが町にやってくる  寄居工場稼働開始を前に] 商店街の活性
化狙う ㊥従業員2000人特需 企業進出に意識も変化　■赤いのぼり旗
「Welcome HONDA」　商店街の軒先にたなびく赤いのぼり旗が〝ホンダ特需〟へ
の期待の大きさうかがわせる　■車販促で補助　寄居工場生産の車を購入した町
民に、1人10万円を補助　1千万円の予算組む　※写真

連載特集
経済・産業

2013/7/4 埼玉新聞 2
参院選きょう告示 [選挙人名簿登録者数]　平成25年7月3日現在　寄居町
14,702(男) 14,959(女) 29,661(計)　（ほか同日の朝日、読売、毎日、産経、東京新聞
の各紙、7/21産経新聞に同様記事）

選挙

2013/7/4 埼玉新聞 9 [夏の高校野球埼玉大会チーム紹介⑧]　※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）　滑川総合（城南･2、男衾1）　※写真

スポーツ（高校）

2013/7/4 埼玉新聞 19

[HONDAが町にやってくる  寄居工場稼働開始を前に] 観光アピール
にも力 ㊦相乗効果 県北全体への波及期待　■町をあげて歓迎　寄居工
場の稼働にあわせ、先行して一部稼働している小川工場の本格稼働も始まる　現
280人体制から当初予定の500人に　小川町商工会は「歓迎 世界のホンダ」の横
断幕　■「目的地」目指す　深谷市の花園インター周辺も商機をうかがう　4月「商
業活性化協議会」を設立　ホンダ関係者を対象とした優待制度など検討　※写真

連載特集
経済・産業

2013/7/5 毎日新聞 24 [インフォメーション] 展覧会　●特別展「和船大図鑑～荒川をつなぐ舟・ひと・
モノ～」　13日～9月1日　県立川の博物館

イベント情報

2013/7/5 産経新聞 26 [イベントガイド] 埼玉　★和船大図鑑～荒川をつなぐ舟・ひと・モノ～　13日～9
月1日　県立川の博物館

イベント情報

2013/7/5 埼玉新聞 11
[夏の高校野球埼玉大会チーム紹介⑨]　※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）　小川（寄居･4、男衾1）　聖望学園（男衾･1）
※写真

スポーツ（高校）

2013/7/5 埼玉新聞 12
和船の役割を探る 関連資料など110点 川の博物館で特別展（寄居）
県立川の博物館が13日から特別展「和船大図鑑～荒川をつなぐ舟・ひと・モノ」を
開催　和船の模型など約110点を展示　9月1日まで　※資料画像

文化・芸術

2013/7/6 読売新聞 31 [Ｓａｔｕｒｄａｙさいたま レジャー]　[イベント]　♦寄居エキナセア祭　6、7日、寄居
町折原の農産物加工施設「里の駅アグリン館」駐車場

イベント情報

2013/7/6 東京新聞 24

小島さん「夫婦滝」 県知事賞を受賞 寄居で観光写真展　2013寄居町観
光写真コンクールの作品展　5日、役場ロビーで始まる　12日まで　180点の応募
県知事賞に、風布川の夫婦滝を撮影した寄居町鉢形の小島恒仁さんの作品が選
ばれた　※写真

地域

2013/7/6 埼玉新聞 5
ベルク 純利益6.7％増 節約志向で客数拡大 3-5月期　食品スーパーの
ベルク（寄居町）が5日発表した2013年3～5月期連結決算　純利益が前年同期比
6.7％増の9億6900万円

経済・産業

2013/7/6 埼玉新聞 4
[夏の高校野球埼玉大会チーム紹介❿]　※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）　松山（寄居･1）　川越工（城南･1）　寄居城
北（寄居･4、城南･2、男衾2）　※写真

スポーツ（高校）

2013/7/6 埼玉新聞 8
[第95回全国高校野球埼玉大会 シード16校戦力分析] 2 [Cシード 川
越工] 躍進へ古豪に勢い　エース小林は最速140㌔の直球の質が素晴らしい
[予想オーダー]4(番)小林（投）　※小林達也（川越工高3年、城南中出身）、写真

スポーツ（高校）

2013/7/8 朝日新聞 29 越谷35.9度 鳩山35.8度　県内は7日、今年一番の暑さ　県内観測地点8カ所の
最高気温　寄居（34.1度）

気象

2013/7/8 東京新聞 22
♢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　（6･7日、春日部市庄和球場ほか）　▷3回戦　城南キング6-5吉川グリーンズ　▷
準々決勝　中央エンゼルス8-4城南キング

スポーツ（小学）

2013/7/8 埼玉新聞 5 [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
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2013/7/8 埼玉新聞 7
[今週のこよみ]　13日（土）　【県内】▷よりい夏まつり（14日まで、寄居町・市街地
通り）▷特別展「和船大図鑑～荒川をつなぐ船・ひと・モノ～」（9月1日まで、寄居町・
県立川の博物館）

その他

2013/7/8 埼玉新聞 11 ♢柔道　県ジュニア体重別選手権（7日・県武道館）　【女子】▷78㌔級　斎藤（淑徳
大） 大内刈り 杉田（児玉）　※杉田綾音（児玉高3年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2013/7/8 埼玉新聞 12 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○1-0　※名古屋場所初日 スポーツ（大相撲）

2013/7/8 埼玉新聞 12 [夏の高校野球埼玉大会チーム紹介⑫]　※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）　深谷（寄居･1）

スポーツ（高校）

2013/7/9 埼玉新聞 1

安倍政権8割評価 県内首長 給与減額要請は「遺憾」 ['13埼玉参院選
市町村の現場から]■上　埼玉新聞の県内63市町村首長アンケート　■アベノ
ミクス好感　「停滞から変革への機運を生み出した」（寄居町）との意見も　■47市
町で給与減額　表-アンケート結果　寄居町　2(安倍政権への評価：2…ある程度評
価する)　○(市町村職員給与削減)

連載特集

2013/7/9 埼玉新聞 9 [リトルシニア]　〈北関東支部夏季大会〉リトルシニア関東連盟北関東支部の夏
季大会　7日、新座市営球場など　▷2回戦　寄居7-4草加

スポーツ（中学）

2013/7/9 埼玉新聞 9

県学童軟式野球大会　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　6、7日、熊谷さくら運動公園野球場など　▷3回戦　城南キングフィッ
シャーズ（寄居）6-5吉川グリーンズ　▷準々決勝　中央エンゼルス（蕨）4-4城南キン
グフィッシャーズ（中央エンゼルスのサドンデス勝ち）　※7/8東京新聞と同内容だ
が、準々決勝のスコアが異なる

スポーツ（小学）

2013/7/9 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や1-0　※名古屋場所2日目 スポーツ（大相撲）

2013/7/9 埼玉新聞 11

[第95回全国高校野球埼玉大会] 156チーム参加 あす開幕 実力校多
く波乱含み　川越工-埼玉栄ゾーン　川越工は最速140㌔ほどの直球に威力のあ
る小林、坂本の両右腕が頼もしい　※小林達也（川越工高3年、城南中出身）、大
会トーナメント表

スポーツ（高校）

2013/7/9 埼玉新聞 15
県警の前原巡査 空道で優勝　県警本部留置管理課の前原映子巡査（32）
が、5月に仙台市で行われた打撃系総合武道「空道」の全日本大会で5度目の優勝
今年3月から寄居署内の留置施設で勤務に当たる　※写真

地域

2013/7/9 埼玉新聞 19
県内5100軒が停電　落雷の影響で、県内で（さいたま市など）約5100軒が停電
JR八高線（寄居-高麗川間）は、午後3時55分～同5時半ごろまでの間、落雷の影
響で運転を見合わせ

気象

2013/7/10 朝日新聞 8

国内最後？ホンダ新工場 小型車に特化、年産25万台 各社は海外移
転拡大　業界では、日本の自動車メーカーが国内につくる最後の乗用車工場とも
いわれる　各社が海外に生産をシフトする動きは変わりそうにない　9月発売予定
の主力の新型フィットなど小型車専用工場になる　国内市場が小型車中心になっ
ているため　（ほか同日の埼玉新聞と同内容）　※写真

経済・産業

2013/7/10 朝日新聞 27

ホンダ寄居新工場稼働 生産開始に安堵 2千人以上が就業へ　当初目
標だった10年稼働が先送りされていただけに、地元では安堵と歓迎の声　約95万
平方㍍の敷地のうち約28万平方㍍は緑地、約1.6平方㍍のビオトープも設けた　2
千人以上が働き、町内最大の職場となる見通し　※写真

経済・産業

2013/7/10 読売新聞 34 ホンダ寄居工場操業開始 企業立地 拡大を期待　（同日の朝日新聞〈27〉
と同内容）

経済・産業

2013/7/10 読売新聞 35 熱中症 各地で35度超　9日の県内は各地で35度を超す猛暑日　寄居町と熊谷
市で36.4度

気象

2013/7/10 毎日新聞 9 ■ホンダの四輪新工場が稼働　（同日の埼玉新聞と同内容） 経済・産業

2013/7/10 日本経済新聞 10

ホンダ、23年ぶり国内新工場 省エネ技術 新興国に展開 メキシコやタ
イ拠点 競争力を向上　寄居工場は様々な新生産技術を導入　塗装工程の工
夫で狭山工場に比べエネルギー消費量を35％減らす　新しい塗装技術は14年春
に稼働予定のメキシコ、15年のタイや中国の新工場や新ラインに導入する方針 ロ
ボットによる自動化も進めた　（ほか同日の埼玉新聞と同内容）　※写真

経済・産業

2013/7/10 日本経済新聞 31

[ホンダ動く] 従業員2000人、寄居工場が稼働 地元経済波及に期待
町挙げ全面協力 寮用地確保や無料バス運行　寄居町は2006年に企業誘
致推進本部を設置　従業員向け単身寮に町有地を提供　町ぐるみで寄居工場の
波及効果を取り込む動きも　町が補助金を出すNPO法人が月内にも工場と町内の
約40の飲食店を結ぶ無料送迎バスを運行　※位置図、写真

連載特集
経済・産業

2013/7/10 産経新聞 12 ▽ホンダ 埼玉の四輪新工場が稼働　（同日の埼玉新聞と同内容） 経済・産業

2013/7/10 東京新聞 6 ホンダ23年ぶり国内四輪工場 埼玉・寄居で稼働　（同日の埼玉新聞と同
内容）

経済・産業

2013/7/10 東京新聞 24 中日写協埼玉支部 前期撮影会　中日写真協会埼玉支部の2013年後期撮
影会　主な入賞者　▷協賛賞＝加藤松宣（寄居町）

受賞・表彰

2013/7/10 埼玉新聞 1

道州制 賛否割れる 地方との議論不可欠 ['13埼玉参院選 市町村の
現場から]■中　今回の参院選で自民、公明、みんな、日本維新の4党が道州制
の導入推進を公約に明記　埼玉新聞の県内63市町村首長アンケート　道州制導
入の賛否について、賛成15、反対17、わからないなど29、と意見割れる　表-アン
ケート結果　寄居町　×(反対)

連載特集

2013/7/10 埼玉新聞 1

ホンダ寄居工場稼働 狭山は生産体制縮小　ホンダは9日、四輪車を生産
する23年ぶりの国内新工場、埼玉製作所寄居工場の稼働を始めたと発表　年間
25万台の生産能力を持つ小型車専用工場　老朽化した狭山工場の生産体制を縮
小し、年間約50万台規模の埼玉製作所全体の生産能力はほぼそのままの水準

経済・産業

2013/7/10 埼玉新聞 5 [情報クリップ] ♦県北4会場で金融相談会　日本政策金融公庫熊谷支店
県北地区の中小企業を対象に「夏季資金融資相談会」　▷7月19日　寄居町商工会

経済・産業



平成25（2013）年 寄居町新聞記事索引（7～12月） 2020年3月作成

2013/7/10 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●1-1　※名古屋場所3日目 スポーツ（大相撲）

2013/7/10 埼玉新聞 15 代表41校207人が技競う 第47回交通安全子供自転車埼玉県大会　出
場校一覧　寄居町立桜沢小学校

特集

2013/7/10 埼玉新聞(第2部) -

熱闘 その一球がドラマをつくる。[第95回全国高校野球埼玉大会]　※
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）　小川（寄居･
4、男衾1）　川越工（城南･1）　児玉（城南･1）　児玉白楊（寄居･1）　聖望学園（男
衾･1）　滑川総合（城南･2、男衾1）　深谷（寄居･1）　松山（寄居･1）　寄居城北（寄
居･4、城南･2、男衾2）　（ほか7/2朝日（別刷り特集）、7/6読売(高校野球特集･埼
玉)に同様特集、6/25･26･27･28･29読売、6/29･30･7/1･2毎日新聞に連載特集）

スポーツ（高校）

2013/7/11 毎日新聞 26 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2013/7/11 日本経済新聞 31

ホンダ寄居工場 知事、稼働を歓迎 関連企業進出に期待感　埼玉県の
上田清司知事は10日の記者会見で、ホンダの埼玉製作所寄居工場が生産を始め
たことについて「埼玉の経済に大きいもの」と述べる　本格稼働で関連企業の進出
が加速することへの期待感も示す　※写真

経済・産業

2013/7/11 日本経済新聞 31
小川町に新物流拠点 日本梱包運輸倉庫 ホンダ関連扱う　日本梱包運
輸倉庫は10日、小川町で新たな物流センターを開設　ホンダの寄居工場と小川工
場の間に立地

経済・産業

2013/7/11 埼玉新聞 2 [知事会見採録]　10日　ホンダ寄居工場の稼働　世界のマザー工場に　（同日
の日本経済新聞と同内容）

その他

2013/7/11 埼玉新聞 9
NTTドコモカップ第23回埼玉県フレッシュミニバスケットボール大会 今
年も開幕！小学4年生以下の熱戦　[北部地区]　寄居総合体育館　7月13日
（土）　男子　寄居ミニバス　女子　寄居スパークル　※原文ママ

スポーツ（小学）

2013/7/11 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や1-1　※名古屋場所4日目 スポーツ（大相撲）

2013/7/11 埼玉新聞 20

埼玉球児 威風堂々 第95回全国高校野球埼玉大会開幕 練習の成果
で明るく元気に 場内アナウンスの中川さんと藤原さん　場内アナウンス
を務めたのは寄居城北の3年生でマネージャーの中川真弥さんと藤原遥さん　（ほ
か同日の読売新聞に同様記事）

スポーツ（高校）

2013/7/12 読売新聞 33 熱中症 児童･生徒ら84人搬送　県内は11日も猛暑に見舞われ、4日連続で
35度を超える　寄居町で37.6度

気象

2013/7/12 読売新聞 33

[13参院選 争点の現場]③エネルギー 太陽光バブル 行方は　寄居町
三ヶ山の県廃棄物最終処分場跡地で6月中旬、メガソーラーが稼働　9日に稼働を
始めたホンダ寄居工場も屋根に太陽光パネルを設置　上田知事は三ヶ山の記念
式典で「寄居は国内有数の太陽光発電の町になる」とアピール　日本は〝太陽光
バブル〟　国策の色が濃いエネルギー政策は政争の材料になりやすい　政府には
企業が安心して参入できる長期的なエネルギー戦略の提示が求められる　表-県
内でも増えるメガソーラー　※写真

連載特集
選挙
経済・産業

2013/7/12 読売新聞 34 [よみうり文芸] 川柳　岡部美雄選　【入選】寄居町　町田節子 投稿

2013/7/12 埼北よみうり 3
エキナセアの加工品ずらり（寄居町）　寄居町特産のエキナセアに関する品
の販売などをする「エキナセア祭」が6日、7日、農産物加工施設・里の駅アグリン館
の駐車場で行われた　※写真

地域

2013/7/12 埼北よみうり 5 [埼北の夏まつり②]　寄居玉淀水天宮祭（寄居町）　※写真 特集

2013/7/12 埼北よみうり 8
[エンタメ] 講演会　広島での被爆体験を語る　埼玉県原爆被害者協議会の服

部道子理事　7月14日　寄居町中央公民館　企画展　和船大図鑑～荒川をつなぐ
舟・ひと・モノ～　7月13日～9月1日　県立川の博物館

イベント情報

2013/7/12 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○2-1　※名古屋場所5日目 スポーツ（大相撲）

2013/7/12 埼玉新聞 9

[第95回全国高校野球埼玉大会] 第2日　[市営大宮球場]▽1回戦　大宮南
10-0児玉（5回コールド）　児玉 ⑥福島　※福島遼太朗（児玉高2年、城南中出身）
（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試合
結果記事）

スポーツ（高校）

2013/7/12 埼玉新聞 18

高校総体県選手団名簿　[陸上]▷男子　本間大介（東農大三）、奥秀平（松
山）、野村雄太（本庄東）　[柔道]▷女子　杉田綾音（児玉）　[弓道]▷男子　藤井大幹
（東農大三）　全国大会　[少林寺拳法]　▷女子　野澤侑加、石田愛琳、田村香（小
川）　※本間大介･藤井大幹（東農大三高3年、男衾中出身）、奥秀平（松山高3年、
城南中出身）、野村雄太（本庄東高3年、城南中出身）、杉田綾音（児玉高3年、寄
居中出身）、野澤侑加･石田愛琳･田村香（小川高3年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2013/7/13 読売新聞 29 [Ｓａｔｕｒｄａｙさいたま レジャー]　まつり　♦よりい夏まつり　13日、14日、寄居
町市街地

イベント情報

2013/7/13 東京新聞 5 [時事川柳]　（埼玉県寄居町　丸山祐子） 投稿
2013/7/13 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や2-1　※名古屋場所6日目 スポーツ（大相撲）

2013/7/13 埼玉新聞 12

[第95回全国高校野球埼玉大会] 第3日　[上尾市民球場]▽2回戦　草加西
5-1滑川総合　滑川総合 ⑥1神田 H戸沢　※神田夏輝（滑川総合高2年、城南中出
身）、戸沢誉士（滑川総合高3年、城南中出身）　（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試合結果記事）

スポーツ（高校）

2013/7/14 朝日新聞 39 寄居の荒川で25歳溺れ死亡　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故
2013/7/14 読売新聞 30 ■荒川で溺れ釣り人死亡　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故
2013/7/14 毎日新聞 27 [ニュース24時] 寄居・川でおぼれ男性死亡　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故
2013/7/14 産経新聞 23 男性流され死亡 寄居の荒川　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故

2013/7/14 埼玉新聞 2 6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
12,646　人口総数34,629　男17,135　女17,494

統計

2013/7/14 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や2-1　※名古屋場所7日目 スポーツ（大相撲）
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2013/7/14 埼玉新聞 6 [県中学総体] ラグビー　第1日、13日・熊谷荒川ラグビー場　▷1回戦　熊谷東
40-0寄居

スポーツ（中学）

2013/7/14 埼玉新聞 9
[第95回全国高校野球埼玉大会] 第4日　[上尾市民球場]▽2回戦　松山
11-5羽生一　松山 ⑧吉田　※吉田瑞規（松山高3年、寄居中出身）　（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試合結果記事）

スポーツ（高校）

2013/7/14 埼玉新聞 14
泳いで対岸へ 男性溺れ死亡 寄居　13日午後4時10分ごろ、寄居町鉢形の
荒川で、泳いで川を渡ろうとした深谷市の派遣社員(男性)（25）が溺れて流された
約50分後、下流でレスキュー隊員に発見されたが搬送先の病院で死亡確認

事件・事故

2013/7/15 東京新聞 22 [NEWSフラッシュ] ★荒川で男性おぼれ死亡　（7/14埼玉新聞と同内容） 事件・事故
2013/7/15 埼玉新聞 5 [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

2013/7/15 埼玉新聞 7 [今週のこよみ]　19日（金）　【県内】▷和船細工ジオラマ解説（寄居町・県立川の
博物館）

その他

2013/7/15 埼玉新聞 7 [県内週間日誌]　9日　♢ホンダ寄居工場稼働 狭山工場は生産体制縮小 その他
2013/7/15 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○3-1　※名古屋場所8日目 スポーツ（大相撲）

2013/7/15 埼玉新聞 12

[第95回全国高校野球埼玉大会] 第5日 扇の要失い力尽く　●小川　七
回裏、チームを引っ張る会田が脱水症状を起こして交代　扇の要を失ったチーム
はサヨナラ負けを喫した　昨秋、会田はエースナンバーを背負っていたが、右手親
指を骨折し捕手にコンバート　捕手から投手にコンバートされた上野の球を受け続
けた　※写真（小川高・会田選手）　[川口市営球場]▽2回戦　和光6-5小川　小川
②会田 ①上野 ⑤伊藤　悔いなく挑戦できた ●寄居城北・吉崎投手 ※コメント
[川越初雁球場]▽2回戦　独協埼玉7-0寄居城北（7回コールド）　寄居城北 ⑥小峰
⑨雨宮 ②白田 ①吉崎　※会田拓哉･上野友也･伊藤慶（小川高3年、寄居中出
身）、小峰拳太（寄居城北高3年、寄居中出身）、雨宮雄大（寄居城北高2年、寄居
中出身）、白田公平（寄居城北高3年、男衾中出身）、吉崎和真（寄居城北高3年、
城南中出身）　（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
の各紙に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2013/7/16 朝日新聞 26 見守ってくれてありがとう 亡き母へ、松山・吉田選手　松山の吉田瑞規
選手（3年）　※吉田瑞規（松山高3年、寄居中出身）、写真

スポーツ（高校）

2013/7/16 埼玉新聞 5 [埼玉歌壇]　沖ななも選　（寄居）松村章子 投稿
2013/7/16 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や3-1　※名古屋場所9日目 スポーツ（大相撲）

2013/7/16 埼玉新聞 10
[第95回全国高校野球埼玉大会] 第6日　[市営大宮球場]▽3回戦　春日部
3-1松山　松山 ⑧吉田　※吉田瑞規（松山高3年、寄居中出身）　（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試合結果記事）

スポーツ（高校）

2013/7/16 埼玉新聞 14
児童が梅を収穫 梅干し作り挑戦 寄居折原小　折原小学校の3、4年生29
人が町内の農園で梅もぎを体験　収穫した梅を使ってジュースや梅干し作りに挑
戦した　※写真

地域

2013/7/17 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●3-2　※名古屋場所10日目 スポーツ（大相撲）
2013/7/18 毎日新聞 24 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2013/7/18 埼玉新聞 7 [リトルシニア]　〈北関東支部夏季大会〉リトルシニア関東連盟北関東支部の夏
季大会　14、15日、浦和リトルシニアグラウンドなど　▷3回戦　加須1-0寄居

スポーツ（中学）

2013/7/18 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や3-2　※名古屋場所11日目 スポーツ（大相撲）

2013/7/18 埼玉新聞 10･11
[第22回さいたま森林フォトコンテスト] 入選作品紹介　[佳作 全15点]　花
のトンネル（撮影地・寄居町）大島弘治さん（秩父市）　花祭の道（撮影地・秩父市）
武内道直さん（寄居町）　※評、作品画像

受賞・表彰

2013/7/19 朝日新聞 32

寄居のホンダ巨大工場が稼働 環境に配慮 里山整備 省エネ・ビオ
トープ… 関連企業も進出 地域活性化期待　寄居町で稼働が始まったホン
ダの巨大工場　環境に配慮し、省エネでも世界トップクラスをめざす　塗装、空調、
高断熱・高気密、LED照明、ソーラー発電、ビオトープ　三重県内の自動車部品
メーカー、神奈川県内のリサイクル会社が町内への進出決める　町商工会が
「Welcome HONDA Power up よりい」と染め抜いたのぼり旗千本を作る　町内の見
どころや飲食店を紹介したガイドブックを5年ぶりに改訂　※写真3

経済・産業

2013/7/19 読売新聞 29 [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

2013/7/19 日本経済新聞 31

[ホンダ動く 寄居工場が稼働]▷上 部品各社、生産を効率化 コスト圧
縮、競争力強化　ホンダの寄居工場稼働　新工場稼働に合わせ、県内の部品
メーカーの間で生産性の一層の向上を目指す動き広がる　下請け企業にとっても
競争力強化の契機となりつつある　図-埼玉製作所での主な生産車種　※写真

連載特集
経済・産業

2013/7/19 日本経済新聞 31

ホンダの名車 記念乗車券に 秩父鉄道1000部販売　ホンダの寄居工場
が四輪車の生産を始めたことを記念し、秩父鉄道が20日、記念乗車券を発売　専
用の台紙に3枚の乗車券　寄居駅やインターネットで販売　往年の名車「N360」「シ
ティ」の写真を使った2枚と「フィット」の形をした1枚をセット　寄居工場の概要も説
明　※写真

経済・産業

2013/7/19 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●3-3　※名古屋場所12日目 スポーツ（大相撲）

2013/7/20 朝日新聞 10 新フィットＨＶ、低燃費でリード リッター36.4㌔ アクア抜き世界最高
（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真

経済・産業

2013/7/20 日本経済新聞 12

ハイブリッド ホンダ、SUVを投入 「フィット」は燃費最高に　ホンダは11月
に小型多目的スポーツ車（SUV）のハイブリッド車（HV）を発売する　今月稼働させ
た埼玉製作所寄居工場（埼玉県寄居町）でフィットと同じ台車を使って生産　コスト
を削減し、収益力高める　（ほか同日の埼玉新聞と同内容）

経済・産業
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2013/7/20 日本経済新聞 35

[ホンダ動く 寄居工場が稼働]▷下 県内産業の「マザー」に 製造・環境
技術を主導　ホンダは寄居工場を国内外の製造拠点の「マザー工場」と位置づ
け　県内経済界からは、県内産業を育てる「マザー」の役割も期待される　工場の
高い省エネルギー性能など、ホンダ最先端の製造技術は県内企業にも高い水準を
要求する　年表-埼玉製作所寄居工場は曲折を経て稼働した　※写真2

経済・産業

2013/7/20 埼玉新聞 5
ホンダ・新型フィットＨＶ 燃費トップ36.4㌔達成　ホンダは19日、9月に全面
改良する主力小型車「フィット」のハイブリッド車の燃費がガソリン1㍑当たり36.4㌔
を達成したと発表　7月9日に稼働開始した寄居工場で生産される　※写真

経済・産業

2013/7/20 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や3-3　※名古屋場所13日目 スポーツ（大相撲）

2013/7/21 さいたま報知 6

10チームが本戦出場決めた 8月10日開幕 第27回読売旗争奪県北少
年野球大会　第27回読売旗争奪県北少年野球選手権大会の各地区予選が行
われ、10チームが本戦出場を決めた　【大里地区】オブスマクラブ、城南キング
フィッシャーズ

スポーツ（小学）

2013/7/21 埼玉新聞 5 [けやき 読者の声]　夏休み テーマ投稿　少年時代 川風から秋風　大野順一
（67歳・寄居町）

投稿

2013/7/21 埼玉新聞 5 [今週のこよみ]　28日（日）　【県内】▷かわはく夏まつり（寄居町・県立川の博物
館）

その他

2013/7/21 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【序二段】☆湊竜（寄居）○4-3　※名古屋場所14日目 スポーツ（大相撲）

2013/7/22 読売新聞 16 市区町村別投票率　寄居町　29,468(有権者数) 52.41(投票率) ▼4.45(前回比)
（ほか同日の朝日、毎日、7/23毎日新聞に同様記事）

選挙

2013/7/22 読売新聞 17 上位5人の市区町村別得票 選挙

2013/7/22 埼玉新聞 4 [国体予選] 陸上　「北部」（20、21日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場）　【少
年男子】▷400㍍リレー　松山高（奥、北川、舛田、福島）41秒79＝大会新

スポーツ（高校）

2013/7/22 埼玉新聞 10

[第95回全国高校野球埼玉大会] 第9日　[市営大宮球場]▽4回戦　聖望学
園7-0草加西（7回コールド）　聖望学園 H3田島　※田島将武（聖望学園高3年、男
衾中出身）　（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
各紙に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2013/7/23 毎日新聞 26 政党の比例代表 市区町村別得票数　（ほか同日の東京新聞に同様記事） 選挙

2013/7/23 埼玉新聞 4
参院選全国開票結果 埼玉選挙区候補者の市町村別得票数・投票率
寄居町　29,468(有権者数) 15,443(投票者数) 52.41(投票率)　（ほか同日の朝日、
読売、毎日、産経、東京新聞の各紙に同様記事）

選挙

2013/7/23 埼玉新聞 8

[県中学総体] 柔道　22日（第1日・県武道館）　▷女子個人44㌔級準決勝　浜野
（鶴ヶ島西） 優勢 高橋（寄居）　▷同57㌔級準決勝　沢口（川口十二月田） 一本勝ち
坂本（寄居）　▷同63㌔級　大谷（寄居） 一本勝ち 朝妻（朝霞五）　▷同決勝　大谷
一本勝ち 木村（本庄東）

スポーツ（中学）

2013/7/24 埼玉新聞 2

13年度交付税 市町村分6年ぶり減　新藤義孝総務相は23日、2013年度地
方交付税（普通交付税）の配分額を決定、閣議で報告　表-2013年度普通交付税
の交付決定額（市町村別）　寄居町 1,324,789(交付決定額：千円) ▲13.1(増減
率：％)

行政

2013/7/24 埼玉新聞 9
[県中学総体] 柔道　23日（第2日・県武道館）　▷男子個人66㌔級準決勝　村田
（秩父吉田） 優勢 高橋（寄居）　▷同73㌔級3位決定戦　秋山（さいたま田島） 一本
勝ち 小野（寄居）

スポーツ（中学）

2013/7/24 埼玉新聞 9 [県中学総体] バスケットボール　23日（第1日・深谷ビックタートルほか）　▷男
子2回戦　寄居80-46戸田新曽　▷女子1回戦　寄居男衾59-43春日部東

スポーツ（中学）

2013/7/24 埼玉新聞 10･11

[第24回彩の国 埼玉ピアノコンクール] 予選出場者一覧　[EF部門]
7/30（火）彩の国さいたま芸術劇場小ホール　■E部門　設楽彩香（寄居）　■F部
門　岡部有紀（寄居）　[ABCD部門]　8/6（火）彩の国さいたま芸術劇場小ホール
■D部門　根岸未来（寄居）

文化・芸術

2013/7/24 埼玉新聞 15 [夏に満開 埼玉の花火大会] 県北　♦寄居玉淀水天宮祭（寄居）　8月3日、
玉淀河原

イベント情報

2013/7/25 朝日新聞 34 比例区の市区町村別確定得票 選挙
2013/7/25 毎日新聞 27 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子　寄居・小渕美津子 投稿

2013/7/25 埼玉新聞 10 [県中学総体] 柔道　24日（最終日・県武道館）　【女子】▷団体準々決勝　本庄
東2-1寄居

スポーツ（中学）

2013/7/25 埼玉新聞 10 [県中学総体] バスケットボール　24日（第2日・深谷ビックタートルほか）　▷男
子3回戦　寄居69-62さいたま内谷　▷女子2回戦　越谷大相模60-45寄居男衾

スポーツ（中学）

2013/7/25 埼玉新聞 10
[県中学総体] 陸上　24日（最終日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場）　【男
子】▷800㍍　③松沢（寄居男衾）2分2秒71　【女子】▷1年100㍍　④野沢（寄居男衾）
13秒33

スポーツ（中学）

2013/7/25 スポーツニッポン 8

平成25年度関東中学校ゴルフ選手権大会第34回個人の部　24日　さい
たま市 大宮国際カントリークラブ（女子5437㍎、パー72）　♢平成25年度関東中学
校ゴルフ選手権・個人の部♢　〈女子〉⑳志村優花（埼玉･寄居❸）71（35 36）　(115)
吉田莉生（埼玉･城南❷）81（41 40）

スポーツ（中学）

2013/7/26
朝日新聞
（別刷り特集）

3
[第54回埼玉県吹奏楽コンクール] 出場団体と日程　[地区大会] 【中学
校】　■北部地区 8月3日 Bの部 本庄市民文化会館　寄居町立寄居中　【高校】　8
月9日 A･Cの部 さいたま市文化センター　県立寄居城北高

文化・芸術

2013/7/26 読売新聞 32 [Ｆｒｉｄａｙさいたま イベントガイド]　＊ギャラリー＊　♦特別展 和船大図鑑　9
月1日まで、県立川の博物館

イベント情報

2013/7/26 埼北よみうり 1 [ひんやりご当地アイス]　エキナセアジェラート　300円　「寄居町特産のハーブ
を使用」　里の駅アグリン館（寄居町）ほか　※写真

特集
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2013/7/26 埼北よみうり 2
「高校生レストラン」仕掛人 高校生にエール（寄居町）　「高校生レストラ
ン」の仕掛人で三重県多気町役場職員の岸川政之さん（55）が18日、県立寄居城
北高校で講演　※写真

地域

2013/7/26 日本経済新聞 33 行田にクッション工場 東名化成、車シート向け　（同日の埼玉新聞と同内
容）

経済・産業

2013/7/26 埼玉新聞 5

東名化成 行田に新工場完成 ホンダ寄居にシート供給　ポリウレタン製
品製造の東名化成（愛知県日進市）が行田市の富士見工業団地内に整備を進め
ていた埼玉工場が完成　主にホンダ寄居工場で生産される車向けのシートクッショ
ンを製造する　※写真

経済・産業

2013/7/26 埼玉新聞 15
あの花 劇場版公開＆ホンダ寄居工場稼働 記念限定乗車券を発売
秩父鉄道　（7/19日本経済新聞と同内容）　※写真

経済・産業

2013/7/26 読売新聞 31 [Ｓａｔｕｒｄａｙさいたま レジャー]　[まつり]　♦寄居玉淀水天宮祭花火大会　8月
3日、玉淀河原

イベント情報

2013/7/27 埼玉新聞 8 [県中学総体] バスケットボール　26日（第3日・深谷ビックタートルほか）　▷男
子準々決勝　さいたま春里66-51寄居

スポーツ（中学）

2013/7/29 東京新聞 22 [情報ファイル] 展覧会　♦特別展「和船大図鑑～荒川をつなぐ舟・ひと・モノ
～」　9月1日まで、県立川の博物館

イベント情報

2013/7/29 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　星野光二選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)石澤無涯 投稿

2013/7/29 埼玉新聞 6
[今週のこよみ]　1日（水）　【県内】かわはく開館・水の日記念「利き水体験」（寄
居町・県立川の博物館）　3日（土）　【県内】寄居玉淀水天宮祭（寄居町・玉淀河原）

その他

2013/7/30 朝日新聞 28 [埼玉マリオン] ●アート　♦埼玉硯心会書作展　8月3日[土]～6日[火]、埼玉会
館　顧問の吉田鷹村さんと東京学芸大学書道科卒業生35人の約80点を展示

イベント情報

2013/7/31 埼玉新聞 8

[高校総体in北部九州] 陸上　30日　【男子】▷400㍍予選　「4組」②本間大介
（東農大三）47秒67　▷同準決勝　「2組」①本間大介（東農大三）47秒55＝決勝進出
▷同決勝　⑧本間大介（東農大三）48秒79　▷400㍍リレー予選　「1組」⑤松山（奥、
北川、舛田、福島）41秒61＝落選　※本間大介（東農大三高3年、男衾中出身）、奥
秀平（松山高3年、城南中出身）　（同日の朝日、読売、毎日新聞の各紙に同様記
事）

スポーツ（高校）

2013/8/1 埼玉新聞 5 県商工青年の主張　第32回埼玉県商工青年の主張大会　30日、大宮法科大
学院大学ビル　県産業労働部長賞　服部剛志（寄居町商工会）

受賞・表彰

2013/8/2 朝日新聞 29
5つの地震 県が震度分布推計 21市区町で震度7 防災計画に反映へ
表-■県が公表した5地震の想定　表-■5地震の最大震度　7 寄居町　（ほか同日
の産経新聞と同内容）

行政

2013/8/2 毎日新聞 20 [インフォメーション] イベント　●寄居玉淀・水天宮祭　3日、寄居町玉淀河原
周辺

イベント情報

2013/8/2 産経新聞 23

最大震度地点が密集化 危険増す可能性 防災計画策定へ　県は1日、
将来の発生が高い確率で予想されている東京湾北部地震を含む5つの地震につ
いて、最新の県内の震度予測などを発表　再検証し、今年度中に新たな地域防災
計画を策定する方針　表-♦想定される市区町村別最大震度♦　④関東平野北西
縁断層帯地震…震度7　寄居町

行政

2013/8/2 埼玉新聞 8 [高校総体in北部九州] 陸上　1日　【男子】▷走り幅跳び予選　「2組」野村雄太
（本庄東）＝記録なし＝落選　※野村雄太（本庄東高3年、城南中出身）

スポーツ（高校）

2013/8/3 読売新聞 26 [よみうり文芸] 短歌　花山多佳子選　【佳作】寄居町　町田節子 (評) 投稿

2013/8/3 埼玉新聞 9 高校生レストラン仕掛人が講演 寄居城北高　（7/26埼北よみうりと同内容
※写真

地域

2013/8/3 埼玉新聞 10
[2013高校総体in北部九州] 弓道　2日(西日本総合展示場特設弓道場)　▷男
子団体予選（20射）　東農大三 （笠間、藤井、小林、杉田、田口）16中＝決勝トーナ
メント進出　※藤井大幹（東農大三高3年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2013/8/3 埼玉新聞 16

埼玉ピアノコンクールＥ・Ｆ部門 67人が準本選進出　第24回彩の国・埼玉
ピアノコンクールのE・F部門の予選会　さいたま芸術劇場　準本選進出者が決定
E部門（高校生）は31人、F部門（大学生・一般）は36人が予選通過　【E部門】7月30
日＝設楽彩香（寄居）　【F部門】7月30日＝岡部有紀（寄居）

文化・芸術

2013/8/4 朝日新聞 31 ♢第54回県吹奏楽コンクール地区大会　3日　【北部】≪中学B≫▷銀賞　寄
居

文化・芸術

2013/8/4 埼玉新聞 1 夜の川面に光のアート 寄居・水天宮祭　寄居玉淀水天宮祭が3日、玉淀河
原で開催された　※写真

地域

2013/8/4 埼玉新聞 6

[2013高校総体in北部九州] 弓道　3日(西日本総合展示場特設弓道場)　▷男
子団体決勝トーナメント1回戦（20射）　東農大三17-16加治木工（鹿児島） （東農大
三＝藤井3中ほか）　▷同決勝トーナメント2回戦（20射）　秀岳館（熊本）16-15東農
大三（東農大三＝藤井3中ほか）　※藤井大幹（東農大三高3年、男衾中出身）
（ほか同日の読売新聞に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2013/8/5 埼玉新聞 1 県内自治体別健康寿命（2011年度）　寄居町　16.56(男性) 46(順位)
19.66(女性) 43(順位)　※一覧表

統計

2013/8/5 埼玉新聞 3 7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
12,686　人口総数34,639　男17,149　女17,490

統計

2013/8/5 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　松本旭選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匡 投稿
2013/8/5 埼玉新聞 15 [つれづれ]　リンゴの木　大野順一（寄居町、67歳） 投稿
2013/8/6 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

2013/8/6 埼玉新聞 5
「アクア」よりも安く、燃費も上 ホンダ フィットHV 163万円　ホンダが9月
上旬にも全面改良する「フィット」のハイブリッド車の希望小売価格　163万5千円程
度にする方針　4日分かる　新型フィットHVは寄居工場で生産される　※写真

経済・産業
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2013/8/6 埼玉新聞 11
[リトルシニア] 加須完封で6連勝 行田、寄居など勝利　〈北部ブロック
リーグ〉リトルシニア関東連盟北関東支部の北部ブロックリーグ　4日まで、熊谷江
南グラウンドなど　寄居6-3太田市

スポーツ（中学）

2013/8/7 朝日新聞 26 [埼玉マリオン][イチ押し！]　♦特別展「和船大図鑑-荒川をつなぐ舟・ひと・モ
ノ」　9月1日まで　県立川の博物館　※資料画像

イベント情報

2013/8/7 埼玉新聞 9 [県アマ選手権]　第5予選、6日・高麗川CC＝6788㍎、パー72＝93人　♦第5予選
通過者　+5 ⑯(タイ) 牧野龍一郎（寄居）77(計) 40(O) 37(I)

スポーツ（アマゴル
フ）

2013/8/7 埼玉新聞 10
[夏の埼玉で 遊ぼう学ぼう成長しよう] 県立川の博物館（寄居町） 川と
水を楽しんで学ぶ　※概要、イベント情報、写真3、案内図

特集

2013/8/8 読売新聞 26 読売書法展 入賞・入選者　♢漢字部門♢　〈特選〉【寄居町】伴場秀萃 受賞・表彰

2013/8/8 読売新聞 27 猛暑 鳩山で36.2度　7日の県内　約3週間ぶりの猛暑日　寄居が35.5度　（ほか
同日の産経新聞に同様記事）

気象

2013/8/8 毎日新聞 20 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2013/8/9 埼北よみうり 1

精鋭32チーム頂点を目指す 第27回読売旗争奪県北少年野球選手権
大会　第27回読売旗争奪県北少年野球選手権大会が明日、熊谷さくら運動公園
野球場ほかで開幕、13日（火）までの4日間、熱い闘い　※トーナメント表　城南キン
グフィッシャーズ　オブスマクラブ　※写真

スポーツ（小学）

2013/8/9 埼北よみうり 2
県北少年野球 明、10日（土）いよいよ開幕 キャプテン大会への意気
込み！　オブスマクラブスポーツ少年団　井口真之介主将　城南キングフィッ
シャーズ　杉山直杜主将　※写真、コメント

スポーツ（小学）

2013/8/9 埼北よみうり 5-8

第27回読売旗争奪県北少年野球選手権大会 目指せ埼北の頂点‼ 代
表32チーム紹介　大里　オブスマクラブスポーツ少年団　城南キングフィッ

シャーズ　※メンバー表、戦力分析、監督写真・コメント、集合写真　[第27回 予
選参加チーム]　【大里地区】用土コルツ、マッキーズ、オブスマクラブ、中町ジュ
ニア、城南キングフィッシャーズ

スポーツ（小学）

2013/8/9 埼北よみうり 9 [エンタメ] イベント　よりい平和と文化のつどい　平和美術展　8月24日（土）・25
日（日）　平和のひろば　8月25日（日）　寄居町中央公民館

イベント情報

2013/8/9 産経新聞 23
育樹祭100日前、除草作業に汗　11月16、17の両日に寄居町などで行われ
る第37回全国育樹祭を盛り上げようと、開催100日前の8日、県庁や市町村などで
除草などの育樹作業が一斉に行われた　※写真

全国育樹祭

2013/8/10 埼玉新聞 6

県スポ少中学生軟式野球交流大会　県民総合体育大会第36回県スポーツ
少年団中学生軟式野球交流大会　4日まで、寄居運動公園野球場など　開会式
で、中町ジュニア（寄居）の小島涼主将が選手宣誓　▷1回戦　大和クラブ（和光）8-
5中町ジュニア（寄居）（五回コールド）　※写真

スポーツ（中学）

2013/8/10 埼玉新聞 7 [関東中学大会] 柔道　9日（第1日・小瀬スポーツ公園武道館）　【女子】▷63㌔
級準決勝　児玉（神奈川･浜岳） 優勢 大谷（寄居）

スポーツ（中学）

2013/8/11 読売新聞 28
読売旗少年野球 32チームが熱戦　第27回読売旗争奪県北少年野球選手
権大会　10日、熊谷さくら運動公園野球場など　10日の結果　城南キングフィッ
シャーズ4-2埼玉少年野球　秩父ドリームズ4-2オブスマクラブ

スポーツ（小学）

2013/8/11 読売新聞 29 各地で今年最高気温　10日の県内は、各地で今年の最高気温を記録　寄居が
38.9度　（ほか同日の産経新聞に同様記事）

気象

2013/8/11 埼玉新聞 7

接客業 丸ごと体験 寄居の中学生 空き店舗で特産販売　寄居町の中学
校3校の生徒9人が6日から9日、地元商店街の空き店舗を活用した店で接客や販
売の仕事を体験　今年で4回目　1年生9人が参加　「ショップ乙姫ちゃんJOY店」
特産ハーブのエキナセアを使った食品などを販売　※写真、1面にヘッドライン

地域

2013/8/13 朝日新聞 22 [埼玉マリオン] ●アート　♦よりい平和と文化のつどい　24日[土]、25日[日]、
寄居町中央公民館

イベント情報

2013/8/13 読売新聞 26
♦県北少年野球　11、12日・熊谷さくら運動公園野球場ほか　▷2、3回戦　市の
川小野球3-0城南キングフィッシャーズ

スポーツ（小学）

2013/8/13 東京新聞 26 [ＴＯＫＹＯ発] 文学するＰＡ 夢の仕掛人 もとはモーレツ会社人間　-関
越道・寄居「星の王子様」　※写真3、案内図

特集

2013/8/13 埼玉新聞 11

[2013高校総体in北部九州] 柔道　11日(福岡市民体育館)　▷女子78㌔級準1
回戦　杉田綾音（児玉） 優勢 松田なみき（和歌山･紀央館）　▷同2回戦　杉田綾音
優勢 森彩華（愛知･同朋）　▷同3回戦　堀歩未（福岡･敬愛） 優勢 杉田綾音　※杉
田綾音（児玉高3年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2013/8/14 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

1 県中学校総体ラグビーの部　【対戦トーナメントの記録】　（7/14埼玉新聞と同
内容）

スポーツ（中学）

2013/8/14 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2 県中学校総体陸上競技の部　■平成25年度県中学校総体陸上競技の部の
記録　（7/25埼玉新聞と一部同内容）

スポーツ（中学）

2013/8/14 埼玉新聞 13 [まちひとであい] 催し　♦牛乳パックのとうろう作り（寄居）　24日、鉢形城歴史
館

イベント情報

2013/8/14 埼玉新聞 18
県警少年柔剣道大会 339人が真剣勝負　県内38警察署に稽古に通う子ど
もたちが腕を競う県警少年柔剣道大会　県立武道館　26回目　【柔道】③寄居署

スポーツ（小学）
スポーツ（中学）

2013/8/16 朝日新聞 25 荒川で溺れて18歳男性死亡 先月も付近で事故　（同日の埼玉新聞と同
内容）

事件・事故

2013/8/16 読売新聞 32 埼玉・寄居の荒川 18歳が溺れ死亡　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故

2013/8/16 毎日新聞 23
[ニュース24時] 寄居・荒川で男性が溺れて死亡　（同日の埼玉新聞と同
内容）

事件・事故

2013/8/16 産経新聞 19 寄居の荒川で18歳少年死亡　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故
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2013/8/16 東京新聞 22 [NEWSフラッシュ] ★寄居の荒川で男性おぼれ死亡　（同日の埼玉新聞
と同内容）

事件・事故

2013/8/16 埼玉新聞 5

親子で楽しめる釣り堀オープン あすから寄居の川博　魚釣りを楽しみな
がら川について学んでもらおうと、県立川の博物館が17日から19日まで、敷地内を
流れる宮川をせき止めて「かわはくつりぼり」をオープンする　フナやウグイを放流
キャッチ・アンド・リリース方式で、代わりに記念バッジを贈呈

文化・芸術

2013/8/16 埼玉新聞 15
対岸渡ろうと男性溺れ死亡 寄居の荒川　15日午後0時半ごろ、寄居町桜沢
の荒川で、泳いで川を渡ろうとした桶川市、専門学校生(男性)（18）が溺れた　近く
の釣り人が引き上げたが、搬送先の病院で死亡確認

事件・事故

2013/8/17 日本経済新聞 31
メガソーラー公有地に続々 遊休地を有効活用　県内自治体で公有地へ
の大規模太陽光発電所誘致が相次ぐ　今年6月、寄居町の廃棄物埋め立て跡地
に液化石油ガス販売のサイサンがメガソーラーを稼働　※写真

経済・産業

2013/8/18 埼玉新聞 12 [テレビ番組解説] テレ玉　寄居今昔物語～寄居玉淀水天宮祭～　★テレ玉
後8･30　寄居町が誇る歴史と伝統の祭りの模様を送る特別番組　※写真

その他

2013/8/19 東京新聞 20 [情報ファイル] 展覧会　♦平和美術展　24、25日、寄居町中央公民館 イベント情報
2013/8/19 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　松本旭選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2013/8/19 埼玉新聞 7 [今週のこよみ]　24日（土）　【県内】▷講演会「埼玉県の船絵馬と船大工」（寄居
町・県立川の博物館）

その他

2013/8/20 読売新聞 32
第18回全日本高校・大学生書道展入賞者　20～25日、大阪市立美術館　♢
優秀賞♢▷松山女子高　浅野麗香（寄居町）

受賞・表彰

2013/8/20 埼玉新聞 7

[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] 出場32チームの組み合わせ決定 北部ブロック 25日開幕　全
労災カップ争奪第38回県スポーツ少年団小学生軟式野球交流大会の北部ブロッ
ク予選会　組み合わせが決まる　トーナメント表　マッキーズ　中町ジュニア　オブ
スマクラブ　城南キングフィッシャーズ　用土コルツ　※城南の所在地が（秩父市）と
なっているが誤り

スポーツ（小学）

2013/8/21 朝日新聞 29
伝統工芸展入選 県内からは14人　第60回日本伝統工芸展の入賞・入選者
21日付発表　作品は9月18～30日、東京・日本橋三越本店で展示　【陶芸】原清（寄
居町）

文化・芸術

2013/8/21 日本経済新聞 35

東上線沿い魅力向上 東武と4区市町協定 観光・交流、相互に発信
東京都豊島区、埼玉県川越市、東松山市、寄居町の東武東上線沿線の4区市町
が観光・文化・産業などの分野で連携　10月に東武鉄道と相互協力協定を結ぶ
観光イベントの相互参加など交流を深め、魅力を発信し合い地域活性化につなげ
る　10月5日に「東武東上線沿線サミット」を池袋で開く　図-観光・文化・産業で東
武東上線沿線を振興　※写真

行政

2013/8/21 埼玉新聞 6 [全国中学大会] 陸上　第4日、20日(名古屋市瑞穂公園陸上競技場)　【男子】▷
3000㍍予選　「6組」㉒重松晟弥（男衾）10分11秒13

スポーツ（中学）

2013/8/21 埼玉新聞 6
[全国中学大会] 柔道　第4日、20日・三重県営サンアリーナほか　▷女子63㌔
級1回戦　大谷（寄居） 上四方固め 上釜（鹿児島・枕崎）　▷同2回戦　三浦（秋田・
天王南） 合わせ技 大谷

スポーツ（中学）

2013/8/21 埼玉新聞 15 [まちひとであい] 催し　♦寄居町硬式テニス大会（寄居）　9月8日、寄居運動公
園テニスコート

イベント情報

2013/8/22 埼玉新聞 9 美里杯少年野球大会　第12回美里杯少年野球大会　美里遺跡の森総合公園
▷1回戦　児玉少年野球クラブ（本庄）10-0城南キングフィッシャーズ

スポーツ（小学）

2013/8/23 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

2013/8/23 埼北よみうり 2 中学生が空き店舗で 就業体験（寄居町）　（8/11埼玉新聞と同内容）　※写
真

地域

2013/8/23 埼北よみうり 4･5 [輝いた！埼北球児の4日間] 第27回読売旗争奪県北少年野球大会
※写真、トーナメント表（結果）

スポーツ（小学）

2013/8/23 埼北よみうり 6
[エンタメ] イベント　木とのふれあいフェスタ　地元の材木屋さんや建築屋さん
などが主催する「木育」がテーマのイベント　8月25日（日）　サイモクホーム工場（寄
居町三ヶ山）　※写真

イベント情報

2013/8/23 毎日新聞 22 [インフォメーション] イベント　●第9回よりい平和と文化のつどい　中央公民
館　〈平和美術展〉24日と25日　〈平和のひろば〉25日

イベント情報

2013/8/23 埼玉新聞 8 [全国中学大会] 陸上　第6日、22日・名古屋市瑞穂公園陸上競技場ほか　【男
子】▷1500㍍予選　「6組」⑬重松晟弥（寄居男衾）4分17秒03

スポーツ（中学）

2013/8/23 埼玉新聞 8 ♢弓道　関東高校個人選手権選抜県予選最終日（22日・大宮公園弓道場）　▷女
子決勝　⑦加藤（寄居城北）

スポーツ（高校）

2013/8/23 埼玉新聞 9
169チーム参加 あす開幕 [第92回全国高校サッカー埼玉大会] 1次
トーナメント　トーナメント表　[3]寄居城北-新座

スポーツ（高校）

2013/8/23 埼玉新聞 15

県スポーツ少年団柔道親善大会　第35回県スポーツ少年団柔道親善大会
兼県民総合体育大会スポーツ少年団の部　18日、県武道館　個人男子は、中学3
年で小野朋生（明道館寄居警察署）が初優勝　「個人」【男子】▷小学3年　③小林優
大（男衾柔道クラブ）　▷中学3年　①小野朋生（明道館寄居警察署）③大久保優太
（明道館寄居警察署）　【女子】▷小学4年　①井田侑希（深谷柔道SEIWA会）　▷同5
年　①井田朋伽（深谷柔道SEIWA会）③長谷川実咲（男衾柔道クラブ）　▷同6年　③
西木美優（深谷柔道SEIWA会）　※写真

スポーツ（小学）
スポーツ（中学）

2013/8/23 埼玉新聞 12
平和の尊さを文化行事で確認 あすから中央公民館（寄居）　平和を
テーマにした文化行事「よりい平和と文化のつどい」が24、25日、寄居町中央公民
館で開かれる　2005年にスタート　毎年600人前後が参加

地域

2013/8/23 埼玉新聞 17 [つれづれ]　甘い記憶　保泉尚良（寄居町、60歳） 投稿
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2013/8/24 埼玉新聞 1

住宅用火災報知器 県内設置率は75％ 全国35位、地域で格差　消防
法で設置が義務付けられている住宅用火災報知器の推計設置率　埼玉は75％
（全国35位）　消防庁調べ　表-県内の消防本部別の火災報知器推計設置率（2013
年6月1日現在：消防庁調べ）　深谷市(消防本部) 62.58％

行政

2013/8/24 埼玉新聞 19

消える駅前の顔 後継店舗は白紙状態 スーパー「ライフ寄居店」あす
閉店　寄居駅南口にある大型商業施設「ライフ寄居店」が25日、賃貸契約の満了
に伴い閉店する　土地と建物を所有する秩父鉄道は町と協力して後継店舗を探し
ているが、20日現在で白紙状態　20年にわたり営業の〝駅前の顔〟の消失　ホン
ダ寄居工場が稼働してまちの活性化に期待される中、周辺住民からは惜しむ声
※写真、1面に写真付きヘッドライン

経済・産業

2013/8/26 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　松本旭選　(寄居)吉澤紀子 投稿

2013/8/26 埼玉新聞 8
♢卓球　県ジュニア高校学年別強化大会（17、18日・春日部総合体育館）　▷女子2
年　新井（本庄第一）3-1相沢（越谷南）　※新井鈴音（本庄第一高2年、寄居中出
身）

スポーツ（高校）

2013/8/27 埼玉新聞 15

特産ハーブで地元の味を エキナセアシロップ 寄居のカフェ　寄居町桜
沢の大黒屋商店内「ゴリゴリカフェ」　町特産のハーブ「エキナセア」を使ったシロッ
プを開発、1㍑パック1500円　大黒屋商店5代目の高田充さん（35）　かき氷用のシ
ロップとして企画　※写真

経済・産業

2013/8/27 埼玉新聞 18 世界囲碁アマ県大会　第35回世界アマ囲碁選手権埼玉県大会の2日目　25
日、さいたま市の碁席・大宮本因坊　【2回戦】田熊秀行（川口）-森屋偉作（寄居）

その他

2013/8/28 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2
県中学校総体柔道の部　【女子団体ベスト8の記録】【男子個人戦の記録】【女
子個人戦の記録】　（7/23、24、25埼玉新聞と同内容）　※写真（女子個人戦優勝
者）

スポーツ（中学）

2013/8/29 毎日新聞 22 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2013/8/29 日本経済新聞 37

県人口、41市町村で減少 3月末時点 2年連続の自然減　総務省が28日
公表した住民基本台帳に基づく人口動態調査（2013年3月末時点）　県内の41市町
村で日本人人口が減少　図-埼玉県内では63市町村のうち41市町村で日本人人
口が減った　減少率1％以上の自治体に寄居町

統計

2013/8/29 産経新聞 25 荒川で今夏5人死亡 「知識不足」が招く川の事故　表-■県内の荒川の水
死事故（7～8月）　7月13日　寄居町鉢形

事件・事故

2013/8/29 東京新聞 24
きょうから埼玉書道展 県立近代美術館　「第57回埼玉書道展」が29日から
県立近代美術館で開催される　9月1日まで　主な入賞者　【漢字】▷県芸術文化祭
実行委員会会長賞＝田中秀穂（寄居町）

文化・芸術

2013/8/29 埼玉新聞 11 [第92回全国高校サッカー埼玉大会] 1次トーナメント　第2日、28日　各組
2回戦　▷3組　寄居城北3-2新座

スポーツ（高校）

2013/8/30 埼玉新聞 8

オブスマ、井口が完封 [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]　〈北部ブロック〉　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北部ブロック予選会　25日、若泉
運動公園グラウンドなど　オブスマクラブ（寄居）の井口が岡部（深谷）打線を完封
▷1回戦　児玉少年野球（本庄）7-0マッキーズ（寄居）（五回コールド）　根住少年野
球（深谷）4-2中町ジュニア（寄居）　オブスマクラブ（寄居）3-0岡部（深谷）　城南キ
ングフィッシャーズ（寄居）7-0用土コルツ（寄居）（六回コールド）

スポーツ（小学）

2013/8/30 埼玉新聞 8 [今週のホームラン]　8月25日＝小泉裕一朗（中町ジュニア） スポーツ（小学）

2013/8/30 埼玉新聞 13

育樹祭を記念し木でプランター ふれあいフェスタ（寄居）　木をテーマに
した祭り「木とのふれあいフェスタ」が25日、寄居町三ヶ山のサイモクホーム工場で
開かれ、約300人が参加　今年で8回目　11月に町で行われる「第37回全国育樹
祭」を記念し、当日使われる木製のプランター作りにも挑戦　※写真

地域

2013/8/30 埼玉新聞 14 流派を超えて力作733点展示 来月1日まで埼玉書道展　（8/29東京新聞
と同内容）

文化・芸術

2013/8/30 埼玉新聞 15 採れたてゴーヤ 無料でどうぞ 寄居町商工会 壁面緑化で栽培　寄居
町商工会が商工会館の壁面緑化で栽培しているゴーヤの実を無料配布　※写真

地域

2013/8/31 読売新聞 32
深谷を芸術の街に 映画館スタッフ「藝術米騒動」設立　「深谷シネマ」（深
谷市）のボランティアスタッフ3人が、芸術で町を盛り上げる市民団体「藝術米騒動」
を設立　メンバーの塚田真理恵さん（25）は寄居町のピアノ講師　※写真

地域

2013/8/31 毎日新聞 22 力作733点埼玉書道展 あすまで県立近代美術館で　（8/30埼玉新聞と同
内容）

文化・芸術

2013/8/31 東京新聞 25 東武東上線沿線の4自治体サミット　（8/21日本経済新聞と同内容） 行政

2013/9/1 埼玉新聞 7 [第92回全国高校サッカー埼玉大会] 1次トーナメント　最終日、31日・戸
田惣右衛門グラウンドほか　▷3組　浦和北4-0寄居城北

スポーツ（高校）

2013/9/2 朝日新聞 11 [朝日俳壇]　稲畑汀子選　（埼玉県寄居町）新井あい子　金子兜太選　（埼玉県
寄居町）鈴木孝信

投稿

2013/9/2 朝日新聞 29 県合唱コン　第56回県合唱コンクール　1日、さいたま市文化センター　【彩の国
部門】▷優良賞　寄居城北高校コーラス部

文化・芸術

2013/9/2 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

2013/9/2 埼玉新聞 7 [今週のこよみ]　7日（土）　【県内】▷葉脈標本をつくろう（寄居町・県立川の博物
館）

その他

2013/9/3 埼玉新聞 9
[リトルシニア]　〈北関東支部秋季大会〉　リトルシニア関東連盟北関東支部の秋
季大会　1日、三郷リトルシニアグラウンドなど　▷1回戦　寄居11-0戸田東（四回
コールド）

スポーツ（中学）

2013/9/3 埼玉新聞 11 ♦郷土力士新番付♦　【序二段】湊竜（寄居・湊） スポーツ（大相撲）
2013/9/3 埼玉新聞 12 [埼玉詩欄]　町田多加次選　退院の日に　楳沢規子（寄居町） 投稿
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2013/9/5 毎日新聞 20 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2013/9/5 埼玉新聞 10 秋季高校野球地区大会 あす開幕　北部　※トーナメント表　Ｂ　熊谷商-寄
居城北　（ほか同日の毎日新聞に同様記事）

スポーツ（高校）

2013/9/6 読売新聞 10 ホンダ ＨＶでトヨタ対抗 新型フィット発売 燃費争い首位に　（同日の埼
玉新聞と同内容）　※写真

経済・産業

2013/9/6 読売新聞 32
[よみうり文芸] 短歌　花山多佳子選　【入選】寄居町　田中広美　俳句　岡田

日郎選　【入選】寄居町　町田節子　川柳　岡部美雄選　【入選】寄居町　町田節
子

投稿

2013/9/6 埼玉新聞 3

ホンダ新型「フィット」 世界最高峰の燃費性能 11月 寄居でも生産開
始　ホンダは5日、主力小型車「フィット」を全面改良し6日に発売すると発表　ハイ
ブリッド車（HV）モデルは、プラグインHVを除く市販車として世界最高水準の燃費性
能　現在は鈴鹿工場で生産されているが、今年11月から寄居工場でも生産される
※写真

経済・産業

2013/9/6 埼玉新聞 12

特別支援学校生 作品展示と販売 8日、空き店舗を利用（寄居）　寄居
町寄居の空き店舗で8日、県立深谷はばたき特別支援学校の生徒たちによる作業
製品展示会が行われる　就業体験事業の一環　寄居町商工会青年部と商店街有
志、町が協力して企画　今年で4回目

地域

2013/9/7 日本経済新聞 39
ＬＰＧ販売のサイサン メガソーラー事業加速　※写真（メガソーラー、寄居
町）

経済・産業

2013/9/7 産経新聞 9

〝親離れ〟活路模索 [ホンダ寄居工場] 系列メーカー進化　7月上旬、
ホンダの埼玉製作所寄居工場がラインオフ（生産開始）　「国内最後の完成車工
場」ともいわれる　平成20年秋のリーマン・ショックの影響で稼働が3年遅れる　ホン
ダはなぜ、寄居工場にこだわるのか？　※写真

経済・産業

2013/9/7 埼玉新聞 5

武銀など6金融機関 サイサン太陽光に50億円の協調融資　武蔵野銀
行と日本政策投資銀行は6日、液化石油ガス販売のサイサン（さいたま市）が行う
太陽光発電事業に総額50億円のシンジケート・ローン（協調融資）を組成　対象事
業はサイサンが森和エナジー（千代田区）と共同で実施する太陽光発電事業　寄
居町三ケ山や青森県六ケ所村など全国6カ所でメガソーラーを建設・運営する

経済・産業

2013/9/8 埼玉新聞 5 [今週のこよみ]　15日（日）【県内】お月見体験・月よりダンゴ（寄居町・県立川の
博物館）

その他

2013/9/8 埼玉新聞 6 [県中学新人大会] 競泳　4、5日・川口青木町公園プール　【女子】▷50㍍バタフ
ライ　④桜井（寄居男衾）31秒32

スポーツ（中学）

2013/9/8 埼玉新聞 7 [秋季高校野球 地区大会] ●北部　▷B組1回戦　熊谷商7-0寄居城北（七回
コールド）　（ほか同日の朝日、読売、毎日、東京新聞の各紙に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2013/9/9 朝日新聞(夕刊) 12 柔道 全日本ジュニア体重別　8日　2013年に15～20歳になる選手で争う大会
優勝者　【女子】▷70㌔級　新井千鶴（三井住友海上）

スポーツ（柔道）

2013/9/10 埼玉新聞 9
♢柔道　全日本ジュニア体重別選手権最終日（8日・埼玉県立武道館）＝決勝記
録　【女子】▷70㌔級　新井（三井住友海上） 優勢 古屋（筑波大）　（9/8朝日新聞夕
刊と一部同内容）

スポーツ（柔道）

2013/9/10 埼玉新聞 12
寄居が初優勝 継投で熊谷を零封 秩父カップリトルシニア硬式野球大
会　第2回秩父カップリトルシニア硬式野球大会　小鹿野町総合運動公園野球場
など　12チーム参加　▷決勝　寄居5-0熊谷　※写真

スポーツ（中学）

2013/9/11 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

3
[書道]　■第25回全国書写書道席書大会　8月11日、国立オリンピック記念青少
年総合センター　＊県勢の結果　♢毛筆の部　【広島県熊野町長賞】貴島美紗稀
（寄居用土小4）

文化・芸術

2013/9/11 埼玉新聞 2 [叙位叙勲]　10日　正六位瑞宝双光章　元寄居町立鉢形小校長 宮下衛幸氏
（80）＝寄居町寄居（8月13日死去）　（ほか同日の読売新聞に同様記事）

叙位叙勲

2013/9/11 埼玉新聞 10･11
[第35回埼玉県アマチュアゴルフ選手権大会 2013] 決勝9/12・13　予
選からの進出者　[8/6（火）高麗川CC 28人]　牧野龍一郎（寄居）　※写真、決勝第
1ラウンド組み合わせ

スポーツ（アマゴル
フ）

2013/9/12 毎日新聞 24 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2013/9/12 日本経済新聞 35 [インフォメーション]　▷秋期企画展「荒川の水のゆくえ 埼玉の水と産業」　9月
21日～11月24日、埼玉県立川の博物館

イベント情報

2013/9/12 埼玉新聞 1
寄居町 人口減歯止め？ ホンダ効果で3年ぶり増加　3年以上前から減
少し続けていた寄居町の人口が今年7、8月の2カ月連続で増加　ホンダ寄居工場
稼働に伴う波及効果と町は評価　外国人を含む総人口

行政

2013/9/12 埼玉新聞 2 8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
12,728　人口総数34,674　男17,172　女17,502

統計

2013/9/12 埼玉新聞 9

[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] 城南 妻沼 神川 児玉 県大会出場決める 北部ブロック　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北部ブ
ロック予選会　1、8日・本庄総合多目的グラウンドほか　▷2回戦　妻沼スラッガーズ
（熊谷）7-2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）
7-6皆野少年野球（五回コールド）　▷準々決勝　城南キングフィッシャーズ7-6小鹿
野カージナルス（五回コールド）

スポーツ（小学）

2013/9/13 読売新聞 31 [よみうり文芸] 短歌　花山多佳子選　【入選】寄居町　田中美枝子 投稿

2013/9/13 埼北よみうり 3
鑑賞方法などレクチャー 日本刀公開講座（寄居町）　刀友会が8月31日、
寄居町中央公民館で日本刀公開講座　同会は県北西部の会員10人ほどが所属
より多くの人に日本刀の魅力を知ってもらいたいと5年前から行う　※写真

地域
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2013/9/13 毎日新聞 6

産業の復調 道半ば [リーマンショック5年][下]　7月、ホンダにとって23年
ぶりの新工場となる寄居工場（埼玉県寄居町）のラインが動き始める　金融危機の
あおり受け3年遅れでようやく稼働　別の工場の縮小で浮いた人員で対応するた
め、新規雇用はほとんど発生しない　※写真（ホンダ寄居工場ラインオフ式典）

連載特集
経済・産業

2013/9/13 毎日新聞 24
[インフォメーション] 展覧会　●第21回寄居水彩画会作品展　20～22日、寄
居町中央公民館　●荒川の水のゆくえ～埼玉の水と産業～　21日～11月24日、埼
玉県立川の博物館

イベント情報

2013/9/13 埼玉新聞 10･11 [第24回彩の国・埼玉ピアノコンクール 準本選出場者発表　9/14[E部門
17人]　設楽彩香（寄居）　[F部門 16人]　岡部有紀（寄居）

文化・芸術

2013/9/13 埼玉新聞 15

ホンダ縁で友好都市へ 米から視察団 町長と会談（寄居）　米オハイオ
州ユニオン郡メアリズビル市のジョン・F・ゴア市長ら視察団が11日、寄居町との友
好都市提携に向けて町役場を訪問　ホンダ工場の立地自治体であることから提携
の話が浮上　※写真

行政

2013/9/15 さいたま報知 1･2

[読売旗争奪県北少年野球選手権]　第27回読売旗争奪県北少年野球選手
権　8月10～13日、熊谷さくら運動公園野球場など　▷1回戦　城南キングフィッ
シャーズ4-2埼玉少年野球　秩父ドリームス4-2オブスマクラブ　▷2回戦　市の川小
野球3-0城南キングフィッシャーズ

スポーツ（小学）

2013/9/15 さいたま報知 7

県北中学生バスケットボール　第42回県北中学生バスケットボール大会　8
月17～24日、本庄市児玉総合公園体育館など　【男子】▷準々決勝　寄居城南90-
68神川　▷準決勝　深谷幡羅56-42寄居城南　▷3位決定戦　熊谷妻沼東71-68寄居
城南　【女子】▷準々決勝　寄居男衾82-47皆野　▷準決勝　本庄児玉58-53寄居男
衾　▷3位決定戦　寄居男衾70-47

スポーツ（中学）

2013/9/15 埼玉新聞 6
♢陸上　県高校新人大会各地区予選（14日）＝1位記録　「北部」（第1日・熊谷ス
ポーツ文化公園陸上競技場）　【女子】▷5000㍍競歩　小池優佳（本庄東）29分21秒
16　※小池優佳（本庄東高1年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2013/9/15 埼玉新聞 13 [つれづれ]　蚊取り線香　大野順一（寄居町、67歳） 投稿
2013/9/16 埼玉新聞 5 [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

2013/9/16 埼玉新聞 7 [今週のこよみ]　21日（土）【県内】▷秋季企画展「荒川の水のゆくえ～埼玉の水
と産業～」（11月24日まで、寄居町・県立川の博物館）

その他

2013/9/16 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○1-0　※秋場所初日 スポーツ（大相撲）
2013/9/17 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や1-0　※秋場所2日目 スポーツ（大相撲）

2013/9/18 読売新聞 35

取水制限を解除 合角ダム貯水量回復　県は17日、荒川水系の県営合角ダ
ム（秩父市、小鹿野町）の貯水量が回復したことから取水制限を解除　今年5月か
ら深谷市や寄居町などが30～50％の取水制限を行っていた　（ほか同日の朝日、
産経新聞に同様記事）

行政

2013/9/18 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●1-1　※秋場所3日目 スポーツ（大相撲）

2013/9/18 埼玉新聞 16

寄居の交通安全ドール 無事カエル願い込め　21日から始まる秋の交通安
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17日、カエルの交
通安全ドール設置　「交通安全ドールPS委員会」　66体目　「事故ぼうし・無事かえ
る」をテーマに、オープンカーのパトカーに制帽をかぶったカエルが3体乗っている
人形　※写真

地域

2013/9/18 埼玉新聞 16
埼玉ピアノコンクールE･F部門 29人が本選進出　第24回彩の国・埼玉ピ
アノコンクールE・F部門の準本選　14、15日、さいたま芸術劇場　本選進出者29人
が決定　【E部門】14日＝設楽彩香（寄居）　【F部門】14日＝岡部有紀（寄居）

文化・芸術

2013/9/19 毎日新聞 24 [俳句]　■星野光二選　寄居・小渕美津子 投稿
2013/9/19 東京新聞 5 [発言]　戦争体験を冊子で残す　無職 南部敏明 77 （埼玉県寄居町） 投稿

2013/9/19 埼玉新聞 7 国体 埼玉県選手団名簿　[陸上]少年男子　本間大介（東農大三高）　※本間
大介（東農大三高3年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2013/9/19 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や1-1　※秋場所4日目 スポーツ（大相撲）

2013/9/19 埼玉新聞 13

[どうなん⁉そうなん] 作曲家・佐々紅華 幻の手紙見つかる 歌謡界の
ライバルへ宛て 中山晋平との交流示す 寄居　「君恋し」など流行歌を手
掛けた作曲家佐々紅華（1886-1961）から、「ゴンドラの唄」などで知られる作曲家
中山晋平（1887-1952）宛てに記された手紙が、佐々が後半生を過ごした寄居町の
割烹旅館「京亭」で見つかる　※写真2

連載特集
地域

2013/9/20 埼玉新聞 1
基準地価 県内114地点で上昇 13年度 下落幅は縮小　2013年度の県内
基準地価（7月1日現在）　商業地では(最も下落したのは)、③加須市、寄居町（い
ずれもマイナス3.1％）だった

経済・産業

2013/9/20 埼玉新聞 9
熟練ながら若々しく 水彩画33作品を展示 きょうから中央公民館（寄
居）　寄居水彩画会の作品展　20日から22日まで中央公民館で開かれる　21回目
※写真

地域

2013/9/20 埼玉新聞 10･11
2013年地価調査 県内基準地価格　[大里郡]▷寄居町 ※6地点　[商業地下
落率上位10地点]　※6番目に寄居町1地点　▲3.1　（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）

経済・産業

2013/9/20 埼玉新聞 5 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や1-1　※秋場所5日目 スポーツ（大相撲）
2013/9/21 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●1-2　※秋場所6日目 スポーツ（大相撲）
2013/9/22 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●1-3　※秋場所7日目 スポーツ（大相撲）

2013/9/23 読売新聞 31
[ホンダがやってきた] [上] 新工場で寄居に人、企業　ホンダの寄居工場
が完成、7月から稼働　企業立地や交流人口の増加が期待され寄居が沸いている
ものづくりの拠点として期待が膨らんでいる　※写真2、位置図

連載特集

2013/9/23 埼玉新聞 13 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や1-3　※秋場所8日目 スポーツ（大相撲）
2013/9/23 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
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2013/9/24 読売新聞 33

[ホンダがやってきた] [中] 難産の末、寄居で稼働　8月5日　ホンダ創業
者本田宗一郎が眠る静岡県の冨士霊園に津久井幹雄・前寄居町長の姿　感謝の
気持ちを込め命日に墓前で手を合わせた　寄居進出の計画は浮かんでは消えた
構想は1989年頃からあった　※写真

連載特集

2013/9/24 埼玉新聞 5 [埼玉歌壇]　関田史郎選　（寄居）松村章子 投稿

2013/9/24 埼玉新聞 11

[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]　〈北部ブロック〉　22日、本庄若泉運動公園グラウンド　▷準決勝　妻沼ス
ラッガーズ（熊谷）2-1城南キングフィッシャーズ（寄居）（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）

2013/9/24 埼玉新聞 13 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や1-3　※秋場所9日目 スポーツ（大相撲）
2013/9/25 朝日新聞 29 事故ボウシ誓い 無事家にカエル　（9/18埼玉新聞と同内容）　※写真 地域

2013/9/25 読売新聞 33

[ホンダがやってきた] [下] 地域連携し進出効果を　商店街に「Welcome
HONDA」の赤いのぼり旗　効果を取り込もうと町や商工会の関係者らが躍起　ホン
ダの意向受け町有地を従業員の単身寮に提供　寄居工場生産のホンダ車を買っ
た町民に10万円を補助する制度　一方で、世界の景気に左右されることから撤退
のリスクも　町民からは行政の〝ホンダ優遇施策〟に冷ややかな声も　※写真

連載特集

2013/9/25 埼玉新聞 5

大宮駅で観光・特産品フェア きょうから27日まで 18地域の魅力紹介
県商工会連合会が25～27日、JR大宮駅西口イベントスペースで県内18商工会地
域の特産品を集めた展示即売会「埼玉県商工会まつり 観光・特産品フェア」を開く
寄居町特産のハーブ「エキナセア」の商品など

経済・産業

2013/9/25 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○2-3　※秋場所10日目 スポーツ（大相撲）

2013/9/26 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

投稿

2013/9/26 埼玉新聞 7 [リトルシニア]　〈北関東支部秋季大会〉　22、23日、浦和リトルシニアグラウンド
など　「敗者復活トーナメント」　【B組】▷3回戦　行田4-1寄居

スポーツ（中学）

2013/9/26 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や2-3　※秋場所11日目 スポーツ（大相撲）

2013/9/27 埼北よみうり 1 [あそこが⁉ここが⁉ 埼北のロケ地紹介]　ＹＦＣヨリイフィルムコミッション（寄
居町）　※「そして父になる」場面画像

特集

2013/9/27 埼北よみうり 4 お月見の風習 楽しく学ぶ（寄居町）　お月見の風習を楽しく学んでもらうイベ
ントが15日、県立川の博物館で行われた　※写真

地域

2013/9/27 埼北よみうり 6 [ｐｉｃｋ ｕｐ] 展示会　松崎秀廣作陶展 寄居町の松崎秀廣さんが焼いた作品約
50点を展示　10月3日（木）～7日（月）　矢尾百貨店　※作品画像

イベント情報

2013/9/27 産経新聞 18 [イベントガイド] 埼玉　★企画展「荒川の水のゆくえ」　11月24日まで　県立川
の博物館

イベント情報

2013/9/27 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

2013/9/27 埼玉新聞 2
来月から8市町でパスポート発給　県からパスポートの発給業務権限を移譲
された6市2町が、10月1日から申請受理・交付を行う　朝霞、新座、羽生、富士見、
吉川、和光、松伏、寄居　自治体の住民登録者が利用可能

行政

2013/9/27 埼玉新聞 7
上毛新聞社中学生硬式野球大会　第16回上毛新聞社中学生硬式野球大会
23日まで、群馬・富博記念公園野球場など　▷1回戦　前橋桜ボーイズ5-4寄居リト
ルシニア

スポーツ（中学）

2013/9/27 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】★湊竜（寄居）●2-4　※秋場所12日目 スポーツ（大相撲）

2013/9/27 埼玉新聞 12
郷土の自然や町の魅力凝縮 岩田さん、教委に写真集寄贈（寄居）
寄居町在住で「荒川を撮る会」代表幹事の岩田省三さん（74）が24日、自費出版し
た写真集「ふるさと漫写」15冊を町教育委員会に寄贈　※写真

地域

2013/9/27 埼玉新聞 13 [おひさしぶり！～同窓会だより～]　卒業アルバムを編集　寄居・寄居中学
校昭和43年度卒業　※写真

投稿

2013/9/28 埼玉新聞 7

町特産エキナセアでマドレーヌ 全国大会へ 寄居城北高生徒ら町長
表敬　寄居町特産のハーブ「エキナセア」を使ったマドレーヌで「第1回全国高校生
〝Ｓ〟セレクション」に参加する県立寄居城北高校の生徒たちが26日、町役場を表
敬訪問　全国の高校生が開発した商品を紹介・販売しながら交流するイベント　28
日に三重県多気町で開かれ12校が参加　寄居城北高は関東で唯一出場　※写真

地域

2013/9/28 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】★湊竜（寄居）や2-4　※秋場所13日目 スポーツ（大相撲）

2013/9/28 埼玉新聞 10

[県高校新人大会] 陸上　27日（最終日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場）
【男子】▷三段跳び　⑤福島（聖望学園）13㍍77　【女子】▷3000㍍　⑥小池（本庄東）
10分1秒23　※福島弦也（聖望学園高1年、男衾中出身）、小池優佳（本庄東高1
年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2013/9/29 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】★湊竜（寄居）や2-4　※秋場所14日目 スポーツ（大相撲）
2013/9/30 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【序二段】★湊竜（寄居）●2-5　※秋場所千秋楽 スポーツ（大相撲）
2013/9/30 埼玉新聞 13 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子　(寄居)石澤無涯 投稿

2013/10/1 埼玉新聞 1

18町村 全国最大規模 自治体クラウド　県内18町村が加わる行政情報シス
テムの共同化（クラウド）事業　10月1日から嵐山町と吉見町で先行導入　寄居など
残り16町村は2015年4月1日までに段階的に参入　システム事業者TKC、ネット
ワーク事業者KDDI　クラウド化により全体平均で約3割のコスト削減見込む

行政

2013/10/2 読売新聞 31

■助けて詐欺150万円被害　寄居署は1日、寄居町の看護師女性（59）が現金
150万円をだましとられたと発表　9月29、30日に長男を名乗る男から「外に子供が
できてしまった」などと電話　女性は30日、銀行の現金自動預け払い機から指定さ
れた口座に150万円を振込む

事件・事故
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2013/10/3 朝日新聞 29

台風、樹木47本なぎ倒す 先月、寄居・長瀞のゴルフ場 竜巻の可能性
も　先月16日、熊谷市などに竜巻被害をもたらした台風18号　寄居、長瀞両町にま
たがるゴルフ場（長瀞カントリークラブ）を直撃、コース内の樹木47本をなぎ倒す
竜巻だった可能性も　同日の寄居町の最大瞬間風速は熊谷の23.8㍍（9時26分）を
上回る33.1㍍（13時33分）を記録　※写真

気象

2013/10/3 埼玉新聞 5

ＨＶ販売 アクアが首位 新型フィット受注好調　9月の車名別国内新車販売
台数　トヨタ自動車のハイブリッド車（HV）「アクア」が約2万7千台で首位　ホンダの
新型「フィット」は約1万7千台　フィットは9月19日時点で4万5千台を超える受注　ホ
ンダとして過去最高の受注ペース　HVが72％　ホンダは11月を目安に埼玉製作所
寄居工場でフィットの生産を始める　※写真

経済・産業

2013/10/3 埼玉新聞 13 [ニュースクリップ] ♦59歳女性が150万円詐欺被害（寄居）　（10/2読売
新聞と同内容）

事件・事故

2013/10/4 埼玉新聞 6
[リトルシニア]　〈北部ブロック長杯〉　リトルシニア関東連盟北関東支部の北部
ブロック長杯　9月28、29日、行田総合公園野球場など　▷1回戦　寄居1-0熊谷　▷
準々決勝　加須7-0寄居（五回コールド）

スポーツ（中学）

2013/10/4 埼玉新聞 12
暮らし支える水 蛇口や写真展示 来月24日まで川の博物館（寄居）
県立川の博物館で11月24日まで、秋期企画展「荒川の水のゆくえ～埼玉の水と産
業～」を開催　昔の水道の蛇口や写真パネルなど約80点を展示　※写真

文化・芸術

2013/10/5 読売新聞 32 [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

2013/10/5 毎日新聞 24

東京社会事業団に震災救援金8万円 寄居の高田侚さん　寄居町で歌
謡教室を開いている高田侚さん（65）が東日本大震災の救援金として8万83円を毎
日新聞東京社会事業団に寄託　9月29日に深谷市で開催した「第8回ビクター歌謡
チャリティー発表会」（藤野新聞店協力）で募る

地域

2013/10/5 埼玉新聞 2 9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
12,741　人口総数34,646　男17,162　女17,484

統計

2013/10/6 埼玉新聞 5

会員の習作や先人の書画展示 きょうまで小川、「皎心会」　東京学芸大
学名誉教授で書家、寄居町在住の吉田鷹村さん（92）が指導する書の会「皎心会」
の習作などを展示する「第6回皎心展」が6日まで小川町立図書館町民ギャラリー
で開かれている　※写真

文化・芸術

2013/10/7 埼玉新聞 4 [今週のこよみ]　13日（日）　【県内】　▷川の博物館「荒川ゼミナールⅠ青空教室
「びん沼を歩く」（寄居町・県立川の博物館）

その他

2013/10/7 埼玉新聞 6
[スポーツ祭東京2013 東京国体] 陸上　6日　【少年男子A】▷400㍍予選　「4
組」　①本間大介（東農大三高）47秒92＝決勝進出　※本間大介（東農大三高3
年、男衾中出身）　（ほか同日の読売新聞に同様記事）

スポーツ（高校）

2013/10/7 埼玉新聞 6 [県高校新人大会] 弓道　5、6日・大宮公園弓道場　【女子】▷団体準々決勝
浦和北A6-6寄居城北A（競射1-0）

スポーツ（高校）

2013/10/7 埼玉新聞 6 東日本中学ラグビー　ラグビーの東日本中学大会県予選　6日、熊谷荒川ラグ
ビー場　▷1回戦　寄居57-35熊谷大幡

スポーツ（中学）

2013/10/7 埼玉新聞 9 [埼玉俳壇]　星野光二選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匡 投稿
2013/10/7 埼玉新聞 15 [つれづれ]　報道の力　大野順一（寄居町、67歳） 投稿

2013/10/8 日本経済新聞 31

東上線沿線ブランド化狙う 4自治体・東武が協定締結 「世界へ情報発
信」　東京都豊島区、埼玉県川越市、東松山市、寄居町の4自治体と東武鉄道
が、東上線沿線地域の活性化に向け、5日に池袋で相互連携協定を締結　当面は
観光事業から相互交流　連携分野を順次広げる　「東武東上線沿線地域の活性化
に関する相互協定」（東武東上線沿線サミット協定）　※写真

行政

2013/10/8 埼玉新聞 5

古紙回収でポイント ベイシア寄居北店 商品券などに交換　古紙や段
ボールのリサイクル会社「古紙畑」（愛知県春日井市）が、寄居町桜沢のスーパー
「ベイシア寄居北店」に古紙などを持ち込むとポイントがもらえる「古紙畑プラスベイ
シア寄居北ステーション」をオープン　ベイシアの商品券などに交換できる　※写真

経済・産業

2013/10/8 埼玉新聞 7 [埼玉詩欄]　町田多加次選　りんご　大野順一（寄居町） 投稿
2013/10/8 埼玉新聞 7 [埼玉歌壇]　沖ななも選　（寄居）前川ヤス子 投稿

2013/10/8 埼玉新聞 9
[スポーツ祭東京2013 東京国体] 陸上　7日　【少年男子A】▷400㍍決勝　⑦
本間大介（東農大三高）47秒84　※本間大介（東農大三高3年、男衾中出身）　（ほ
か同日の朝日、読売、東京新聞に同様記事）

スポーツ（高校）

2013/10/9 毎日新聞 20 沿線活性化へ相互協定締結 東武東上線サミット　（10/8日本経済新聞と
同内容）　※写真

行政

2013/10/10 毎日新聞 22 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2013/10/10 埼玉新聞 7

20日開幕 組み合わせ決定 [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] 県大会出場32チーム　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代表者会議と組
み合わせ抽選会　6日、川島町コミュニティーセンター　トーナメント表　城南キング
フィッシャーズ（寄居）-久喜レインボーズ（久喜）

スポーツ（小学）

2013/10/10 埼玉新聞 7
埼玉ジャイアンツ交流野球大会　第13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　寄居中3-1玉川中（ときがわ）　▷準決勝　鳩山中5-
1寄居中

スポーツ（中学）

2013/10/11 読売新聞 32

内田・川添・須田さん特選 作文コンクール県審査　第63回全国小・中学
校作文コンクールの県審査　10日　小学校低学年の部の特選は、内田早紀さん
（寄居町立寄居小1年）の「わたしはほけんがかりさん」　指のけがの治療を通して
保健係の仕事の大切さややりがいに気付いたことを書いた　〈特選・入選作品一
覧〉【特選】▶小学校低学年の部（県教育長賞）「わたしはほけんがかりさん」（寄居
町立寄居小1年 内田早紀）

受賞・表彰
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2013/10/11 埼北よみうり 3

エキナセアマドレーヌ 寄居城北高 銅賞を受賞（寄居町）　寄居城北高
校・家庭科部の生徒が9月28日、三重県多気町で行われた「第1回全国高校生ス
クール〝S〟セレクション」に参加　寄居町特産のハーブを使って商品化した「エキ
ナセアマドレーヌ」の紹介や販売　S（食・生・職）をテーマに取り組みの発表や開発
した商品紹介・販売をしながら交流　全国から12校参加　銅賞にあたる「雅」を受賞
※写真

受賞・表彰

2013/10/11 埼北よみうり 6 [エンタメ] 絵画展　水を巡る水彩画展　寄居町にアトリエを構える画家・清澤正
孝さんの作品展　10月25日（金）～28日（月）　深谷市民文化会館　※作品画像

イベント情報

2013/10/11 毎日新聞 20 [インフォメーション] 展覧会　●第14回よりい絵画展　13～20日、寄居町中央
公民館

イベント情報

2013/10/11 埼玉新聞 13 真を射る-鉢形城で初の流鏑馬 20日（寄居）　寄居町の鉢形城公園外曲
輪で20日、「北条流鏑馬」が行われる　※ポスター画像

イベント情報

2013/10/12 東京新聞 5 [時事川柳]　（埼玉県寄居町　丸山祐子） 投稿

2013/10/12 埼玉新聞 10･11 第24回彩の国埼玉ピアノコンクール 本選　[10/20（日） Ｅ部門 15人]　設楽
彩香（寄居）　[10/26（土） Ｆ部門 14人]　岡部有紀（寄居）　※写真

特集

2013/10/12 埼玉新聞 12 [県中学新人大会] 陸上　11日（最終日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場）
【女子】▷1年100㍍　⑤野沢（寄居男衾）13秒30

スポーツ（中学）

2013/10/12 埼玉新聞 19 柴崎勅男氏　（しばさき・ときお）＝元寄居町商工会会長　10日死去　92歳　寄居
町出身

訃報

2013/10/13 埼玉新聞 6 ♢ラグビー　東日本中学校大会県予選第2日（12日・熊谷ラグビー場）　▷準々決
勝　熊谷東57-12寄居

スポーツ（中学）

2013/10/14 埼玉新聞 6
[スポーツ祭東京2013 全国障害者大会] 陸上　13日　【知的障害者少年
男子】▷100㍍（区分28）　「12組」②大関正蕉12秒45　▷走り幅跳び（区分28）　「1組」
④大関正蕉4㍍75

パラスポーツ

2013/10/14 埼玉新聞 11 [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

2013/10/14 埼玉新聞 16
秋空に各地の味堪能 埼玉Ｂ級グルメ決定戦　第11回埼玉B級ご当地グル
メ王決定戦　13日、飯能市役所駐車場と隣接する私立富士見小学校校庭　約9万5
千人の人出　40のB級グルメが参加　成績　⑧戦国ハーぶ～丼（寄居町）

経済・産業

2013/10/15 読売新聞(夕刊） 6 出雲駅伝　■東洋大は追撃遅く　6区を走った主将の設楽啓太（4年）は「一度も
トップに立てなかったことは非常に悔しい」

スポーツ（陸上）

2013/10/15
日本経済新聞
(夕刊）

14
東洋大が2位 また「定位置」　アンカーのエース設楽啓も好走したが、2年ぶり
の優勝も有力視されていただけに悔しい2位 スポーツ（陸上）

2013/10/16 東京新聞 12 [あけくれ]　米寿に花嫁衣裳を　（新井晴世 76歳 埼玉県寄居町） 投稿

2013/10/16 埼玉新聞 7

東洋大 2年連続2位 出雲全日本大学選抜駅伝　出雲全日本大学選抜駅
伝　14日、島根県・出雲大社前から出雲ドーム前の6区間44.5㌔　▷成績　②東洋大
2時間10分17秒　※写真（東洋大アンカーの設楽啓太）、設楽啓太（東洋大4年、男
衾中出身）

スポーツ（陸上）

2013/10/16 埼玉新聞 7 [スポーツ祭東京2013 全国障害者大会] 陸上　14日　【知的障害者男女
共通】▷400㍍リレー（区分28）　「2組」①埼玉（大関、稲玉、田内、酒井）49秒01

パラスポーツ

2013/10/16 埼玉新聞 15 [まちひとであい] コンサート　♦オータムコンサート（寄居）　11月2日、役場1階
ロビー

イベント情報

2013/10/17 朝日新聞 27

第45回全日本大学駅伝 3強白熱の伊勢路 「今年こそ」雪辱誓う 東洋
大　柱は設楽啓太、悠太の双子の兄弟　5月の1万㍍でもともに8月の世界選手権
（モスクワ）の参加標準記録B（28分5秒00）を破り、初の27分台に　※設楽啓太・悠
太（東洋大4年、男衾中出身）、写真（設楽悠太）

スポーツ（陸上）

2013/10/17 読売新聞 31 秋の園遊会招待者　（31日、東京・赤坂御苑で）　【環境保全関係】石沢巌（元
県猟友会長）

その他

2013/10/17 毎日新聞 26 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2013/10/17 埼玉新聞 7
[リトルシニア]　〈北部ブロックリーグ〉　リトルシニア関東連盟北関東支部の北部
ブロックリーグ　14日まで　深谷市川本グラウンドなど　寄居3-2宇都宮　佐野10-3
寄居（五回コールド）　栃木下野5-2寄居

スポーツ（中学）

2013/10/17 埼玉新聞 8
♢ソフトボール　第12回県中学生（男女）大会最終日（14日・新座馬場運動場）　▷
女子決勝　埼北ウインズ4-0埼玉レッドスティード　（ほか10/23読売新聞に同様記
事）

スポーツ（中学）

2013/10/18 読売新聞 31 [Ｆｒｉｄａｙさいたま イベントガイド]　＊えとせとら＊　♦県立川の博物館 秋期企
画展「荒川の水のゆくえ～埼玉の水と産業～」　11月24日まで　県立川の博物館

イベント情報

2013/10/18 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

2013/10/18 毎日新聞 24
[インフォメーション] イベント　●鉢形城祭・北条流鏑馬　20日、鉢形城公園外
曲輪

イベント情報

2013/10/18 産経新聞 22
[イベントガイド] 埼玉　★北条流鏑馬行事　20日、寄居町の鉢形城公園外曲
輪

イベント情報

2013/10/18 埼玉新聞 12

1000人で恋チュン踊って元気発信 商工会が参加者募集（寄居）　人気
アイドルグループAKB48のヒット曲「恋するフォーチュンクッキー」を1000人規模で
踊るイベント　11月24日、寄居町商店街　イベントの様子を動画投稿サイト「You
Tube」で配信　寄居町商工会が参加を呼びかけ　※写真

地域

2013/10/19 埼玉新聞 5
[ひと立ち話]　▷進化に意欲　世界最高水準の燃費性能を誇る「フィット」のHVを
発売したホンダ　11月を目安に埼玉製作所寄居工場で生産を始める　伊東孝紳社
長（60）は「これが燃費の限界ではない」とさらなる進化に意欲を燃やす　※写真

経済・産業

2013/10/19 埼玉新聞 6･7
[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] 県大会出場32チーム　[北部ブロック]　城南キングフィッシャーズ（寄
居町）　※チームプロフィール、監督・主将の抱負、写真

スポーツ（小学）
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2013/10/20 読売新聞 5
[ゆるキャラグランプリ2013] 地元“埼玉”の私たちに清き一票をお願い
します！　エントリーNo.644 乙姫ちゃん　※写真

広告

2013/10/21 埼玉新聞 5 [けやき 読者の声]　テーマ投稿 愛読書　日々新しい発見の連続　大野順一
（67歳・寄居町）

投稿

2013/10/21 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　星野光二選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2013/10/21 埼玉新聞 19 雨中の神事 寄居で流鏑馬　鉢形城公園で20日、北条流鏑馬が開かれた　※
写真、1面に写真付きヘッドライン

地域

2013/10/22 読売新聞 31

原稿用紙に素直な思い 作文コンクール埼玉県審査 保健係みんなの
ために 寄居町立寄居小1年内田早紀さん　第63回全国小・中学校作文コ
ンクールの県審査　特選の内田早紀さん（小学校低学年の部）は県教育長賞を受
賞　作品は全国審査へ　♦特選♦【小学校低学年の部（県教育長賞）】 「わたしはほ
けんがかりさん」 寄居町立寄居小1年 内田早紀（杉山梢教諭）　※写真

受賞・表彰

2013/10/22 東京新聞 24

温泉宿泊施設でがん療法を紹介 寄居のレックスさん、静岡に開設
余命6カ月と宣告され、抗がん剤を服用しながら「がんに効く」とされる食生活や健
康療法を続けてきた寄居町の男性が、静岡県伊東市内に温泉宿泊施設を開いた
闘病中の2年半で得た知識や体験を紹介　シャムレッフェル・レックスさん（62）　東
京生まれの米国人で、学校や企業に英語教師を派遣する会社の社長　※写真

地域

2013/10/22 東京新聞 24 鉢形城の魅力ＰＲ 寄居で初、流鏑馬に歓声　（10/21埼玉新聞と同内容）
※写真

地域

2013/10/23 朝日新聞 28
[埼玉マリオン] ●アート　♦水を巡る水彩画展　25日[金]～28日[月]　深谷市
民文化会館　寄居町にアトリエ「青い空」を営む画家の清澤正孝さんが描いた風景
など約200点を展示　※作品画像

イベント情報

2013/10/23 読売新聞 32
[Ｗｅｄｎｅｓｄａｙさいたま スポーツ] [記録ファイル] 弓道　県民総体兼高校
新人戦（5、6日・大宮公園弓道場）　♢女子▷団体　⑧寄居城北A（小暮・塚原・飯倉・
青木）　（10/7埼玉新聞と同内容）

スポーツ（高校）

2013/10/23 毎日新聞 25
公務員給与減額 県内は59自治体　総務省が22日公表した地方交付税削減
に伴う地方公務員の給与減額状況（1日現在）　県内は59自治体が減額　【減額済
み】▷寄居町

行政

2013/10/24 毎日新聞 24 [短歌]　■水野昌雄選　寄居・町田節子 投稿

2013/10/25 読売新聞 31
全国小・中学校作文コンクール埼玉県審査 特選3作品㊤　「わたしは
ほけんがかりやさん」 小学校低学年の部 内田早紀さん（寄居町立寄
居小1年）　※写真、作品全文

受賞・表彰

2013/10/25 埼北よみうり 4･5 雨中の流鏑馬 鉢形城跡で勇壮に（寄居町）　（10/21埼玉新聞と同内容）
※写真

地域

2013/10/25 埼北よみうり 6 [埼北11月ｉｎｆｏ]　2日（土）～3日（日･祝）　♦寄居秋まつり　寄居市街地（寄居
町）　24日（日）　♦ふるさとの祭典市　寄居市街地（寄居町）

イベント情報

2013/10/25 毎日新聞 26 [インフォメーション] 展覧会　●清澤正孝10周年記念作品展「水を巡る水彩
画展」　25～28日　深谷市民文化会館

イベント情報

2013/10/25 産経新聞 26 [イベントガイド] 埼玉　★かわはく無料開放デー　11月14日　寄居町の県立川
の博物館　県民の日に合わせて入場料などが無料

イベント情報

2013/10/25 埼玉新聞 1 彩の国・埼玉りそな銀行 第44回埼玉文学賞　[詩部門]　佳作 「シクラメン」
水野勝浩（53）＝寄居町

文化・芸術

2013/10/25 埼玉新聞 12
県北美術展の作品募集（寄居） 12月に町立総合体育館　「県北美術展」
が12月5日から8日まで寄居町の町立総合体育館・アタゴ記念館で開かれる　出品
作品を募集している　今年で56回目

文化・芸術

2013/10/27 埼玉新聞 11

心休まる自然の美 あすまで深谷 清澤さん水彩画展　寄居町在住の画
家、清澤正孝さん（60）の「水を巡る水彩画展」　深谷市民文化会館　清澤さんはア
パレル業界でデザイナーとして活躍　その後、画家として本格的に活動を始めて10
周年を記念して個展　近年描いたものを中心に185点　紅葉に彩られた円良田湖、
鉢形城のエドヒガンザクラなど、秩父地方や寄居周辺の風景画　※写真

文化・芸術

2013/10/28 埼玉新聞 9 [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

2013/10/29 埼玉新聞 7

[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　27日、県営大宮球場など　▷1回戦　城南キングフィッシャーズ（寄居）7-0久
喜レインボーズ（五回コールド）

スポーツ（小学）

2013/10/29 埼玉新聞 7

♢サッカー　第42回県少年団大会北部地区予選（19日まで・荒川西緑地自由広
場ほか）　【A組】▷1回戦　花の木（秩父）4-0城南FC（寄居）　【C組】▷2回戦　寄居
FC2001 0-0(PK5-3)長井　▷3回戦　児玉ディパーチャFC（本庄）3-0寄居FC2001 【D
組】▷1回戦　深谷明戸4-1男衾（寄居）

スポーツ（小学）

2013/10/29 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）

2013/10/30 読売新聞 32
[Ｗｅｄｎｅｓｄａｙさいたま スポーツ] [記録ファイル] ロードレース　第43回
小鹿野ロードレース大会（20日・小鹿野町内）　≪1㌔≫♢小学生▷女子　②福田舞
菜（寄居鉢形小）　③吉田詩央（折原小）

スポーツ（小学）

2013/10/30 東京新聞 5 [発言] [ミラー]　「愛人類心」こそ必要だ　無職 南部敏明 78 （埼玉県寄居町） 投稿

2013/10/31 朝日新聞 28 [さいたま文化] 歌壇　水野昌雄選　（寄居）安良岡正二 【総評】　俳壇　鎌倉
佐弓選　【総評】ほかに、寄居の黒瀬直弥君の作品に注目

投稿

2013/10/31 毎日新聞 26 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿
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2013/10/31 日本経済新聞 11

ホンダ、純利益14％増 4～9月 北米・アジア好調　ホンダが30日発表した
2013年4～9月期の連結決算　純利益が前年同期比14％増の2428億円　北米やア
ジアで新車販売伸びる　営業利益は29％増　円安効果が営業増益要因　7月に寄
居工場（埼玉県寄居町）が稼働するなど活発な設備投資で減価償却負担が増えた
が補った　（ほか同日の産経新聞に同様記事）

経済・産業

2013/10/31 埼玉新聞 1
県、空き家対策で指針 市町村後押し モデル条例も提示　県は30日、全
国的に増加し倒壊や周辺環境の悪化が懸念される空き家対策の対応指針を策定
表-県内市町村空き家率　11(順位) 寄居町 12.3(空き家率：％)

行政

2013/10/31 埼玉新聞 8 [リトルシニア]　〈フレッシュマン大会〉　リトルシニア関東連盟北関東支部のフ
レッシュマン大会　27日、狭山リトルシニアグラウンドなど　▷1回戦　寄居13-8川口

スポーツ（中学）

2013/10/31 埼玉新聞 8

ハタヤスポーツ杯少年野球大会　第39回ハタヤスポーツ杯少年野球大会
深谷市北部球場など　▷1回戦　城南キングフィッシャーズ17-0広瀬ヤンガーズ　▷2
回戦　城南キングフィッシャーズ11-2上柴東フェニックス　▷準々決勝　熊谷グリー
ンタウン8-6城南キングフィッシャーズ

スポーツ（小学）

2013/11/1 朝日新聞 24･25

26の疾風 駒大・東洋大・日体大が軸 第45回全日本大学駅伝 3日号
砲　[東洋大]　設楽啓太④(学年) 埼玉・武蔵越生 27分51秒54(1万㍍の今年度自
己最高)　設楽悠太④ 埼玉・武蔵越生 27分54秒82　マネージャー 伊藤銀河　[帝
京大]　小山司④ 埼玉・武蔵越生 ※14分14秒23(5千㍍今年度自己最高)　※設楽
啓太・設楽悠太・伊藤銀河（東洋大4年、男衾中出身）、小山司（帝京大4年、男衾
中出身）

スポーツ（陸上）

2013/11/1 読売新聞 32
平成25年度「優良ＰＴＡ」および「ＰＴＡ活動振興功労者」文部科学大臣
表彰　表彰式　19日、千代田区のホテルニューオータニ　【私立幼稚園、認定こど
も園、小学校、中学校、特別支援学校】▷荻野真仁（県PTA連合会元会長）

受賞・表彰

2013/11/1 読売新聞 34 [よみうり文芸] 短歌　【佳作】寄居町　田中広美 (評) 投稿

2013/11/1 東京新聞 24 豪華な山車巡行 「寄居秋まつり」 あすから　「寄居秋まつり」が2、3日の両
日、寄居町の市街地本通り一帯で開かれる　※ポスター画像

イベント情報

2013/11/1 埼玉新聞 13 秋まつりに各町の山車7台が集結 あすから寄居　（同日の東京新聞と同
内容）

イベント情報

2013/11/1 埼玉新聞 15

地域の〝先生〟と昔の遊びで交流 折原小（寄居）　寄居町立折原小学
校　24日、地域の高齢者らが講師となって子どもたちに昔の遊びなどを教える「や
まびこ交流会」を開いた　昔の遊びをはじめ、写真、水彩画など9講座　この日作っ
た作品は11月29日まで校内で展示される　※写真

地域

2013/11/1 埼玉新聞 18

復興支援に10万円 日赤県支部に寄付 小川のフラサークル　小川町で
フラダンス教室「トモエレイナニ沼倉フラサークル」を主宰する沼倉ともえさん、同
サークルの雨宮君江さん（寄居町）と尾沼秀子さん（小川町）が31日、東日本大震
災復興支援にと現金10万円を日本赤十字社県支部長の上田知事に寄付　5日、県
農林公園でチャリティーイベントを開催し会場で募金　※写真

その他

2013/11/2 朝日新聞 22
[激突 黄金世代 全日本大学駅伝]４ 「山の神」超え 双子のエース　設
楽啓太・悠太（東洋大4年）　埼玉・武蔵越生高時代、目立つ存在ではなかっ
たが東洋大進学後に急成長　※設楽啓太・悠太（東洋大4年、男衾中出身）、写真

連載特集
スポーツ（陸上）

2013/11/2 読売新聞 33 [Ｓａｔｕｒｄａｙさいたま レジャー]　[まつり]　♦寄居秋まつり　2、3日、寄居駅南
口徒歩5分の市街地

イベント情報

2013/11/3 朝日新聞 25

[第45回全日本大学駅伝] きょう号砲　第45回全日本大学駅伝対校選手権
2日、参加26チームの出場選手発表　表-全日本大学駅伝メンバー　2(ナンバー)
東洋大 1区14.6㌔ 設楽悠　8区19.7㌔ 設楽啓　13 帝京大 2区13.2㌔ 小山　※設
楽啓太・悠太（東洋大4年、男衾中出身）、小山司（帝京大4年、男衾中出身）

スポーツ（陸上）

2013/11/3 埼玉新聞 6
[第66回全国高校バレー埼玉大会]　1次予第1日（2日）　「北部」（本庄高校
ほか）　【女子】▷2回戦　寄居城北2-0秩父・小鹿野　▷準々決勝　寄居城北2-0秩父
農工科　（ほか同日の産経新聞に同様記事）

スポーツ（高校）

2013/11/3 埼玉新聞 7
[第93回全国高校ラグビー埼玉大会] Ａシード深谷、浦和は快勝　（第4
日、2日・熊谷ラグビー場）　▷準々決勝　深谷50-7進修館　【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）

2013/11/3 埼玉新聞 15
熱い思い届かず ナビスコ杯 浦和準Ｖ　サッカーJリーグのヤマザキナビス
コ・カップ決勝　2日、東京・国立競技場　浦和は0-1で柏に惜敗　寄居町の会社員
戸沢成輝さん（41）　※インタビューコメント

その他

2013/11/3 スポーツニッポン 8 駒大に〝包囲網〟 きょう全日本大学駅伝　東洋大は1区（14.6㌔）にエース
格の設楽悠太（4年）を起用　※設楽悠太（東洋大4年、男衾中出身）

スポーツ（陸上）

2013/11/4 朝日新聞 15

[第45回全日本大学駅伝] 駒大圧巻Ｖ3 東洋大、またも2位　3日　名古
屋市の熱田神宮から三重県伊勢市の伊勢神宮までの8区間、106.8㌔　駒大が3年
連続11回目の優勝　2位には3年連続で東洋大　1区に双子の弟、設楽悠太を置き
リードを奪いにいったが、駒大の中村と先頭を争うなか何度も仕掛けるも離せず、
32秒差をつけられた　「自分の力不足」と設楽悠　主将の設楽啓太は「箱根では駒
沢の3冠を阻止したい」と誓った　表-■6位までの記録　②東洋大 5.16.19 1区(14.6
㌔) ②(チーム順位)43.10(タイム) 設楽悠 ❷(個人順位)43.10(個人タイム)　8区
（19.7㌔） ②5.16.19 設楽啓 ❺59.06　※設楽啓太・悠太（東洋大4年、男衾中出身）

スポーツ（陸上）

2013/11/4 読売新聞 13 ■東洋大また2位　（同日の朝日新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2013/11/4 東京新聞 19 全日本大学駅伝 東洋大 「仕掛けたが」悔しい2位　（同日の朝日新聞と
同内容）

スポーツ（陸上）

2013/11/4 産経新聞 11 ★東洋大、盛り返せず　（同日の朝日新聞の一部と同内容） スポーツ（陸上）
2013/11/4 埼玉新聞 7 東洋大、またも2位 全日本大学駅伝　（同日の朝日新聞と同内容） スポーツ（陸上）
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2013/11/4 埼玉新聞 8
[第66回全国高校バレー埼玉大会]　1次予選最終日　「北部」（本庄高校ほ
か）　【女子】▷準決勝　本庄第一2-1寄居城北　（ほか同日の産経新聞に同様記
事）

スポーツ（高校）

2013/11/4 埼玉新聞 13 [埼玉俳壇]　松本旭選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)石澤無涯 投稿

2013/11/4 埼玉新聞 15
[僕のゆるゆる定年学] 地域学の重要なテーマ 福正という男①　壬生
吉志福正は今から1170年ほど前の平安時代初期に活躍した人　武蔵国男衾郡の
郡司職についた

連載コラム

2013/11/4 スポーツニッポン 10 初Ｖまたお預け 〈東洋大〉　（同日の朝日新聞の一部と同内容） スポーツ（陸上）

2013/11/5 読売新聞 33

企業立地最多29件 「リーマン」後 ホンダ効果も波及へ 7月～9月　今
年度第2四半期（7～9月）の企業立地件数が29件となり、四半期としてはリーマン・
ショック以降最高となる　県企業立地課　計画ベースで投資額573億円、678人分の
新規雇用見込まれる　7月にホンダ寄居工場が稼働を始めた影響も　「日本梱包運
輸倉庫」が小川町に総合物流施設の建設決める

経済・産業

2013/11/5 埼玉新聞 2 10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12,751　人口総数34,618　男17,154　女17,464

統計

2013/11/5 埼玉新聞 11
高校駅伝県予選 あす号砲 埼玉栄追う武蔵越生[男子]　20年連続の都
大路出場が懸かる埼玉栄が総合力で一歩リード　1区内田はある程度のスピード
で押していける豊富なスタミナが武器　※内田健太（埼玉栄高3年、城南中出身）

スポーツ（高校）

2013/11/5 埼玉新聞 13

[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　3、4日、県営大宮球場など　▷2回戦　川口トニーズ9-1城南キングフィッ
シャーズ（寄居）（五回コールド）

スポーツ（小学）

2013/11/5 埼玉新聞 14
45校がエントリー あす第25回全国高校女子駅伝県予選　※寄居町内中
学出身者が登録メンバーに入っている高校（出身中学・人数）　熊谷女（寄居・1、城
南･1）　松山女（男衾・1）　埼玉平成（城南・3）　本庄東（男衾・1）

スポーツ（高校）

2013/11/5 埼玉新聞 15

都大路目指す72校 第64回全国高校男子駅伝県予選　※寄居町内中学
出身者が登録メンバーに入っている高校（出身中学・人数）　松山（城南・1）　本庄
（寄居・1）　小川（男衾･1、城南・1）　熊谷商（男衾・1）　武蔵越生（男衾・1）　坂戸
（城南・1）　埼玉栄（城南・1）　坂戸西（男衾･1）　埼玉平成（城南・1）

スポーツ（高校）

2013/11/6 読売新聞 32

[Ｗｅｄｎｅｓｄａｙさいたま スポーツ][記録ファイル] 武術太極拳　第26回
県民総体兼第21回県選手権大会（10月27日・蕨市民体育館）　≪個人競技≫♢総
合▷女子C ①伊藤悠希（寄居町協会）8.80点②斎藤萌（同）　♢24式▷男子B ②松尾
洋平（寄居町協会）▷女子C ①真尾久美子（寄居町協会）8.75点②藤波樹花（同）
♢ジュニア▷女子1 ①石川絵里（寄居町協会）8.55点　♢太極剣・刀▷男子 ①加藤典
義（寄居町協会）8.66点　♢48式・88式▷男子 ②長井陽三（寄居町協会）▷女子 ①前
田穏子（寄居町協会）8.73点　♢孫式▷男子 ②藤田雄也（寄居町協会）　≪団体≫♢
集団 ①真尾久美子ほか7人（寄居町協会）8.96点

スポーツ（その他）

2013/11/6 毎日新聞 23
[全国高校駅伝県予選] 都大路かけきょう号砲　男子の埼玉栄　都大路を
経験した内田健太選手（3年）らを中心に安定感は随一　※内田健太（埼玉栄高3
年、城南中出身）

スポーツ（高校）

2013/11/6 埼玉新聞 2
彩の国工場に40工場を選定 県、あす指定式　技術面や環境面に優れた
県内工場を選定する本年度の「彩の国工場」40工場が決まる　指定式・交流会は7
日、知事公館　▷エコ計画（寄居町）　高橋製作所寄居工場（寄居町）

行政

2013/11/6 埼玉新聞 13
[第66回全国高校バレー埼玉大会] 全国懸け 男女64校激突 決勝T対
戦決定　トーナメント表　【女子】　寄居城北-鷲宮　（ほか同日の産経新聞に同様
記事）

スポーツ（高校）

2013/11/6 埼玉新聞 13
[県中学新人大会] 柔道　5日（第1日・県武道館）　【女子】▷63㌔級準決勝　佐
藤（埼玉栄） 一本勝ち 姥貝（寄居）　富田（富士見富士見台） 一本勝ち 北代（寄
居）

スポーツ（中学）

2013/11/6 埼玉新聞 17 [つれづれ]　貴婦人に再会　大野順一（寄居町、67歳） 投稿

2013/11/7 毎日新聞 25 [全国高校駅伝県予選] 埼玉栄 男子Ｖ4 全区首位守る　（同日の埼玉新
聞と同内容）

スポーツ（高校）

2013/11/7 毎日新聞 25 努力重ね「花の1区」制す 内田健太主将 埼玉栄（3年）　主将として、リー
ムメートを背中で引っぱってきた　※内田健太（埼玉栄高3年、城南中出身）、写真

スポーツ（高校）

2013/11/7 埼玉新聞 8 [リトルシニア]　〈北部ブロックリーグ〉　リトルシニア関東連盟北関東支部の北部
ブロックリーグ　4日、西大輪球場　寄居1-0久喜　「最終成績」⑥寄居（6勝4敗）

スポーツ（中学）

2013/11/7 埼玉新聞 8
[リトルシニア]　〈フレッシュマン大会〉　リトルシニア関東連盟北関東支部のフ
レッシュマン大会　3、4日、所沢中央リトルシニアグラウンドなど　▷2回戦　寄居3-0
新座B　▷3回戦　行田9-2寄居（五回コールド）

スポーツ（中学）

2013/11/7 埼玉新聞 8

県スポ少野球北部ブロック結成記念大会　第32回県スポーツ少年団野球
部会北部ブロック結成記念大会　横瀬町町民グラウンドなど　▷1回戦　皆野少年野
球9-0マッキーズ（寄居）（五回コールド）　オブスマクラブ（寄居）7-1大台スピアーズ
（深谷）　本庄エンゼルス7-0中町ジュニア（寄居）（五回コールド）　大里（熊谷）5-5
用土コルツ（寄居）（大里のサドンデス勝ち）

スポーツ（小学）

2013/11/7 埼玉新聞 9 [県中学新人大会] 卓球　6日（第1日・くまがやドーム）　【女子】▷団体準々決勝
川越西3-2寄居

スポーツ（中学）

2013/11/7 埼玉新聞 9 [県中学新人大会] 柔道　6日（最終日・県武道館）　【女子】▷団体2回戦　寄居
2-0さいたま木崎　▷同準々決勝　東松山北1-1寄居（内容勝ち）

スポーツ（中学）

2013/11/7 埼玉新聞 9 [県中学新人大会] バスケットボール　6日（第1日・本庄総合公園体育館ほ
か）　【男子】▷2回戦　さいたま第二東46-44寄居城南

スポーツ（中学）



平成25（2013）年 寄居町新聞記事索引（7～12月） 2020年3月作成

2013/11/7 埼玉新聞 10･11

埼玉栄男女Ｖ 全国高校駅伝県予選 男子 1区決着 圧勝4連覇　全国
高校駅伝県予選　6日、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場および周辺特設コース
男子（7区間42.195㌔）　女子（5区間21.0975㌔）　男子の埼玉栄は1区内田が2位に
22秒差でたすきを渡すと2、3区で差を広げ独走態勢を築く　全国大会（12月22日・
京都）の出場権獲得　[男子]♢総合成績　①埼玉栄 2時間8分5秒 第1区（10㌔） ❶
(区間順位) 内田健太 ①(通過順位)29分40秒　⑤松山 2時間11分56秒 第2区（3
㌔） ❽伊藤達矢 ④9分7秒　⑥坂戸西 2時間13分12秒 第7区（5㌔） ❻大沢翔 ④
15分35秒　[区間1位記録]▷1区（10㌔）内田健太（埼玉栄）29分40秒　[女子]♢総合
成績　④本庄東 1時間15分35秒 第2区（4.0975㌔）❼小池優佳 ②14分8秒　※内
田健太（埼玉栄高3年、城南中出身）、伊藤達矢（松山高3年、城南中出身）、大沢
翔（坂戸西高3年、男衾中出身）、小池優佳（本庄東高1年、男衾中出身）　（ほか同
紙1面、同日の朝日新聞に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2013/11/7 埼玉新聞 11

[ハイライト] 主将の力走 流れ呼ぶ　主将内田の走りに勇気をもらった埼玉
栄が4連覇とともに20年連続の都大路切符を獲得　「去年はここでひと段落してし
まった。今年はこれから」と、内田はエースらしくチームを引き締めた　※内田健太
（埼玉栄高3年、城南中出身）、写真

スポーツ（高校）

2013/11/8 読売新聞 8

ホンダ寄居工場フル生産 フィット2年半ぶり首位　寄居工場が生産を担う
新型フィットの販売が好調　日本自動車販売協会連合会などが発表した10月の車
名別新車販売台数で前年同月比約2.5倍の2万3281台となり、2年半ぶりの首位　こ
のため寄居工場では10月から1日当たり1000台のほぼフル生産体制に入ったが、
受注に追いつかない状態で、近く能力上限の1050台に引き上げる　※写真

経済・産業

2013/11/8 読売新聞 31 [Ｆｒｉｄａｙさいたま イベントガイド]　＊イベント＊　♦かわはく無料開放デー　14
日、県立川の博物館

イベント情報

2013/11/8 読売新聞 33 ロボットが溶接や組み立て ホンダ寄居工場 報道公開　（同日の埼玉新
聞と同内容）　※写真

経済・産業

2013/11/8 埼北よみうり 1 [県民の日入館無料 県立博物館へ出かけよう！]　川の博物館（寄居町）
※館概要、写真2

特集

2013/11/8 埼北よみうり 5 11/24（日）みんなで踊ろう 商店街で1000人ダンス（寄居町）　（10/18埼
玉新聞と同内容）　※写真

地域

2013/11/8 埼北よみうり 6 [エンタメ] 募集　出展作品募集 県北美術展　12月5日（木）～8日（日）に寄居町
立総合体育館で行われる第56回埼玉県北美術展の出展作品を募集中

イベント情報

2013/11/8 毎日新聞 7 国内最後？自動車新工場 ホンダ公開　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写
真

経済・産業

2013/11/8 毎日新聞 24

[インフォメーション] 展覧会　●第35回ユネスコ作品展、第8回わたしの町の

たからもの絵画展　9～10日、寄居町中央公民館　イベント　●街道はどこを通る
のか-旧中山道と荒川の河川地形の関係を読む-　10日、県立川の博物館　広島
大大学院の熊原康博准教授が解説　●かわはく秋まつり　14日、県立川の博物館

イベント情報

2013/11/8 日本経済新聞 12
ホンダの埼玉・寄居工場 組み立てコスト3割減 メキシコなどに技術応
用　表-10月の新車販売ランキング　（ほか同日の読売、埼玉新聞と同内容）　※
写真

経済・産業

2013/11/8 日本経済新聞 39

[ホンダ動く]▷上 寄居工場を公開 工場内で部品工程 「最短の物流体
制に」　下請けの部品メーカーとの協力体制でも新たな試み　従来は部品メー
カーが工場外の施設に部品を持ち寄り、複数の部品をくみ上げてから工場に出荷
寄居工場の場合、部品メーカーが工場に直接部品を搬入、工場内で一時保管し他
の部品との組み上げや検査も工場内で手掛ける　※案内図、写真　（ほか同日の
埼玉新聞と同内容）

連載特集
経済・産業

2013/11/8 東京新聞 22
トンネルで救出訓練 皆野寄居バイパス　皆野町と寄居町を結ぶ皆野寄居
バイパスで6日、トンネル内の交通事故を想定した訓練が行われた　釜伏トンネル
（寄居町風布）で、車が横転し車内に人が取り残されたという想定で実施　※写真

行政

2013/11/8 埼玉新聞 4

「国内最後」の寄居工場 ホンダ公開 生産技術進化狙う　ホンダは7日、7
月に稼働開始した埼玉製作所寄居工場を報道陣や関係者に公開　大手メーカー
が国内に自動車工場を新設する計画はなく、寄居工場が「国内最後」との見方も
記者会見した伊東社長は国内工場の存在意義を強調　培った最新技術は今後、
海外工場にも応用する方針　この日は作業効率を向上させた組み立て技術や新し
い塗装技術などが披露された　※写真

経済・産業

2013/11/8 埼玉新聞 4
[情報クリップ] ♦県北地区5会場で融資相談会　日本政策金融公庫熊谷
支店（国民生活事業）　11日から県北地区の中小企業を対象に「年末資金融資相
談会（一日公庫）」　15日＝寄居町商工会

経済・産業

2013/11/8 埼玉新聞 8 [県中学新人大会] 剣道　7日（第1日・県武道館）　【男子】▷団体1回戦敗退校
寄居男衾　【女子】▷団体1回戦敗退校　寄居

スポーツ（中学）

2013/11/8 埼玉新聞 8
[県中学新人大会] バスケットボール　7日（第2日・本庄総合公園体育館ほ
か）　▷女子1回戦　寄居男衾81-42吉川南　▷同2回戦　さいたま田島61-44寄居男
衾

スポーツ（中学）

2013/11/8 埼玉新聞 14

県産の野菜や木材を身近に 東松山でドリームフェスタ　「2013食と農林
業ドリームフェスタ」　東松山市岩鼻運動公園　県の「彩の国食と農林業の祭典実
行委員会」が主体となって毎年開催　35回目　出展団体の一つ「木の家ネット・埼
玉」（寄居町）では、ヒノキを薄く削ったもので造花をつくる「削り華フラワーアート教
室」を開催　※写真

経済・産業

2013/11/8 埼玉新聞 15

桜の木にＱＲコード 住民グループプレート設置 花の画像など表示（寄
居）　寄居町で桜の植樹を進めている住民グループ「荒川グリーングリン」がQR
コード入りのプレートを設置している　携帯電話で読み取ると桜の詳細な情報　より
深く桜に親しんでもらうのが目的　作業は10月27日からスタート　年内に66品種100
枚を取り付ける　※写真

地域
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2013/11/9 毎日新聞 23

[自治を問い直す] 司書31市町村不在 公立小中学校 本紙調査 法的
根拠なく予算の壁も　県内の少なくとも31市町村の公立小中学校で「学校図書
館担当職員」（学校司書）が全く配置されていない　児童生徒の住む地域によって
読書環境に格差　5月1日時点　特に町村は全23町村の約87％が未配置　表-♦県
内の公立小中学校における学校司書の配置状況♦　寄居町 6(小学校数) 0(配置)
3(中学校数) 0(配置)

行政

2013/11/9 日本経済新聞 35

[ホンダ動く]▷下 寄居工場を公開 地元消費 盛り上がらず 定住など試
される知恵　ホンダの埼玉製作所寄居工場が稼働して4カ月　地域の期待とは裏
腹に地元商店などへの波及効果は限定的　国内最後の完成車工場の稼働　多く
の人や物の集まる千載一遇の好機をどのように定住や消費に結びつけるか、地域
の知恵が試されている　※写真

連載特集
経済・産業

2013/11/9 東京新聞 24

[NEWSフラッシュ] ★ＪＲ八高線で運賃早見表に誤記載　JR東日本高崎
支社は8日、八高線のワンマン運転手が使う運賃早見表で一部区間に誤記載が見
つかったと発表　折原（寄居町）、松久（美里町）、竹沢（小川町）の各無人駅で乗り
越し精算した場合に過剰徴収した可能性がある　（ほか同日の朝日、読売、埼玉新
聞の各紙に同様記事）

事件・事故

2013/11/9 埼玉新聞 9 [まちひとであい] 講演　♦中央公民館利用団体協議会講演会（寄居）　15日
「落語で笑って健康になろう」

イベント情報

2013/11/10 読売新聞 15
柔道・講道館杯全日本体重別選手権第1日　9日・千葉ポートアリーナ　♢
各階級決勝記録　【女子】▷70㌔級　ヌンイラ（環太平洋大） 小内刈り 新井千鶴（三
井住友海上）　（ほか同日の朝日、毎日新聞に同様記事）

スポーツ（柔道）

2013/11/10 読売新聞 32
埼玉駅伝中学の部　■男子11位以下　㉓寄居男衾　■女子11位以下　㉖寄居
男衾

スポーツ（中学）

2013/11/10 読売新聞 33 横転事故を想定 トンネルで訓練　（11/8東京新聞と同内容）　※写真 行政
2013/11/10 埼玉新聞 5 本社主催・後援の催し　16日（土）　埼玉健康ウォーク（寄居町） イベント情報

2013/11/10 埼玉新聞 5
[今週のこよみ]　14日（木）　【県内】かわはく秋まつり（寄居町・県立川の博物
館）

イベント情報

2013/11/10 埼玉新聞 6 [県中学新人大会] ラグビー　9日（第2日・熊谷ラグビー場）　▷準々決勝　寄居
104-0深谷上柴

スポーツ（中学）

2013/11/10 埼玉新聞 6
県中学駅伝　第21回全国中学駅伝の予選を兼ねた第80回埼玉駅伝中学の部
9日、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場および競技場内特設コース　【男子区間1
位記録】▷5区　重松晟弥（寄居男衾）9分19秒

スポーツ（中学）

2013/11/10 埼玉新聞 16
全国高校ラグビー埼玉大会準決勝 深谷 6連覇へ盤石　（※9日、熊谷ラ
グビー場）　▷準決勝　深谷34-8昌平　【深谷】FW 佐藤　※佐藤郁也（深谷高3年、
寄居中出身）　（ほか同日の朝日、読売、毎日新聞に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2013/11/12 埼玉新聞 2

「エコスラグ」2製品を認定 県、特選リサイクル製品　県は11日、県内直営
工場で廃棄物を原材料として製造された「彩の国特選リサイクル製品」に、オリック
ス資源循環社（寄居町）の「エコスラグ」など2製品を認定　道路用アスファルトの砂
の代替品になる

環境
経済･産業

2013/11/12 埼玉新聞 12･13
埼玉県の森林づくり 平成25年度埼玉県開催[第37回全国育樹祭]　※
写真（金尾山県有林）

特集
全国育樹祭

2013/11/12 埼玉新聞 16 [県中学新人大会] サッカー　第2日、10日・鴻巣陸上競技場ほか　▷2回戦　越
谷千間台4-0寄居

スポーツ（中学）

2013/11/12 埼玉新聞 17
[第66回全国高校バレー埼玉大会] 春高切符懸け 男女32校集結 あ
すから決勝T　トーナメント表　【女子】　寄居城北-鷲宮

スポーツ（高校）

2013/11/12 埼玉新聞 17 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や1-0　※九州場所2日目 スポーツ（大相撲）

2013/11/13 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2 東日本中学校ラグビー大会埼玉・栃木県予選　【対戦トーナメントの記録】
（10/7、13埼玉新聞と同内容）

スポーツ（中学）

2013/11/13 産経新聞 23
[第66回全日本バレーボール高等学校選手権大会] 11月13日・11月
14日 埼玉県大会出場校紹介　寄居城北高等学校〈女子バレー部〉　※チー
ム目標、トーナメント表

スポーツ（高校）

2013/11/13 埼玉新聞 9 [まちひとであい] 催し　♦ホンダのクラシックカーがやって来る！（寄居）　23
日、寄居町役場ロータリー　※写真

イベント情報

2013/11/13 埼玉新聞 10･11

納税義務の意識徹底 市町村と意見を交換 「平成25年度個人住民税
市町村表彰」受賞市町村の長と知事の意見交換会　図-平成24年度個人
住民税納税率市町村地図　寄居町　※埼玉県平均（90.3％・H24）未満　表-平成24
年度県内市町村個人市町村民税納税率一覧　寄居町 88.0(納税率：％) 54(順位)

特集
行政

2013/11/13 埼玉新聞 14
決勝は深谷vs寄居 [県中学新人大会] ラグビー　12日（第3日・熊谷ラグ
ビー場）　準決勝を行い、深谷と寄居が決勝に進出　▷準決勝　寄居36-36熊谷大
幡（寄居が抽選で決勝進出）　【寄居メンバー】

スポーツ（中学）

2013/11/13 埼玉新聞 15 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○2-0　※九州場所3日目 スポーツ（大相撲）

2013/11/13 埼玉新聞 18
健康ウォーク参加者を募集 寄居で16日　県ウォーキング協会、埼玉新聞
社主催の第34回埼玉健康ウォークが16日、寄居町で開催される　寄居駅南口ス
タート、里の駅アグリン館、鉢形城公園などを通り寄居駅に戻る約12㌔のコース

イベント情報

2013/11/14 毎日新聞 26 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 (評) 投稿

2013/11/14 東京新聞 20 [情報の道しるべほっとなび 道楽行楽ガイド] ●歩く会　★第34回埼玉健
康ウォーク（埼玉）　16日　寄居町役場前に9時集合

イベント情報

2013/11/14 埼玉新聞 2
[知事会見採録] 全国育樹祭開催 埼玉の「緑」アピール ホンダ寄居工
場 企業工場集積に期待　（13日）　▶第37回全国育樹祭について　▶ホンダの
埼玉製作所寄居工場

その他
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2013/11/14 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や2-0　※九州場所4日目 スポーツ（大相撲）

2013/11/14 埼玉新聞 9 [第66回全国高校バレー埼玉大会]　第1日、13日・さいたま記念総合体育館
ほか　▷女子1回戦　鷲宮2-1寄居城北　（ほか同日の産経新聞に同様記事）

スポーツ（高校）

2013/11/14 毎日新聞 25 寒い！秩父で氷張る　県内各地は14日早朝、放射冷却の影響で12月中旬か
ら下旬並みの冷え込み　寄居では氷点下2.5度

気象

2013/11/15 埼玉新聞 6
県スポ少野球北部ブロック結成記念大会　第32回県スポーツ少年団野球
部会北部ブロック結成記念大会　横瀬町民グラウンドなど　▷2回戦　本庄リトルパ
ワーズ2-1オブスマクラブ（寄居）

スポーツ（小学）

2013/11/15 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や2-0　※九州場所5日目 スポーツ（大相撲）

2013/11/15 埼玉新聞 15

2千本を植樹 広がる桜の輪 きょうまで写真展（寄居）　寄居町で桜の植
樹を進めている「1年中桜に出会える町よりい実行委員会」　15日まで、町の桜を写
した写真展　よりい会館　目標は300品種、1万本　既に105品種、約2200本を植え
た　※写真

地域

2013/11/16 産経新聞 25

「寄居の森を守って」 半世紀前植樹祭参加の2人がメッセージ きょう
から育樹祭　16、17日の両日、県内に皇太子さまをお迎えして行われる全国育
樹祭　半世紀前の植樹祭に参加したことから、今回の育樹祭で皇太子さまに当時
の様子をご説明する大役に抜擢された小野田君江さん（67）と矢部伸昭さん（65）に
育樹祭への思いを聞いた　※写真

全国育樹祭

2013/11/16 東京新聞 5 [時事川柳]　（埼玉県寄居町　ひとり蜂） 投稿
2013/11/16 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○3-0　※九州場所6日目 スポーツ（大相撲）

2013/11/17 朝日新聞 29 皇太子さまがヒノキ手入れ 寄居で全国育樹祭　（同日の埼玉新聞と同内
容）　※写真

全国育樹祭

2013/11/17 読売新聞 33 皇太子さま ヒノキお手入れ 寄居町民らと交流　（同日の埼玉新聞と同内
容）　※写真

全国育樹祭

2013/11/17 読売新聞 38 ■皇太子さま育樹祭出席　（同日の埼玉新聞と同内容） 全国育樹祭

2013/11/17 さいたま報知 3 第81回埼玉県駅伝中学校の部兼第21回全国中学駅伝県予選　【区間
賞】　（11/10埼玉新聞と同内容）

スポーツ（中学）

2013/11/17 毎日新聞 28 ■皇太子さま育樹祭へ　（同日の埼玉新聞と同内容） 全国育樹祭

2013/11/17 産経新聞 23
寄居で育樹祭 昭和天皇、香淳皇后のヒノキ 皇太子さまに引き継がれ
（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真2 全国育樹祭

2013/11/17 産経新聞 25 ▼皇太子さま、ヒノキお手入れ　（同日の埼玉新聞と同内容） 全国育樹祭

2013/11/17 東京新聞 24 皇太子さま ヒノキお手入れ 寄居で開幕 全国育樹祭　（同日の埼玉新聞
と同内容）　※写真

全国育樹祭

2013/11/17 埼玉新聞 1

昭和天皇植樹の木お手入れ 全国育樹祭で皇太子さま 寄居の金尾山
県有林 県内で初開催　「第37回全国育樹祭」が16日始まり、皇太子さまが寄
居町の金尾山県有林を訪れ、1959（昭和34）年に昭和天皇と香淳皇后が「第10回
全国植樹祭」で植えられたヒノキを「お手入れ」　上田知事、山崎正昭大会会長（参
院議長）らがお出迎え　59年の全国植樹祭に参加した寄居町鉢形の矢部伸昭さん
（65）＝当時鉢形小6年＝と、熊谷市樋春の小野田君江さん（67）＝当時男衾中2年
＝にお声がけ　お手入れ後は寄居町役場に立ち寄られた　※写真

全国育樹祭

2013/11/17 埼玉新聞 6
深谷 圧巻の初Ｖ 寄居に84-0 [県中学新人大会] ラグビー 初の決勝
戦もほろ苦い大敗　16日（最終日・熊谷ラグビー場）　▷決勝　深谷84-0寄居　※
寄居メンバー、写真

スポーツ（中学）

2013/11/17 埼玉新聞 7 [県高校新人大会] ハンドボール　16日（第1日・三郷総合体育館ほか）　▷女
子c組1回戦　寄居城北33-11大宮開成

スポーツ（高校）

2013/11/17 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や3-0　※九州場所7日目 スポーツ（大相撲）

2013/11/17 埼玉新聞 14
「自然の多さが魅力」 寄居で健康ウォーク　第34回埼玉健康ウォークが16
日、寄居町で行われ約350人が参加　寄居駅南口スタート、「里の駅アグリン館」や
鉢形城公園などを通過、寄居駅南口ゴール　鉢形城歴史館では抽選会　※写真

地域

2013/11/17 埼玉新聞 15
緑の祭典 町沸く 寄居・全国育樹祭 皇太子さま盛大に歓迎　「第37回全
国育樹祭」でお手入れ行事が行われた寄居町　会場の金尾山と役場周辺では16
日、1698人（県警発表）の町民が皇太子さまのご来町を盛大に歓迎　※写真3

全国育樹祭

2013/11/17 埼玉新聞 16
[第93回全国高校ラグビー埼玉大会]　（※16日、最終日・熊谷ラグビー場）
▷決勝　浦和14-7深谷　【深谷】FW 佐藤　※佐藤郁也（深谷高3年、寄居中出身）
（ほか同日の朝日、読売、毎日、東京新聞、スポーツニッポンに試合結果記事）

スポーツ（高校）

2013/11/18 朝日新聞 29 皇太子さま出席「未来へ継承を」 全国育樹祭　（同日の埼玉新聞と同内
容）　※写真

全国育樹祭

2013/11/18 読売新聞 33 皇太子さま 川の博物館視察　（同日の埼玉新聞と同内容） 全国育樹祭

2013/11/18 産経新聞 24 鉄砲堰の仕組みなどご見学 県立川の博物館　（同日の埼玉新聞と同内
容）　※写真

全国育樹祭

2013/11/18 東京新聞 11

[エネルギー再考] メガソーラー続々 廃棄物処分場跡地を活用　全国
各地の廃棄物処分場の跡地に続々と大規模な太陽光発電所（メガソーラー）がで
きている　表-処分場跡地の主な太陽光発電所　埼玉県寄居町 産廃と一廃(埋め
立て対象) 2621(発電出力：㌗) 13年7月(発電開始)

経済・産業
環境

2013/11/18 埼玉新聞 1
緑の輪 次代へ継承 全国育樹祭 熊谷で式典　「第37回全国育樹祭」の式
典　17日、くまがやドーム　本年度の緑化功労表彰で、寄居町観光協会金尾支部
が農林水産大臣賞を受賞

全国育樹祭

2013/11/18 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　松本旭選　(寄居)吉沢祥匡 (寄居)吉澤紀子 (評)　(寄居)石澤無涯
※原文ママ

投稿
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2013/11/18 埼玉新聞 8

荒川図画コンクール 浦和区で表彰式　県内の小学生による2013年度「荒
川図画コンクール」の表彰式　16日、浦和コミュニティーセンター（コムナーレ）　応
募は34市町村、177校から2035点　120点が入賞　【特選】酒井萌華（寄居）杉山太
一（寄居）内川智也（寄居）　【県立川の博物館長賞】酒井麻祐（寄居）新井凜之介
（寄居）　【秩父市賞】松本知恵（寄居）　【荒川ダム総合管理所長賞】服部大志（寄
居）　【荒川上流河川事務所長賞】荻澤輝（寄居・桜沢）　※写真

受賞・表彰

2013/11/18 埼玉新聞 9 [おひさしぶり！～同窓会だより～]　思い出話で話題尽きず　寄居町立男衾
中学校昭和36年3月卒業　※写真

投稿

2013/11/18 埼玉新聞 10 [県内週間日誌]　16日　♢昭和天皇植樹の木をお手入れ 寄居、全国育樹祭で
皇太子さま

その他

2013/11/18 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●3-1　※九州場所8日目 スポーツ（大相撲）

2013/11/18 埼玉新聞 12
[県高校新人大会] 柔道　17日（第1日・県武道館）　【女子】▷団体準々決勝
児玉3-0鷲宮　▷同準決勝　児玉2-1武蔵越生　▷同決勝　埼玉栄3-0児玉　（※大将
戦）○柴田 大外刈り 片田　※片田紅葉（児玉高2年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2013/11/18 埼玉新聞 12 [県高校新人大会] ハンドボール　17日（第2日・開智高校ほか）　▷女子c組代
表決定戦　越谷南20-12寄居城北

スポーツ（高校）

2013/11/18 埼玉新聞 15

[僕のゆるゆる定年学] 古代のお金持ち 福正という男②　壬生吉志福正
平安時代初期に実在　841年、19歳と13歳の息子、両人の生涯にわたる税を一括
前払い　845年、焼失した武蔵国分寺七重塔を自費で再建　居住地は武蔵国男衾
郡榎津郷

連載コラム

2013/11/18 埼玉新聞 17
鉄砲堰「迫力ある」 皇太子さま 川博を視察　皇太子さまは17日午前、全国
育樹祭の式典に臨席された後、寄居町の県立川の博物館を視察　鉄砲堰のビデ
オや再現模型をご覧になった　※写真

全国育樹祭

2013/11/19 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や3-1　※九州場所9日目 スポーツ（大相撲）

2013/11/19 埼玉新聞 19 県の文化ともしび賞 22人、19団体を表彰　県の本年度「文化ともしび賞」の
表彰式　18日、知事公館　▷個人　井上清（寄居町）　※写真

受賞・表彰

2013/11/20 埼玉新聞 10･11
森の力、木の力、ひとの力を埼玉から 全国育樹祭を機に未来へ　※
写真

特集
全国育樹祭

2013/11/20 埼玉新聞 15 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●3-2　※九州場所10日目 スポーツ（大相撲）
2013/11/21 毎日新聞 26 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2013/11/21 埼玉新聞 1

通級指導教室 県内対象者3000人に　公立小中学校の通常学級に在籍し
ながら必要に応じ障害に合った特別な指導を受ける「通級指導教室」の対象となる
児童生徒が県内でも増えている　表-県内自治体別の通級指導教室設置状況（学
校数）　寄居町 1(小学校) 0(中学校)

行政

2013/11/21 埼玉新聞 1 笑顔も実る 寄居でミカン狩り　寄居町風布、小林地区でミカン狩りが盛り迎え
る　※写真

地域

2013/11/21 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●3-3　※九州場所11日目 スポーツ（大相撲）

2013/11/21 埼玉新聞 10

関東高校駅伝23日スタート 埼玉栄 都大路へ勢いを 男子　男子第66
回、女子第22回関東高校駅伝　23日、栃木県佐野市運動公園陸上競技場周回
コース（男子7区間42.195㌔、女子5区間21.0975㌔）　※女子　[本庄東] 2(区) 小池
優佳 1(年) 寄居男衾(出身中)　※男子　[埼玉栄] 1 内田健太 3 寄居城南　[武蔵
越生] 捕 力丸倖成 2 寄居男衾 捕 時田俊吾 1 寄居男衾　[松山] 2 伊藤達矢 3 寄
居城南 捕 金子瑞輝 1 寄居男衾　[坂戸西] 5 大沢翔 3 寄居男衾

スポーツ（高校）

2013/11/22 埼北よみうり 8 皇太子さまお出迎え（寄居町）　（11/17埼玉新聞と同内容）　※写真 全国育樹祭

2013/11/22 埼北よみうり 6
[埼北12月ｉｎｆｏ]　5日（木）～8日（日）　♦県北美術展　寄居町立総合体育館（寄
居町）

イベント情報

2013/11/22 埼北よみうり 6
[ｐｉｃｋ ｕｐ] イベント　民話の朗読と筝曲演奏の集い　12月1日（日）　寄居町立

図書館　イベント　クラシックカーパレード　11月23日（土・祝）
イベント情報

2013/11/22 毎日新聞 24 [インフォメーション] イベント　●第3回寄居町交通安全クラシックカーパレー
ド　23日、寄居町役場ロータリー

イベント情報

2013/11/22 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や3-3　※九州場所12日目 スポーツ（大相撲）

2013/11/22 埼玉新聞 14 旬の農産物や加工品販売も あすから産業文化祭（寄居）　「第40回寄
居町産業文化祭」が23、24日、町立総合体育館などで開かれる

地域

2013/11/23 読売新聞 33
■傷害容疑で中2を逮捕　寄居署は22日、大里郡の中2男子生徒（14）を傷害
容疑で現行犯逮捕　同日午前10時5分頃、通っている中学校の廊下で、男性校長
（56）をたたいたりひっかいたりして軽傷を負わせた疑い

事件・事故

2013/11/23 東京新聞 26

マッハ号も登場 きょう寄居に60年代の名車集合　ホンダT360など1960年
代の車を中心にホンダ車が集結する「第3回寄居町交通安全クラシックカーパレー
ド」が23日、同町役場などで開かれる　特別企画として「マッハGoGoGo」の主人公
が搭乗するマッハ号の複製モデルの記念撮影会　※写真

地域

2013/11/23 埼玉新聞 1

難聴児向けの補聴器補助 実施41市町に拡大　軽度・中等度難聴児が使
用する補聴器の購入費の一部を補助する県の助成制度　2年目の本年度は41市
町が参加　表-軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施市町村（2013.11.1現
在）　2013年度開始（26市町）　寄居町

行政

2013/11/23 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】☆湊竜（寄居）○4-3　※九州場所13日目 スポーツ（大相撲）

2013/11/24 朝日新聞 29 ●オレオレ詐欺相次ぐ　21、22日、川口、寄居、富士見、坂戸、さいたまの5市
町でオレオレ詐欺被害が相次いだ

事件・事故
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2013/11/24 埼玉新聞 6

埼玉栄5位 1区内田区間賞 男子 関東高校駅伝　23日、栃木県佐野市運
動公園陸上競技場周回コース　男子の県勢は、埼玉栄が2時間7分1秒で5位　1区
内田が区間1位　県勢区間最上位　【男子】▷1区（10㌔）①内田健太（埼玉栄）29分
19秒　※内田健太（埼玉栄高3年、城南中出身）、写真　（ほか同日の毎日新聞に
試合結果記事）

スポーツ（高校）

2013/11/24 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【序二段】☆湊竜（寄居）や4-3　※九州場所14日目　（本紙
「○」だが読売新聞により修正）

スポーツ（大相撲）

2013/11/24 埼玉新聞 11

[ニュースクリップ] ♦手渡し詐欺で140万円被害（寄居）　寄居町の無職
女性（83）が22日、詐欺被害に遭ったと寄居署に届け出　21日午前11時45分ごろか
ら数回にわたり娘婿を名乗る男から「会社の金で投資したが大変なことになった」
などと電話　信じた女性は同日午後3時55分ごろ、東武東上線鉢形駅に現れた娘
婿の上司を名乗る男に現金140万円を手渡す

事件・事故

2013/11/24 埼玉新聞 11 [ニュースクリップ] ♦校長への傷害容疑で中2少年逮捕（寄居署）
（11/23読売新聞と同内容）

事件・事故

2013/11/25 埼玉新聞 7
文化情報　☆劇団お伽座公演　12月7、8、14、15日　寄居町鉢形の「アクトス
ペース鉢形」　同劇団は寄居を拠点に活動　落語の「お神酒徳利」を題材にした「人
情占い婆さん遊々噺」を上演

イベント情報

2013/11/25 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　松本旭選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉沢紀子　(寄居)石澤無涯　※
原文ママ

投稿

2013/11/25 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】☆湊竜（寄居）や4-3　※九州場所千秋楽 スポーツ（大相撲）

2013/11/25 埼玉新聞 15 [僕のゆるゆる定年学] 特産品を船で運ぶ 福正という男③　古代、埼玉
県の大金持ちだった壬生吉志福正はどのようにしてお金もうけをしたのだろうか

連載コラム

2013/11/27 朝日新聞 29 インフル流行か 小学校学級閉鎖 寄居、公立で今季初　（同日の産経新
聞と同内容）

行政

2013/11/27 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2 県中学校新人大会柔道の部　【女子団体ベスト8の記録】　【女子個人戦の記
録】　（11/6、8埼玉新聞と同内容）

スポーツ（中学）

2013/11/27 読売新聞 33 今季初 インフルで学級閉鎖　（同日の産経新聞と同内容） 行政

2013/11/27 毎日新聞 25 インフル？で学級閉鎖 きょうから寄居・用土小 県内で今季初　（同日
の産経新聞と同内容）

行政

2013/11/27 産経新聞 23

インフルで学級閉鎖 寄居・用土小 公立校で今季初　寄居町用土の町立
用土小学校の4年1組で26日、インフルエンザとみられる症状で欠席する児童が増
えたため、27、28の両日、学級閉鎖が決まる　県内公立校での学級閉鎖は今季初
26日、児童31人のうち欠席者が7人、登校していても体調不良を訴える児童が16人
に上った

行政

2013/11/27 埼玉新聞 10･11

[think the SAITAMA 2013.11 VOL.4]埼玉新聞環境キャンペーン[ＥＣ
Ｏ贔屓] みどりは未来のたからもの 育て、受け継ぐ緑の少年団　育樹
祭で活躍 緑の少年団 特徴を生かして多彩な活動　緑を守り、受け継ぐ「誇り」 寄
居中町ジュニア緑の少年団　※写真2

特集
環境

2013/11/27 埼玉新聞 18 インフルエンザで今季初の学級閉鎖 寄居の小学校　（同日の産経新聞
と同内容）

行政

2013/11/28 毎日新聞 24 [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

投稿

2013/11/28 埼玉新聞 18 埼玉囲碁名人戦　第56期埼玉囲碁名人戦の1日目　川口市中央ふれあい館
28人が勝ち残る　本選進出者　▷森屋偉作（寄居）

2013/11/29 毎日新聞 26

[インフォメーション] イベント　●第11回宮城道雄の世界を訪ねて～朗読と筝

曲演奏の集い～　12月1日、寄居町立図書館　展覧会　●第56回埼玉県北美術

展　12月5～8日　寄居町の町立総合体育館・アタゴ記念館　ステージ　●人情 占
い婆さん遊々噺～落語・御神酒徳利より～　12月7、8日と14、15日　寄居町鉢形の
アクトスペース鉢形

イベント情報

2013/11/29 毎日新聞 27
強い揺れ集中 明確に 地震被害 県が想定調査　県は28日、東日本大震
災を受けて見直した県内の地震被害想定調査の結果を発表　一覧-想定5地震を
通じた市町村別最大震度　寄居町 7

行政

2013/11/29 埼玉新聞 12
往年の名車30台が集結 今年で3回目（寄居）　クラシックカーパレードが23
日、寄居町で行われた　全国のオーナーが所有する30台が集結　寄居町役場前
からホンダ寄居工場までパレード　※写真

地域

2013/12/1 朝日新聞 28

日本勢、4階級制覇 柔道 グランドスラム東京　30日　東京体育館　2日目
女子70㌔級は20歳の新井千鶴（三井住友海上）が初出場初優勝　【女子】▷70㌔級
決勝　新井（三井住友海上） 優勢 ポリング（オランダ）　（ほか同日の産経新聞に
試合結果記事）

スポーツ（柔道）

2013/12/1 朝日新聞 28

20歳新井、のびのび初Ｖ 女子70㌔級 次々金星「経験を次に生かす」
世界ランキング1位のポリングに対し、開始15秒、豪快な内股で相手を横倒しにし
有効ポイント奪う　その後は守勢に回り、指導を3回受けたが逆転は許さず　準決
勝では今年の世界選手権優勝のアルベアル（コロンビア）に一本勝ち　「金星」2個
付きの優勝　埼玉県北西部の寄居町出身　小学1年から柔道を始めた　児玉高3
年の関東大会で、三井住友海上の上野雅恵コーチの目に留まる　入社2年目、充
実した環境で力を伸ばした　11月1日に20歳になったばかり　※写真

スポーツ（柔道）

2013/12/1 読売新聞 29 リオへ新星 20歳新井 女子70㌔級　（同日の朝日新聞と同内容）　※写真 スポーツ（柔道）

2013/12/1 毎日新聞 22 柔道グランドスラム東京 20歳の新井頭角　（同日の朝日新聞と同内容）
※写真

スポーツ（柔道）

2013/12/1 日本経済新聞 33 堂々の闘いぶり 20歳新井初制覇 女子70㌔級　（同日の朝日新聞と同内
容）

スポーツ（柔道）
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2013/12/1 東京新聞 21
[東京写真館]　▶第202回　[スナップ賞]　面会 武内道直（埼玉県寄居町）　評
埼玉県小川町の病院で患者さん同士が手を握り合う光景を撮影　生を感じさせる
印象的な一枚　※作品写真

受賞・表彰

2013/12/1 東京新聞 20 新井 女子70㌔級 リオへ新星Ｖ スケールの大きい20歳　（同日の朝日新
聞と同内容）　※写真

スポーツ（柔道）

2013/12/1 埼玉新聞 6 日本勢2日連続全階級を制す 柔道グランドスラム　（同日の朝日新聞と
同内容）

スポーツ（柔道）

2013/12/1 埼玉新聞 13 [つれづれ]　絶妙のタイミング　大野順一（寄居町、67歳） 投稿

2013/12/1 スポーツニッポン 9 柔道グランドスラム東京大会第2日 新井女王討ち　（同日の朝日新聞と
同内容）

スポーツ（柔道）

2013/12/2 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

2013/12/2 埼玉新聞 4 本社主催・後援の催し　5日（木）　第56回記念県北美術展（8日まで、寄居町
総合体育館・アタゴ記念館）

その他

2013/12/2 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)吉澤紀子 投稿

2013/12/3 朝日新聞 30 [埼玉マリオン] ●イベント　♦劇団「お伽座」落語芝居　7日[土]、8日[日]、14日
[土]、15日[日]　寄居町鉢形のアクトスペース鉢形

イベント情報

2013/12/3 読売新聞 32 読者が選ぶ県内10大ニュース2013　応募の手引き　7月　⑰ホンダ寄居工
場が操業開始（9日）

特集

2013/12/3 読売新聞 32
第63回障害者自立更生等厚生労働大臣表彰　（表彰式12日）　【更生援護
功労者・団体】▷田中初男（幸仁会川本園施設長）寄居町　（ほか同日の埼玉新聞
に同様記事）

受賞・表彰

2013/12/3 産経新聞 11 クルマ業界 景気牽引 国内新車販売2年連続500万台へ　※写真（10月
からフル生産を始めたホンダの寄居工場）

経済・産業

2013/12/3 埼玉新聞 9

県ミニバス大会　第44回県スポーツ少年団ミニバスケットボール大会　行田グ
リーンアリーナ　「女子」【C組】▷準々決勝　寄居スパークル40-36上尾芝川　▷準決
勝　寄居スパークル38-36越谷ファイン　▷決勝　西武エアーズ45-23寄居スパーク
ル

スポーツ（小学）

2013/12/4 埼玉新聞 19
土砂災害警戒区域140カ所を指定 県　県は3日、土砂災害防止法に基づ
き、東松山市、吉見町、ときがわ町、寄居町の140カ所を土砂災害警戒区域、うち
123カ所を土砂災害特別警戒区域に指定したと発表　寄居町西ノ入

行政

2013/12/5 毎日新聞 26 [俳句]　■星野光二選　寄居・小渕美津子 (評) 投稿

2013/12/5 埼玉新聞 5
県産グルメずらり 大宮で埼玉商工会まつり　「埼玉県商工会まつり うまい
もの・特産品フェア」　さいたま市の鐘塚公園　県内20商工会から29事業所が出展
特産のハーブを使った寄居町の「戦国ハーぶ～丼」もおいしそうな香り

経済・産業

2013/12/6 朝日新聞 25

「ホンダの寄居」誘客作戦 従業員向け 飲食店サービスや町ＰＲ 町南
端に２千人の新工場 中心部ひっそり　ホンダの新工場ができた寄居町だ
が、町のにぎわいはいま一つ　工場は町の南端にあり、従業員が中心市街地には
来ない　町の観光関係者は「寄居に寄って」とアピールに懸命　※写真2

経済・産業

2013/12/6 東京新聞 24
東京新聞賞に彫刻の豊田さん 県北美術展　「第56回県北美術展」が寄居
町総合体育館で5日から始まった　今回は5部門に910点の応募　主な入賞者　【彫
刻】▷東京新聞賞＝豊田豊（寄居町）　※作品写真

文化・芸術
受賞・表彰

2013/12/6 埼玉新聞 14

「恋チュン」ＰＶに1000人 商工会 動画サイトで公開（寄居）　寄居町商工
会が制作を進めていたAKB48のヒット曲「恋するフォーチュンクッキー」（恋チュン）
のご当地プロモーションビデオ（PV）が完成、動画投稿サイト「You Tube」などで公
開　全国各地で（同様のご当地PVが）制作されている　11月24日、商店街を会場に
4台のカメラで撮影　町内外から千人以上が参加　※写真

地域

2013/12/6 埼玉新聞 18 [愛の募金]　▶寄居ロータリークラブと川本ロータリークラブ　4日、チャリティーゴ
ルフ大会と合同忘年会で集めた募金を埼玉新聞・社会福祉事業団に寄託

その他

2013/12/7 埼玉新聞 13
県北美術展で本社賞に井桁さん あすまで寄居　県北美術展　埼玉新聞
社賞は工芸部門の井桁輝子さん（行田市）の「彩泥紋壺」が受賞　※作品写真

文化・芸術
受賞・表彰

2013/12/10 読売新聞 10 [Ｕ-25]　中原友美　21　埼玉県寄居町　※イラストの投稿 投稿

2013/12/10 埼玉新聞 6

寄居リトルシニア杯小学生軟式野球大会　第6回寄居リトルシニア杯小学
生軟式野球大会　寄居運動公園　▷2回戦　オブスマクラブ6-5岡部（六回コールド）
大台スピアーズ8-1中町ジュニア（五回コールド）　マッキーズ15-0常盤少年野球
（四回コールド）　上柴ドリームス7-0城南キングフィッシャーズ（五回コールド）　川
本フレンズ7-0用土コルツ（五回コールド）　▷準々決勝　オブスマクラブ3-0大台スピ
アーズ　藤沢小少年野球13-6マッキーズ（五回コールド）　▷準決勝　藤沢小少年野
球10-4オブスマクラブ（六回コールド）

スポーツ（小学）

2013/12/11 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

1
深谷中が初優勝 県中学校新人大会ラグビーの部 寄居中に大勝　▶寄
居中監督「経験の差が出た」　※新井昭夫監督コメント　【対戦トーナメントの記録】
（ほか11/10、13、17埼玉新聞と同内容）　※写真2

スポーツ（中学）

2013/12/11 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2 県中学校新人大会卓球の部　【女子団体ベスト8の記録】　（11/7埼玉新聞と
同内容）

スポーツ（中学）

2013/12/11 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2 県中学駅伝競走大会　【男子区間賞】　（11/10埼玉新聞と同内容） スポーツ（中学）

2013/12/11 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

3 県ミニバスケットボール大会　【女子決勝トーナメント】　（12/3埼玉新聞と一部
同内容）

スポーツ（小学）

2013/12/11 読売新聞 25

[箱根駅伝] 3冠挑む駒大 追う東洋大、日体大 エントリー発表　第90回
東京箱根間往復大学駅伝競走のチームエントリー　10日　表-第90回箱根駅伝
チームエントリー　東洋大 設楽啓太④ 設楽悠太④　帝京大 小山司④　※設楽啓
太・設楽悠太（東洋大4年、男衾中出身）、小山司（帝京大4年、男衾中出身）

スポーツ（陸上）
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2013/12/11 埼玉新聞 9 箱根駅伝エントリー 県内高校出身17人 東洋大 設楽兄弟ら登録　（同
日の読売新聞と同内容）

スポーツ（陸上）

2013/12/12 毎日新聞 24 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2013/12/12 埼玉新聞 12

4700人好天下を疾走 和紙マラソン 小川　第21回小川和紙マラソン大会　8
日、埼玉伝統工芸館前スタート・ゴール　上位入賞者　▷5㌔高校女子　②小池優佳
（本庄東高）　▷3㌔中学男子　①重松晟弥（男衾中）　▷2㌔小学女子　②吉田詩央
（折原小）　※小池優佳（本庄東高1年、男衾中出身）

スポーツ（高校）
スポーツ（中学）
スポーツ（小学）

2013/12/13 埼北よみうり 4

歩行者天国でダンシング！（寄居町）　寄居町市街地の商店街で行われた
「ふるさとの祭典市」　大勢の人がAKB48の「恋するフォーチュンクッキー」を踊って
盛り上がった　同祭典市は、今年から商店街の活性を願って市街地商店街を歩行
者天国にして開催　※写真　（12/6埼玉新聞と一部同内容）

地域

2013/12/13 埼北よみうり 6 [エンタメ] 芝居　劇団お伽座　人情 占い婆さん遊々噺　12月14日（土）・15日
（日）　アクトスペース鉢形

イベント情報

2013/12/13 埼玉新聞 15
児童ら記念のもちつき大会 創立140周年で折原小（寄居）　寄居町立折
原小学校で創立140周年記念行事　もちつき大会を行い、全校児童87人と保護
者、地域住民が一緒に節目を祝った　※写真

地域

2013/12/13 埼玉新聞 9 [今週のホームラン]　11月30日＝井口真之介2本（オブスマクラブ）、坂本堅也
（中町ジュニア）

スポーツ（小学）

2013/12/14 朝日新聞 28
小中学生俳句コンクール　第20回小中学生俳句コンクールの受賞者が決まる
1万1699人から2万460句の応募　【小学校低学年の部】♦県俳句連盟会長賞　川崎
脩平（寄居･男衾2）　♦朝日新聞奨励賞（学校賞）　【小学校高学年の部】寄居･男衾

受賞・表彰

2013/12/15 朝日新聞 29

集大成「箱根路Ｖを」 寄居出身 東洋大・設楽兄弟 2位の悔しさ、雪辱
誓い成長　兄弟は二卵性双生児　寄居町立男衾小、男衾中から武蔵越生高に
進み、3年生で同校初の全国高校駅伝に出場　東洋大に進学し急成長　表-■設
楽兄弟の箱根駅伝と全日本大学駅伝の成績　※写真

スポーツ（陸上）

2013/12/15 読売新聞 33 ダブルエースＶ自信 箱根駅伝 東洋大監督ら抱負　（同日の埼玉新聞と
同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2013/12/15 スポーツニッポン 8
箱根駅伝2大会ぶり頂点へ 東洋大5区 設楽兄（啓太）に託す 弟（悠
太）も有終Ｖ誓う　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真2、プロフィール（設楽啓
太）

スポーツ（陸上）

2013/12/15 埼玉新聞 6

箱根駅伝 「勝てる自信ある」 東洋大Ｖへ意気込み エース設楽兄弟
双子リレーで必勝　第90回東京箱根間往復大学駅伝（来年1月2、3日）に出場
する東洋大が14日、川越市の同大キャンパスで記者会見　東洋大のダブルエース
として成長した双子の設楽兄弟　埼玉の最強双子が最後の箱根路に挑む　※写真
2

スポーツ（陸上）

2013/12/15 埼玉新聞 9

売り場でキャットウォーク 熊谷八木橋百貨店 織物作家がショー　寄居
町金尾の織物作家、上田礼子さん（64）が、八木橋百貨店でファッションショー　知
人ら男女15人がモデル　作品を身に着け売り場をキャットウォーク　17日まで開い
ている上田さんの作品展の一環　※写真　（同紙1面に写真付きヘッドライン）

地域

2013/12/16 読売新聞 26
[箱根駅伝 つなぐ][5] 東洋大 再び頂点へ 打倒駒大　昨年の出雲駅伝
から、学生の3大駅伝で5戦連続の2位　打倒駒大を果たしての2大会ぶりの頂点へ
勝負をかける　※写真2

連載特集
スポーツ（陸上）

2013/12/16 埼玉新聞 2 11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12,763　人口総数34,619　男17,164　女17,455

統計

2013/12/16 埼玉新聞 4 [今週のこよみ]　21日（土）【県内】▷川の博物館「平成25年度荒川図画コンクー
ル展」（来年1月13日まで、寄居町・県立川の博物館）

その他

2013/12/16 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)石澤無涯 投稿

2013/12/17 埼玉新聞 8

全国出場選手を激励 埼玉栄高で壮行会　全国高校駅伝などに県代表とし
て出場する埼玉栄高校で16日、壮行会　駅伝部男子の内田健太主将は「優勝を目
指しチーム一丸となっていく」とあいさつ　※内田健太（埼玉栄高3年、城南中出
身）、写真

スポーツ（高校）

2013/12/18 読売新聞 32
[Ｗｅｄｎｅｓｄａｙさいたま スポーツ][記録ファイル] マラソン　第21回小川
和紙　（12/12埼玉新聞と同内容）

スポーツ（高校）
スポーツ（中学）
スポーツ（小学）

2013/12/19 読売新聞 32

ホンダ効果 いまだ見えず 寄居「恋チュン」企画で活性化へ　ホンダ寄居
工場の稼働で地域経済への好影響を期待していた寄居町だが、まだ思うような効
果が出ていない　現状を打開するため、寄居町商工会はダンスを踊るイベントを企
画するなど試行錯誤を続けている　※写真

経済・産業

2013/12/19 毎日新聞 23

[全国高校駅伝]㊦ 埼玉栄 チーム紹介 走り込み効果はっきり 男子
主将が率先 1日70㌔以上も　チームの柱は内田主将　1年時から全国大会に
出場　主将就任後は自ら率先して練習に取り組んだ　表-男子予想メンバー　※内
田健太（埼玉栄高3年、城南中出身）、写真

連載特集
スポーツ（高校）

2013/12/19 埼玉新聞 10･11

池波正太郎の人気時代小説の世界が[羽生]にやって来た⁉　池波正太
郎の小説「鬼平犯科帳」とコラボした商業施設が東北自動車道上り線の羽生パー

キングエリアにオープンする 鬼平犯科帳の魅力、教えてください。　佐々
靫江　池波正太郎が愛した鮎の宿「京亭」女将　※コメント、プロフィール、写真

特集

2013/12/20 産経新聞 22 [イベントガイド] 埼玉　★パーキングエリアクリスマスフェア　25日まで　関越道
の「寄居星の王子さまPA」

イベント情報

2013/12/20 埼玉新聞 9
若鳥杯争奪少女ソフトボール大会　第13回若鳥杯争奪少女ソフトボール大
会　北本SCなど　▷1回戦　寄居ジュニア15-11毛呂山ウィングス　▷2回戦　川口エ
ンジェルス9-5寄居ジュニア

スポーツ（小学）
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2013/12/20 埼玉新聞 11
上位目指す埼玉栄 全国高校駅伝 22日号砲　男子第64回の全国高校駅
伝　22日　▷男子　埼玉栄　1区内田はどんなペースにも対応できるのが強み　※内
田健太（埼玉栄高3年、城南中出身）

スポーツ（高校）

2013/12/20 埼玉新聞 14

景気も上がれ 新春大凧揚げ 元日恒例、参加者を募集（寄居）　寄居
町折原の寄居運動公園で来年1月1日、新春恒例の大凧揚げ　主催する「竹とんぼ
の会」が100人以上の参加者を募集　今回は来年の干支の午にちなみ、2頭の馬と
寄居の文字が描かれた12畳の大凧を製作　ほかに50畳の鳳凰、寄居町商工会の
キャラクター「乙姫ちゃん」をあしらった24畳の大凧、メッセージ凧も揚げる　※写真

地域

2013/12/21 読売新聞 31 [Ｓａｔｕｒｄａｙさいたま レジャー] イベント　♦かわはくクリスマスファンタジー
22、23日、県立川の博物館

イベント情報

2013/12/21 読売新聞 32 読者が選ぶ県内10大ニュース2013 投票結果　⓯ホンダ寄居工場が操業
開始 142票

特集

2013/12/21 毎日新聞 18･19
駆け抜ける頂点へ [男子第64回･女子第25回全国高校駅伝] 男子　メ

ンバー表　[⑪埼玉栄]　内田健太❸(学年：主将) 14分23秒(5000㍍ベスト) 1(予選
で走った区間)　※内田健太（埼玉栄高3年、城南中出身）

スポーツ（高校）

2013/12/21 埼玉新聞 9

伝説の「シルク号」 唯一の継承者　片倉自転車工業の伝説の自転車「シル
ク号」　鳩山町の絹自転車製作所代表の荒井正さん（55）は、その技術の「唯一の
継承者」と呼ばれる　※写真（寄居町の自転車販売店からもらったシルク号の看板
と荒井さん）

その他

2013/12/21 埼玉新聞 11

男子第64回・女子第25回全国高校駅伝 あす号砲 埼玉栄 実力アップ
入賞射程　表-男子・予想オーダーと個人成績　①(区間：主将) （10㌔） 内田健
太 3(学年) 寄居城南(出身中学) 14分23秒42(5000㍍ベスト)　※写真3、内田選手コ
メント

スポーツ（高校）

2013/12/22 さいたま報知 6
[記録コーナー]　♢第35回関東ミニバスケットボール大会代表決定戦（11月10
日・志木市民体育館）　【女子】　鳩ケ谷桜女子37-26寄居スパークル　高階ベルズ
47-20寄居スパークル

スポーツ（小学）

2013/12/22 毎日新聞 19
激走に挑む105校 きょう号砲 [男子第64回･女子第25回全国高校駅
伝]　オーダー表　[男子]⑪埼玉栄　1区10㌔ 内田　※内田健太（埼玉栄高3年、城
南中出身）

スポーツ（高校）

2013/12/22 毎日新聞 26

[全国高校駅伝] 開会式、決意新たに　男子第64回、女子第25回全国高校
駅伝競走大会の開会式　21日、京都市の島津アリーナ　埼玉栄が男女そろって参
加　男子の内田健太主将「去年の悔しさを晴らしたい」と意気込み　※内田健太
（埼玉栄高3年、城南中出身）、写真

スポーツ（高校）

2013/12/22 産経新聞 19 彩の国リサイクル 新たに2製品認定　（11/12埼玉新聞と同内容） 行政

2013/12/22 埼玉新聞 7
強い埼玉栄取り戻す きょう号砲全国高校駅伝 「しつこく」上位を狙う
男子　表-♦埼玉栄男子オーダー♦　1区（10㌔）内田健太　※内田健太（埼玉栄高
3年、城南中出身）、写真

スポーツ（高校）

2013/12/22 埼玉新聞 9
熊谷の女医 歌声披露 寄居でＸマスコンサート　熊谷市出身の女医、川口
早苗さんのミニクリスマスコンサート　19日、寄居町中央公民館　熊谷商工信用組
合の寄居・川本・花園3支店合同企画　各支店から顧客ら約200人　※写真

地域

2013/12/23 毎日新聞 24 埼玉栄 力走実らず [全国高校駅伝]　壁の高さを感じた 男子・内田健太主
将　※コメント　（ほか同日の埼玉新聞と同内容）

スポーツ（高校）

2013/12/23 埼玉新聞 1
[さきたま抄]　2013･12･23　寄居のミカンが甘くなったときいて現地に　寄居駅南
口の観光案内所で購入　以前に比べ本当に甘かった　年末年始に埼玉産のミカン
はいかがだろう

コラム

2013/12/23 埼玉新聞 3
[輝け！わが地域 町村長に聞く][5]寄居町 島田誠町長 ホンダ、県北
の起爆剤に　※写真

連載特集

2013/12/23 埼玉新聞 7 [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

2013/12/23 埼玉新聞 11

埼玉栄 中盤で失速25位 男子 全国高校駅伝 実力及ばず惨敗　全国
高校駅伝　22日、京都市西京極陸上競技場発着　男子（7区間、42.195㌔）　埼玉
栄は2時間7分53秒で25位　主将でエースの内田は「まだまだ戦える力がなかった。
精神的にもろい部分がある」と無念さにじませた　♦埼玉栄の区間・通過順位♦
1(区間) 内田健太 ⑲30分8秒　※内田健太（埼玉栄高3年、城南中出身）、写真
（ほか同日の朝日、読売、産経、東京新聞、スポーツニッポンに試合結果記事）

スポーツ（高校）

2013/12/25 読売新聞 31
「新聞に軽減税率を」 本庄市会と3町会　本庄市と上里、神川、寄居の3町
の議会　12月の議会で消費税が引き上げられた場合に新聞への軽減税率の適用
を訴える意見書を国に提出するよう求める請願を全会一致で採択

町議会

2013/12/25 産経新聞 19 今年の漢字は「育」 上田知事　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真 その他

2013/12/25 産経新聞 19 [フラッシュバック2013]　【11月】　■16日　全国育樹祭が開幕　寄居町金尾山
のヒノキを皇太子さまがお手入れ

特集

2013/12/25 埼玉新聞 9 [まちひとであい] 催し　♦歳末感謝祭（寄居）　29日まで、寄居町商店街　福引
抽選　特賞はハワイ旅行ペア招待券

イベント情報

2013/12/25 埼玉新聞 10 ♦郷土力士新番付♦　【序二段】湊竜（寄居・湊） スポーツ（大相撲）

2013/12/25 埼玉新聞 16

上田知事 今年は「育」 1年象徴する漢字 育樹祭や産業育成　上田清
司知事は24日の定例記者会見で、今年を象徴する漢字を「育」と発表　11月に熊
谷市と寄居町で開催された「全国育樹祭」や7月に操業したホンダ寄居工場などを
挙げ、寄居工場について「県内の関連産業を育てる」と述べる　※写真

その他

2013/12/26 朝日新聞 8
自動車1割増産 増税前の駆け込み対応　来年4月の消費増税前に自動車
を駆け込みで買う動き　11月にメーカー8社が国内でつくった車は、前年同月より1
割増　ホンダは人気のフィットを寄居工場だけでなく鈴鹿製作所でもつくりはじめた

経済・産業

2013/12/26 毎日新聞 17 [女の気持ち]　2013.12.26　婿の父　埼玉県寄居町 遠藤イク子 主婦・63歳 投稿
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2013/12/26 東京新聞 22 餅つきで地域の絆 寄居に80人集う　寄居町牟礼の長昌寺境内で22日、地
域の人たち約80人が集まり餅つき大会　※写真（武内道直さん撮影）

地域

2013/12/27 埼北よみうり 1 [初詣 良い年を願って]　宗像神社（寄居町）　※概要、所在地、写真 特集
2013/12/27 埼北よみうり 2 ＝元日に＝大凧揚げ（寄居町）　（12/20埼玉新聞と同内容）　※写真 地域

2013/12/27 日本経済新聞 35
県内鉱工業生産 10月は12％上昇 業務用機械伸びる　埼玉県がまとめ
た10月の県内鉱工業生産指数　100.7と前月比12.6％上昇　ホンダ寄居工場の小
型車生産が本格化し輸送用機械工業が上昇したことなどで全体を押し上げた

経済・産業

2013/12/27 産経新聞 18 [イベントガイド] 埼玉　★寄居大凧あげ　来年1月1日　寄居運動公園 イベント情報
2013/12/27 東京新聞 22 上田知事 今年の漢字は…　（12/25埼玉新聞と同内容）　※写真 その他
2013/12/27 埼玉新聞 13 [首長が選んだ わが街5大ニュース]　寄居町 島田誠町長　※写真 連載特集

2013/12/28 朝日新聞(夕刊) 11

箱根駅伝 超高速化に期待　東京箱根間往復大学駅伝に「超高速化」の波
スピードランナーの基準である1万㍍29分を切る選手が急増　最多の東洋大は8人
設楽啓太・悠太の兄弟はそろって27分台をマーク　昨年まで3年連続で花の2区を
走った兄・啓太は「土の区間でも不安はない。5区なら記録に挑戦したい」と山登り
にも自信　※設楽啓太・悠太（東洋大4年、男衾中出身）、写真（啓太）

スポーツ（陸上）

2013/12/28 読売新聞 18･19

第90回記念大会に挑む23チーム選手紹介 [箱根駅伝]　[東洋大]　設楽
啓太④（埼玉・武蔵越生） 設楽啓太④（埼玉・武蔵越生）　[帝京大]　小山司④（埼
玉・武蔵越生）　※設楽啓太・悠太（東洋大4年、男衾中出身）、小山司（帝京大4
年、男衾中出身）

スポーツ（陸上）

2013/12/28 日本経済新聞 35
県内13年回顧 ホンダ寄居工場が稼働　表-2013年の埼玉県内の主な出来
事

経済・産業

2013/12/28 東京新聞 12
[3強対決 箱根駅伝][中] 危機感バネ 結束高まる 頂点へ闘志 東洋
大　※写真　（12/18読売新聞と同内容）

連載特集
スポーツ（陸上）

2013/12/29 朝日新聞 29 [回顧2013]　【7月】9日　ホンダの寄居工場が生産を開始 その他
2013/12/29 日本経済新聞 1 駆け込み需要 企業走る　（12/26朝日新聞と同内容） 経済・産業

2013/12/29 埼玉新聞 14
[ニュースクリップ] ♦電車にはねられ女性重傷（寄居）　28日午後0時15
分ごろ、寄居町富田の東武東上線で28日、女性が上り普通電車にはねられた　ド
クターヘリで搬送されたが両脚に大けが

事件・事故

2013/12/30 読売新聞 12

[箱根駅伝] 区間エントリー発表 「往路重視」の布陣　第90回東京箱根間
往復大学駅伝競走の区間エントリー　29日　王座奪還を目指す東洋大は、設楽
悠、設楽啓の双子のエースを補欠に回す慎重策　ライバルの区間配置を見た上
で、酒井監督は設楽悠を3区に投入する考え示す　焦点は設楽啓の起用法で、5区
で勝負をかけるか復路に残すか判断に注目　表-東洋大 補欠 設楽啓太④ 設楽
悠太④　帝京大 2区23.2㌔ 小山司　※設楽啓太・悠太（東洋大4年、男衾中出
身）、小山司（帝京大4年、男衾中出身）

スポーツ（陸上）

2013/12/30 読売新聞 14･15
エースの意地 トップを狙え [箱根駅伝] 「双子のタスキ」頂点で締める
設楽啓太（東洋大4年） 設楽啓太（東洋大4年）　中学から10年間、同じ
チームでしのぎを削ってきた双子の兄弟　来春からは別々の実業団に　※写真2

スポーツ（陸上）

2013/12/30 産経新聞 19 箱根駅伝3強 東洋大 層の厚さに手応え　（同日の読売新聞と一部同内容）
※写真（設楽悠太）

スポーツ（陸上）

2013/12/30 埼玉新聞 4･5
[2013年県内十大ニュース] ⑨ホンダ寄居工場が稼働 経済効果に期
待する地元　※写真

特集

2013/12/30 埼玉新聞 6 [今週のこよみ]　5日（日）　【県内】お正月あそび（寄居町・県立川の博物館） その他

2013/12/30 埼玉新聞 16
[ニュースクリップ] ♦電車にはねられた重傷女性の身元判明（寄居）
寄居町富田の東武東上線の踏切で28日、電車にはねられて両脚に重傷を負った
女性の身元について、寄居署は29日、東松山市の無職女性（54）と発表

事件・事故

2013/12/30 スポーツニッポン 7 1・2、3 箱根駅伝 区間エントリー発表　（同日の読売新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2013/12/31 朝日新聞 21

箱根駅伝 3強対決 2・3日決戦 東洋大 奪還へ設楽兄弟カギ　勝敗の鍵
を握るのはエースの設楽啓太・悠太の双子の起用法　2人とも補欠に回し、レース
当日の朝まで多くの選択肢を残した　※設楽啓太・悠太（東洋大4年、男衾中出
身）、写真

スポーツ（陸上）

2013/12/31 日本経済新聞 29 箱根駅伝 優勝争い3強軸に　（同日の朝日新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2013/12/31 埼玉新聞 2 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12,754　人口総数34,601　男17,142　女17,459

統計

2013/12/31 埼玉新聞 8･9
新しい年の幸せを願う 地域楽しむ七福神巡り ④武州寄居七福神 心
癒やす四季の花　※案内図、写真（蓮光寺・布袋尊）

特集


