
平成26（2014）年 寄居町新聞記事索引（1～6月） 2020年1月修正

掲載日 掲載紙 紙面 記事見出・記事概要 件名

2014/1/1 読売新聞 17

[箱根駅伝] あす号砲 5区攻略へ「服部シフト」 東洋大 エース級で勝
負　第90回東京箱根間往復大学駅伝競走は、「山登りの5区」が勝負の大きな焦
点　強豪校は前回区間賞の日体大・服部の存在を念頭に戦略　東洋大は、補欠に
控えるエース設楽啓を起用するプラン　設楽啓も服部との対決に意欲　※設楽啓
太（東洋大4年、男衾中出身）

スポーツ（陸上）

2014/1/1 読売新聞 31 [新春ガイド さいたま] 催し　【寄居】♦お正月あそび　5日、県立川の博物館 イベント情報

2014/1/1 東京新聞 19 箱根駅伝あす号砲 駒大3冠へ充実 東洋大も層厚く　（同日の読売新聞と
同内容）　※東洋大区間エントリー（設楽啓、設楽悠）、写真

スポーツ（陸上）

2014/1/1 埼玉新聞 12

[3強激突 90回目の箱根路] 東洋大挑む王座奪還 箱根駅伝あす号砲
エース設楽兄弟 2本柱を軸に 2位脱却狙う　東京箱根間往復大学駅伝は
2、3日の大会で90回目　日体大、駒大、東洋大が「3強」　東洋大は4年になった双
子の設楽兄弟　2年ぶりの総合優勝を狙う上でこの2本柱の存在は心強い　※設楽
啓太（東洋大4年、男衾中出身）、設楽悠太（東洋大4年、男衾中出身）、写真

スポーツ（陸上）

2014/1/1 埼玉新聞 16 [新春俳壇]　松本旭選　(寄居)石澤無涯 (評)　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子 投稿

2014/1/1 埼玉新聞(第2部) 34
[お菓子な埼玉] 特産ハーブ 工夫で変身 エキナセアマドレーヌ 寄居
城北高生レシピを開発　※写真2

特集

2014/1/1 スポーツニッポン 12

東洋大　捕(区間エントリー) 設楽啓太 ➍(学年：主将) （武蔵越生） 27分51秒54(1

万㍍)　捕 設楽悠太 ④ （武蔵越生） 27分54秒82　帝京大　②小山司 ④ （武蔵越
生） 28分45秒24 ※設楽悠太（東洋大4年、男衾中出身）、設楽啓太（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）

2014/1/3 朝日新聞 29 陸上 箱根駅伝 東洋大2年ぶり往路Ｖ 設楽兄弟そろって区間賞　（同
日の読売新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2014/1/3 朝日新聞 33 19市町村長選予定 議員選は7市町　表-■日程未定の選挙　寄居町長選
8月27日

選挙

2014/1/3 読売新聞 1

東洋大 往路Ｖ ＊箱根駅伝　第90回東京箱根間往復大学駅伝競走　2日　東
洋大が5時間27分13秒で2年ぶり5回目の往路優勝　3区で設楽悠太（4年）が区間1
位の走りでトップに立つと、そのまま首位を譲らず　※設楽悠太（東洋大4年、男衾
中出身）、写真

スポーツ（陸上）

2014/1/3 読売新聞 22

[箱根駅伝] 往路成績　①東洋大 5.27.13 3区 21.5㌔ 戸塚-平塚 ①(チーム順
位) 設楽悠太 ➊(区間順位)1.02.13 5区 23.4㌔ 小田原-箱根 ①設楽啓太 ➊
1.19.16　⑫帝京大 5.39.23 2区 23.2㌔ 鶴見-戸塚 ⑯小山司 ⓬1.11.10　※設楽悠
太（東洋大4年、男衾中出身）、設楽啓太（東洋大4年、男衾中出身）、小山司（帝京
大4年、男衾中出身）　（ほか同日のスポーツニッポンに同様記事）

スポーツ（陸上）

2014/1/3 読売新聞 23

[箱根駅伝] 設楽 ツイン区間賞 東洋大往路Ｖ 啓太みせた主将の意
地　東洋大が3区設楽悠（4年）の区間賞で駒大との26秒差を逆転して首位を奪う
と、5区でも設楽啓（4年）が区間1位で突き放し、双子エースの活躍で往路優勝を
飾った　※設楽啓太（東洋大4年、男衾中出身）、設楽悠太（東洋大4年、男衾中出
身）、写真2

スポーツ（陸上）

2014/1/3 毎日新聞 15 東洋大往路Ｖ 2年ぶり 箱根駅伝 双子エース起用 風読んでズバリ
（同日の読売新聞と同内容）　※写真2

スポーツ（陸上）

2014/1/3 日本経済新聞 41
箱根駅伝 東洋大、往路制す 2年ぶり 設楽兄弟けん引 弟→トップに
兄→差を広げ　（同日の読売新聞と同内容）　※写真2

スポーツ（陸上）

2014/1/3 産経新聞 15 東洋大 2年ぶり往路Ｖ 設楽兄弟、流れ呼ぶダブル区間賞　（同日の読
売新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2014/1/3 東京新聞 20 東洋大2年ぶり往路Ｖ 箱根駅伝 双子エースＷ投入的中　（同日の読売
新聞と同内容）　※写真2

スポーツ（陸上）

2014/1/3 埼玉新聞 1 箱根駅伝 東洋大 往路Ｖ 設楽兄弟 区間賞の活躍　（同日の読売新聞と
同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2014/1/3 埼玉新聞 11

最速双子[3区]悠太[5区]啓太好走 往路Ｖ 東洋大、駒大に59秒差 箱
根駅伝 最後飾るダブル区間賞　寄居男衾中、武蔵越生高、東洋大と計10年
間　兄弟として、力を認め合うライバルとして、常に切磋琢磨　啓太が主将、悠太が
副主将となった今季は、ともに1万㍍で27分台をマーク　4月からは別の実業団に
進む　（ほか同日の読売新聞と同内容）　※設楽啓太（東洋大4年、男衾中出身）、
設楽悠太（東洋大4年、男衾中出身）、コメント、写真4

スポーツ（陸上）

2014/1/3 スポーツニッポン 1

往路2年ぶり勝った 東洋大 設楽ツインズＷ区間賞‼　表-♢設楽兄弟の学
生3大駅伝成績♢、♢箱根駅伝往路区間賞♢　（ほか同日の読売新聞と同内容）　※
設楽啓太（東洋大4年、男衾中出身）、設楽悠太（東洋大4年、男衾中出身）、プロ
フィール、写真3

スポーツ（陸上）

2014/1/4 朝日新聞 13
陸上 箱根駅伝 東洋大一丸 独走Ｖ エース頼み脱却 復路新記録　往
路を終わってリードは59秒　既に東洋大は設楽兄弟を往路につぎ込む　しかし設
楽兄弟抜きで復路新記録を成し遂げた　※写真

スポーツ（陸上）

2014/1/4 読売新聞 2

[顔] 箱根駅伝で2年ぶりに総合優勝した東洋大駅伝主将 設楽啓太さ
ん 22　東京・大手町のゴールで歓喜に沸く部員に囲まれ、3回宙を舞った　埼玉
県寄居町出身　双子の弟・悠太とは、中学、高校、大学とともに走り続けてきたが、
春からはそれぞれ別の実業団に進む　※設楽啓太（東洋大4年、男衾中出身）、設
楽悠太（東洋大4年、男衾中出身）、写真

コラム

2014/1/4 毎日新聞 22
[菜の国 oh！ベジタブル]③ 「ホーム」を守り継ぐ 農場長見習い シュ
レスタ勝さん　寄居町の約2㌶の農場で有機農業を営み、野菜や鶏卵を販売し
て自給自足の生活を目指す農場「皆農塾」　シュレスタ勝さん（23）　※写真

連載特集
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2014/1/4 産経新聞 17
東洋大 完全制覇　▶東洋大選手 歓喜のコメント　3区・設楽悠　5区・設楽啓　※
設楽悠太（東洋大4年、男衾中出身）、設楽啓太（東洋大4年、男衾中出身）、コメン
ト

スポーツ（陸上）

2014/1/4 東京新聞 15 [反響]-新春特集 報道番組に一言㊤　（埼玉県寄居町・丸山祐子 43歳） 投稿

2014/1/4 東京新聞 19
東洋大 2年ぶり完全Ｖ 積極策貫き 復路新記録 箱根駅伝　■東洋大選
手の話　3区・設楽悠　5区・設楽啓　※設楽悠太（東洋大4年、男衾中出身）、設楽
啓太（東洋大4年、男衾中出身）、コメント

スポーツ（陸上）

2014/1/4 埼玉新聞 1

東洋大総合Ｖ 2年ぶり4度目 箱根駅伝　第90回東京箱根間往復大学駅伝
3日、復路5区間が行われ、寄居町出身で武蔵越生高出の設楽啓太・悠太兄弟が
主将、副主将を務める東洋大が歴代2位の10時間52分51秒で総合優勝　※設楽
啓太（東洋大4年、男衾中出身）、設楽悠太（東洋大4年、男衾中出身）、写真　（ほ
か同日の読売、毎日、日本経済新聞に試合結果記事）

スポーツ（陸上）

2014/1/4 埼玉新聞 9

双子兄弟 有終の美 次の舞台へ決意新た　双子の設楽兄弟（寄居町出
身、武蔵越生高出）が、大学生活最後の箱根駅伝を総合優勝で締めくくった　19日
の都道府県対抗男子駅伝が2人で共に戦う最後の舞台　※設楽啓太（東洋大4年、
男衾中出身）、設楽悠太（東洋大4年、男衾中出身）、コメント、写真

スポーツ（陸上）

2014/1/4 埼玉新聞 10･11 個性ある地酒35蔵 若手で盛り上げる　⑳藤﨑摠兵衛商店　絵地図-埼玉
県内の酒蔵　⑳白扇

特集

2014/1/4 スポーツニッポン 1 東洋Ｖ　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真 スポーツ（陸上）

2014/1/4 スポーツニッポン 2
完全Ｖ東洋戦士 喜びの声　3区区間1位 設楽悠太（4年）　5区区間1位 設楽
啓太（4年）　※設楽悠太（東洋大4年、男衾中出身）、設楽啓太（東洋大4年、男衾
中出身）、コメント、写真

スポーツ（陸上）

2014/1/6 埼玉新聞 4 [けやき 読者の声]　今年の目標　テーマ投稿　微力でも政治に関与を　大野順
一（67歳・寄居町）

投稿

2014/1/6 埼玉新聞 4 [県内週間日誌]　3日　♢箱根駅伝、東洋大が2年ぶり総合優勝　、寄居町出身
の設楽啓太・悠太兄弟が主将、副首相を務める東洋大が総合優勝

その他

2014/1/6 埼玉新聞 9

男子初Ｖ視野 女子入賞狙う 都道府県対抗駅伝 女子12日、男子19日
号砲　男子第19回、女子第39回全国都道府県対抗駅伝に出場する埼玉県選手
団の壮行会と合同練習　5日、上尾運動公園陸上競技場　設楽啓太、悠太（東洋
大）は不参加　壮行会では男子の内田健太（埼玉栄高）が誓いの言葉　※内田健
太（埼玉栄高3年、城南中出身）、設楽啓太（東洋大4年、男衾中出身）、設楽悠太
（東洋大4年、男衾中出身）、写真

スポーツ（陸上）

2014/1/7 埼玉新聞 1 ｢2014首長選展望]♦1♦　表-2014年の県内市町長選挙　寄居町長選　8月27
日(任期満了)　未定(告示)　未定(投開票)

選挙

2014/1/7 埼玉新聞 12
[ニュースクリップ] ♦雑木林に男性遺体（寄居）　5日午後4時半ごろ、寄居
町寄居の雑木林で、男性が首を吊って死んでいるのを犬の散歩をしていた男性が
発見

事件・事故

2014/1/7 埼玉新聞(第2部) 6
[2014新春インタビュー 埼玉この人に聞く]　進化する総合エネルギー企業
サイサン社長　川本武彦氏　メガソーラーは昨年、「エネワンソーラーパーク寄居」
を皮切りに、山口県と青森県内で発電開始

特集

2014/1/9 毎日新聞 9

奥むさし駅伝 26日号砲 219チーム健脚競う　「第12回奥むさし駅伝競走大
会」が26日、飯能市で開かれる　県内出身の大学生らでチームを組む「もりのくまさ
ん」には、東洋大の設楽啓太、悠太両選手らも参加　※設楽啓太（東洋大4年、男
衾中出身）、設楽悠太（東洋大4年、男衾中出身）、写真

スポーツ（陸上）

2014/1/9 埼玉新聞 13 新春祝う大凧揚げ 地域住民400人参加 寄居　寄居運動公園で1日、大凧
揚げが行われ、約400人が参加　※写真

地域

2014/1/9 埼玉新聞 17

東欧で単身飛躍に挑む [Ｊ]元大宮の川辺隆弥選手 厳しい環境で己
磨く　元J1大宮の川辺隆弥選手（25）　現在、東欧のモンテネグロ1部リーグFKム
ラドスト・ポトゴリツァに所属　リーグ中断期間で一時帰国中のサムライ・プレーヤー
に、異国での挑戦の日々を聞く　※写真2

スポーツ（プロサッ
カー）

2014/1/10 朝日新聞 33 ●暴行容疑で少年を逮捕　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故
2014/1/10 読売新聞 31 19首長選と7議員選　（1/3朝日新聞と同内容） 選挙
2014/1/10 読売新聞 31 暴行容疑で中2を逮捕　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故

2014/1/10 埼北よみうり 4 [埼北スナップ]　「おかめとひょっとこ」（松井利行さん・寄居町）　「寄居町新春大
凧揚げ」（斉藤芳明さん・寄居町）　※写真の投稿

投稿

2014/1/10 埼北よみうり 6

[エンタメ] 展示会　カメラコレクター中村広三のおもちゃカメラ展　寄居町の中村
広三さんが趣味で収集しているおもちゃのカメラの数々を展示　1月30日（木）～2

月4日（火）　夜具箸百貨店　講演会　読書講演会　元県立川の博物館長の梅沢
太久夫さんが「戦国の境目」と題した講演　1月25日（土）　寄居町立図書館

イベント情報

2014/1/10 埼北よみうり 8 元日の空に大凧（寄居町）　（1/9埼玉新聞と同内容）　※写真 地域

2014/1/10 埼玉新聞 14･15 [2014年頭抱負] 活力ある地域を創生 明るく豊かな未来へ　様々な事
業が動き出す年　寄居町

特集

2014/1/10 埼玉新聞 18

[ニュースクリップ] ♦服装注意され教諭殴る 容疑の中2少年逮捕（寄
居署）　寄居署は8日、暴行の疑いで、寄居町の中学2年の少年（14）を逮捕　同
日午前9時40分ごろ、通っている中学校の正門前で、同校の男性教諭（49）の胸を
拳で殴打した疑い

事件・事故

2014/1/11 読売新聞 29

県産食材でＳ級グルメ 県、高級30店を認定　県が県産食材を使った高級
グルメを「S級グルメ」として指定し、提供する30店を認定　「S」には「埼玉」と「スペ
シャル」をかける　ブームになったB級グルメに続く“二匹目のドジョウ”を狙う　表-
主な「埼玉S級グルメ」提供店　京亭　寄居町　多くの文化人が愛したアユ料理

行政

2014/1/12 東京新聞 22 19市町で首長選 今年の県内選挙　（1/3朝日新聞と同内容） 選挙
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2014/1/12 埼玉新聞 1
新成人7万2504人 県内、前年を1039人上回る 41市町村できょう成人
式　▶新成人も企画は57市町　寄居町では5年前から19～21歳の運営委員が成人
式前後の3年間、企画・運営全般に参加

行政

2014/1/12 埼玉新聞 7 [県高校新人大会] サッカー　11日　各地区予選　【北部】（第1日・熊谷西高校
ほか）　▷1回戦　熊谷西3-0寄居城北

スポーツ（高校）

2014/1/13 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や0-0　※初場所初日 スポーツ（大相撲）

2014/1/13 埼玉新聞 9 [県高校新人大会] サッカー女子　12日（第1日・花咲徳栄高校ほか）　【予選
リーグ】　▷A組　大妻嵐山・自由の森・寄居城北1-0北本

スポーツ（高校）

2014/1/13 埼玉新聞 9 [県高校新人大会] バスケットボール　12日（第1日・上尾運動公園体育館ほ
か）　▷女子1回戦　寄居城北57-54浦和一女

スポーツ（高校）

2014/1/14 埼玉新聞 1 [2014首長選展望]♦6♦ 現職、再選に向け意欲 寄居町 選挙
2014/1/14 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●0-1　※初場所2日目 スポーツ（大相撲）

2014/1/14 埼玉新聞 11 [県高校新人大会] バスケットボール　13日（第2日・上尾運動公園体育館ほ
か）　▷女子2回戦　川口総合70-42寄居城北

スポーツ（高校）

2014/1/14 埼玉新聞 11 [県高校新人大会] サッカー女子　13日（第2日・入間向陽高校ほか）　【予選
リーグ】　▷A組　所沢2-0大妻嵐山・自由の森・寄居城北

スポーツ（高校）

2014/1/14 埼玉新聞 12 [埼玉歌壇]　沖ななも選　(寄居)松村章子 投稿
2014/1/15 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や0-1　※初場所3日目 スポーツ（大相撲）

2014/1/16 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2
ミニバスケットボール　■第6回新座カップミニバスケットボール大会兼JAあさ
か野杯の記録（12月22日～23日、新座市総合体育館）　【男子の記録】▷Abブロック
の順位　③寄居

スポーツ（小学）

2014/1/16 毎日新聞 22 [俳句]　星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2014/1/16 埼玉新聞 1

10市町給食費値上げ 消費税率引き上げ 食材費増で判断に苦慮　現
行5％の消費税率が4月から8％に引き上げられることに伴い、県内市町村で給食
費の値上げをめぐり、対応が割れる　10市町が「値上げ」方針の一方、31市町が
2014年度「据え置き」　寄居町は小学校300円、中学校400円増額　表-県内自治体
の給食費についての消費税対応 寄居町 現在の給食費(月額) 3,700(小学校
)4,600(中学校) 14年度の対応 ↑(値上げ)

行政

2014/1/16 埼玉新聞 5
高速ＳＡ ＰＡ楽しんで 寄居 星の王子様ＰＡ 童話テーマ 南仏の街並
み　高速道路のサービスエリア（SA）やパーキングエリア（PA）が楽しむ場に変わ
りつつある　※写真

経済・産業

2014/1/16 埼玉新聞 12 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●0-2　※初場所4日目 スポーツ（大相撲）

2014/1/17 朝日新聞 35

箱根駅伝Ｖ「応援のおかげ」 東洋大陸上競技部が報告会　今年度の箱
根駅伝で総合優勝した東洋大陸上競技部の優勝報告会が16日、同大白山キャン
パスであった　設楽啓太主将、弟・悠太選手が区間賞の快走　※設楽啓太（東洋
大4年、男衾中出身）、設楽悠太（東洋大4年、男衾中出身）、写真

スポーツ（陸上）

2014/1/17 読売新聞 31 [よみうり文芸] 川柳　岡部美雄選　寄居町　町田節子 投稿
2014/1/17 読売新聞 33 強制わいせつ致傷容疑で男を再逮捕　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故

2014/1/17 毎日新聞 22 [インフォメーション] 講演・講座　●寄居町立図書館・読書講演会　25日、町
立図書館

イベント情報

2014/1/17 東京新聞 22
[極上の味食べに来て‼] 県が認定 伝統料理や県産食材使用 厳選30
店舗 Ｓ級グルメ　（1/11読売新聞と同内容）

行政

2014/1/17 埼玉新聞 1
埼玉Ｓ級グルメ 極上料理で観光振興 日本料理やイタリアンなど30店
に認定書　（1/11読売新聞と同内容）

行政

2014/1/17 埼玉新聞 1 箱根Ｖ 母校に報告　（同日の朝日新聞と同内容）　※写真 スポーツ（陸上）

2014/1/17 埼玉新聞 7

組み合わせ決定 ライオンズカップ 8チームで頂点争う　県内のリトルシ
ニア、ボーイズ、ポニー、ヤングの4団体に所属する中学硬式野球の代表チーム8
チームで争われる「ライオンズカップ第3回埼玉県中学硬式野球選手権大会」の組
み合わせ抽選会が11日、西武ドームで行われ、対戦相手が決定　トーナメント表
寄居リトルシニア-春日部ボーイズ　※写真

スポーツ（中学）

2014/1/17 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や0-2　※初場所5日目 スポーツ（大相撲）

2014/1/17 埼玉新聞 8

全国都道府県対抗男子駅伝 19日に号砲 埼玉 盤石布陣で初Ｖへ 中
高生の頑張り鍵に　第19回全国都道府県対抗男子駅伝　19日　埼玉は箱根駅
伝で活躍した大学生を軸に初制覇を狙う布陣　♦埼玉チームの予想オーダー♦
1(区)7㌔ 内田健太 埼玉栄高 14分23秒42(5000㍍ベスト)　3 8.5㌔ 設楽啓太 東洋
大 27分51秒54(1万㍍ベスト)　補 設楽悠太 東洋大 27分54秒82　※内田健太（埼
玉栄高3年、城南中出身）、設楽啓太（東洋大4年、男衾中出身）、設楽悠太（東洋
大4年、男衾中出身）、写真

スポーツ（陸上）

2014/1/17 埼玉新聞 8 東洋大 箱根駅伝優勝報告 “英雄”たちに700人熱狂　（同日の朝日新聞
と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2014/1/17 埼玉新聞 12
開運厄払いなど祈願しハイキング 十二支守り本尊巡り（寄居）　寄居町
内にある十二支守り本尊を巡るハイキングイベント（主催・秩父鉄道、JR東日本高
崎支社）が開かれた　※写真

観光

2014/1/17 埼玉新聞 18 [震災復興支援金]　▶埼玉西北地区郵便局長会（会長・近藤雄喜男寄居用土郵
便局長）

その他

2014/1/17 埼玉新聞 18

[ニュースクリップ] ♦強制わいせつ致傷容疑で男を再逮捕（小川、秩
父、寄居署）　県警捜査1課と小川、秩父、寄居署は16日、強制わいせつ致傷の
疑いで東松山市、パート(男性)容疑者（40）＝強制わいせつ罪などで起訴＝を再逮
捕　昨年6月15日午前0時5分ごろ、寄居町内の路上で帰宅途中の当時10代女性
に、わいせつな行為をし、けがを負わせた疑い

事件・事故
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2014/1/18 朝日新聞 29 「うまい埼玉」発信 Ｓ級グルメ 県が認定 冊子で紹介 バスツアーも
（1/11読売新聞と同内容）　※冊子画像

行政

2014/1/18 読売新聞 33

映画・ドラマロケ続々 県内昨年度605件…過去最高 「都会と田舎が
同居」魅力 支援組織「ＦＣ」が誘致　県内に映画やドラマのロケを誘致する活
動が好調　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」など話
題作の誘致にも成功　地域経済への波及効果も　2012年5月、寄居町の荒川河川
敷で撮影

経済・産業

2014/1/18 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）
2014/1/19 東京新聞 25 埼玉3区に設楽啓起用 きょう都道府県駅伝　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）
2014/1/19 埼玉新聞 6 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）

2014/1/19 埼玉新聞 7
優勝候補の埼玉 3区に設楽啓太 きょう都道府県男子駅伝　第19回全
国都道府県対抗男子駅伝　18日、オーダー発表　埼玉は東洋大の主将、設楽啓
太を3区に起用

スポーツ（陸上）

2014/1/19 埼玉新聞 11 かわせみ河原で野鳥の観察会 25日、かわはく　県立川の博物館が、25
日に開催する体験教室「かわはくでバードウォッチング」の参加者を募集

イベント情報

2014/1/20 東京新聞 27 [情報ファイル]　♦カメラコレクター中村広三のおもちゃカメラ展　30日～2月4日、
熊谷・八木橋百貨店

イベント情報

2014/1/20 埼玉新聞 1

全国都道府県対抗男子駅伝 埼玉 過去最高の2位　第19回全国都道府
県対抗男子駅伝が19日、広島市で行われ、埼玉は県記録を更新する2時間19分
55秒で2位　1区内田（埼玉栄）が残り1㌔で集団から置いていかれ27位　東洋大を
箱根駅伝で総合優勝に導いた3区設楽啓が14人抜きの快走で16位に浮上　※内
田健太（埼玉栄高3年、城南中出身）、設楽啓太（東洋大4年、男衾中出身）　（ほか
同日の朝日、読売、毎日、日経、産経、東京新聞に試合結果記事）

スポーツ（陸上）

2014/1/20 埼玉新聞 6 [今週のこよみ]　25日（土）　【県内】▷川の博物館1月企画展「魚のみち」（2月23
日まで、寄居町・県立川の博物館）

その他

2014/1/20 埼玉新聞 7 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）

2014/1/20 埼玉新聞 7

♢卓球　県カデット強化大会（25～27日・上尾運動公園体育館）　【女子】▷中学1年
シングルス準々決勝　浪岡（ボッシュ）3-0浅見（寄居）　▷ダブルス準々決勝　浅見・
大沢（寄居・東松山東）3-1辻・佐々木（川越西）　▷同準決勝　浅見・大沢3-2小林・
平川（大塚ク）　▷同決勝　浅見・大沢3-2新田・斉藤（伊奈）

スポーツ（中学）

2014/1/20 埼玉新聞 9

埼玉 意地の2位 全校都道府県対抗男子駅伝　♦埼玉チーム♦の区間、通
過記録♦　1(区間) 内田健太 埼玉栄高(所属) ㉗20分40秒(区間記録)　3 設楽啓太
東洋大 ⑤23分59秒 ⑯53分45秒(通過記録)　※内田健太（埼玉栄高3年、城南中
出身）、設楽啓太（東洋大4年、男衾中出身）

スポーツ（陸上）

2014/1/20 埼玉新聞 13 [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
2014/1/20 スポーツニッポン 6 30位から挽回‼ 過去最高の2位　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2014/1/21 朝日新聞 28
[埼玉マリオン] ●アート　♦おもちゃカメラ展　30日[木]～2月4日[火]　八木橋
百貨店　寄居町在住の中村広三さん所有のおもちゃカメラや豆カメラなど約200点
を展示

イベント情報

2014/1/21 埼玉新聞 1

権限移譲 都市で拡大 県が第4次方針 町村向けは広域連携　県から
市町村へ行政事務を移す「第4次県権限移譲方針」がまとまる　表-63市町村別の
権限移譲状況（2014年度見込み）　19(町村：順位) 寄居町 38(移譲済数) 78(移譲
対象) 48.7％(移譲率)

行政

2014/1/21 埼玉新聞 9
県第4種サッカー新人戦地区大会　第8回県第4種サッカー新人戦の地区予
選　○…北部（荒川西緑地広場ほか）　【予選リーグ】▷A-1組　深谷明戸2-1J-
FEZNTSFC（寄居）　神川パルフェ2-0J-FEZNTSFC　本庄中央1-1J-FEZNTSFC

スポーツ（小学）

2014/1/21 埼玉新聞 9

ミニバス ＮＩＩＺＡＣＵＰ　ミニバスケットボールのNIIZACUP2013　新座市民総合
体育館　「男子」【A組】▷bブロック　鳩ケ谷桜（川口）70-22寄居　新座新開65-23寄
居　③寄居　▷5位決定戦　鴻巣南46-31寄居　（1/16朝日新聞少年少女スポーツと
一部同内容）

スポーツ（小学）

2014/1/21 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や2-2　※初場所9日目 スポーツ（大相撲）

2014/1/22 読売新聞 32 [記録ファイル] サッカー　県民総体兼県高校女子新人大会　（1/13、14埼玉新
聞と同内容）

スポーツ（高校）

2014/1/22 日本経済新聞 31

「東上線100歳」祝う 東武、催し次々　東武鉄道は21日、東上線が今年5月
に開業100周年を迎えることに関連し、記念事業を相次ぎ実施すると発表　1974年
から85年まで走った旧塗装（セイジクリーム）の車両を3月末ごろから小川町-寄居
間などで運行

経済・産業

2014/1/22 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
2014/1/22 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○3-2　※初場所10日目 スポーツ（大相撲）

2014/1/23 朝日新聞 29 箱根路完全優勝 設楽兄弟が報告 東洋大、知事を訪問　（同日の埼玉
新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2014/1/23 読売新聞 33 箱根Ｖ 知事に報告 東洋大の設楽兄弟ら　（同日の埼玉新聞と同内容）
※写真

スポーツ（陸上）

2014/1/23 毎日新聞 24 [俳句]　星野光二選　寄居・町田節子　寄居・井口千晶 投稿

2014/1/23 毎日新聞 24 東上線開業100周年 5月1日 多彩なイベント　（1/22日本経済新聞と同内
容）

経済・産業

2014/1/23 毎日新聞 24 東洋大陸上部 設楽兄弟、箱根Ｖ報告 知事に東京五輪活躍誓う　（同
日の埼玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2014/1/23 産経新聞 25 箱根駅伝「完全制覇」を報告 東洋大陸上部が知事表敬　（同日の埼玉
新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2014/1/23 東京新聞 26 設楽兄弟 箱根Ｖ報告　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真 スポーツ（陸上）



平成26（2014）年 寄居町新聞記事索引（1～6月） 2020年1月修正

2014/1/23 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●3-3　※初場所11日目 スポーツ（大相撲）

2014/1/23 埼玉新聞 18

箱根の快挙 笑顔で報告 設楽兄弟 知事を訪問　第90回東京箱根間往復
大学駅伝で総合優勝した東洋大陸上競技部主将の設楽啓太、双子の弟で副主将
の悠太＝ともに（22）＝の両選手らが22日、県庁を訪れ、上田知事らに優勝を報告
寄居町出身の2人は優勝カップを携え、酒井監督とともに知事と面会　※設楽啓太
（東洋大4年、男衾中出身）、設楽悠太（東洋大4年、男衾中出身）、写真

スポーツ（陸上）

2014/1/23 スポーツニッポン 5

[名場面プレーバック あの日あの時]47 東洋大完全優勝㊤ 14年1月
2、3日 第90回箱根駅伝 微風で決断 設楽兄の5区起用　今年の箱根駅
伝は東洋大が2年ぶり4度目の総合優勝　スタート2時間前、東洋大の酒井俊幸監
督はダブルエースの往路起用を決断　12月29日の区間エントリーでは様子見のた
め補欠に回した設楽ツインズ　当日変更で弟・悠太を3区に、主将の兄・啓太を山
上りの5区に投入　直前まで気温や風の状態を調べた　最終的な決め手は穏やか
な天候　※設楽啓太（東洋大4年、男衾中出身）、設楽悠太（東洋大4年、男衾中出
身）、写真（設楽啓太選手）

スポーツ（陸上）

2014/1/24 毎日新聞 24 [インフォメーション] 展覧会　●おもちゃカメラ展　30日～2月4日　八木橋百貨
店

イベント情報

2014/1/24 埼玉新聞 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や3-3　※初場所12日目 スポーツ（大相撲）

2014/1/24 埼玉新聞 12
寄居城北高生徒の芸術作品240点展示 町役場1階ロビー（寄居）　寄
居町役場1階ロビーで31日まで、寄居城北高校の生徒たちが手掛けた作品展　絵
画や書など焼く240点の力作が並ぶ　※写真

地域

2014/1/24 埼玉新聞 13

小さな桜に夢託す 卒業記念に植樹 寄居・折原小児童24人　寄居町折
原の寺山で22日、地元住民と桜の町内植樹を進めている「1年中桜に出会える町
よりい実行委員会」が協力して110本の桜を植樹　折原小学校の6年生24人も参加
将来の夢を記した木製プレートを設置　※写真

地域

2014/1/25 読売新聞 33 死体遺棄事件初公判 起訴事実を一部否認　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故
2014/1/25 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【序二段】★湊竜（寄居）●3-4　※初場所13日目 スポーツ（大相撲）

2014/1/25 埼玉新聞 19

起訴内容認める 傷害事件は否認 寄居女性死体遺棄で被告　2012年5
月、寄居町の女性＝当時（49）＝の遺体が群馬県館林市のレンタカー内から発見
された事件　死体遺棄と傷害などの罪に問われた住所不定、無職(男性)被告（50）
の初公判　24日、さいたま地裁　被告は、死体遺棄の起訴内容を認めたが、傷害
の起訴内容は否認

事件・事故

2014/1/26 毎日新聞 27
田園駆け抜け 健脚競う 熊谷めぬま駅伝に254チーム　第27回熊谷めぬ
ま駅伝大会　25日、熊谷市妻沼中央公民館発着　各部門の上位成績　中学男子
①男衾中男子Aチーム

スポーツ（中学）

2014/1/26 東京新聞 10

この瞬間をキャッチ[第65回中日写真展]　第65回中日写真展　報道・観光・
環境など8部門に3922点の応募　最終審査で入賞者決まる　入賞作品展は▷東京
展＝3月14～20日・富士フィルムフォトサロン東京（東京ミッドタウン）など（名古屋、
金沢、浜松）で開催　[第7部 医療・福祉写真]♢入選　武内道直（埼玉県寄居町）

受賞・表彰

2014/1/26 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【序二段】★湊竜（寄居）や3-4　※初場所14日目、本紙「●」
だが同日の読売新聞により修正

スポーツ（大相撲）

2014/1/27 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 投稿

2014/1/27 毎日新聞 27

奥むさし駅伝 高校部 埼玉栄11度目優勝 総合優勝とわずか10秒差
第12回奥むさし駅伝競走大会　26日、飯能市内の6区間38.792㌔　高校の部は埼
玉栄高校が大会新記録で11度目の優勝　埼玉栄高の内田健太主将は、一般の部
優勝の東海大に10秒差で敗れたが、総合でも2位に入る会心のレースに笑顔　東
洋大の設楽啓太、悠太両選手らの「もりのくまさん」は一部選手の体調不良で棄権
※内田健太（埼玉栄高3年、城南中出身）、設楽啓太（東洋大4年、男衾中出身）、
設楽悠太（東洋大4年、男衾中出身）　（ほか同日の埼玉新聞に同様記事）

スポーツ（陸上）

2014/1/27 埼玉新聞 4 [県内週間日誌]　22日　東洋大の設楽兄弟が箱根Vを知事に報告　※写真 その他
2014/1/27 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　星野光二選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匡 投稿
2014/1/27 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】★湊竜（寄居）や3-4　※初場所千秋楽 スポーツ（大相撲）

2014/1/27 埼玉新聞 8 [県高校新人大会] バレーボール　26日　各地区予選決勝　【北部】（熊谷高
校ほか）　▷女子　正智深谷2-0寄居城北

スポーツ（高校）

2014/1/28 読売新聞 33 懐かしの車両運行へ 東武東上線100周年　（1/22日本経済新聞と同内容）
※写真

経済・産業

2014/1/28 毎日新聞 26

「大石蔵之助」名で100万円 寄居の学童保育に寄付金　寄居町の学童
保育「はちのこ・はやぶさクラブ」に昨年12月末、「大石蔵之助」を名乗る人物から
寄付金100万円の入った封筒が届く　12月27日午後4時ごろ、町立寄居小敷地内の
はちのこクラブに老夫婦が「人に頼まれた」と封筒を手渡して立ち去る　※手紙の
画像

地域

2014/1/28 東京新聞 22

寄居の桜 名所復活の願い芽吹いた 6年前から植樹活動 3月には
3000本　[卒業記念植樹]男衾中生徒 思い出とともに　男衾中学校の3年
生82人が26日、男衾自然公園で卒業記念として桜の植樹　（ほか1/24埼玉新聞と
同内容）　※写真4

地域

2014/1/28 埼玉新聞 1

埼玉の技術宇宙へ 寄居の製造業5社 民間チーム「ハクト」と 月面探
査車で協力　寄居町の自動車関連製造業5社でつくる技術連携クラスターグ
ループ「FIXY（フィクシー）」が、民間初の月面無人探査を競い合う国際宇宙開発
レースに日本で唯一参戦する民間宇宙開発チーム「ハクト」に技術支援　北陸軽金
属工業、アサノ、タクモス精機、シバサキ製作所、アールディーエスの5社　※写真

経済・産業

2014/1/30 朝日新聞 32 [さいたま文化] ■俳壇　鎌倉佐弓選　（寄居）奥隆夫 【総評】 投稿

2014/1/30 朝日新聞 33 駅伝Ｖ設楽兄弟 後輩たちに報告 「東京五輪目指したい」　（同日の埼玉
新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）
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2014/1/30 毎日新聞 24 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2014/1/30 埼玉新聞 15

東洋大 設楽兄弟 箱根Ｖ 母校に報告 武蔵越生高　第90回東京箱根間
往復大学駅伝で総合優勝した東洋大4年の双子ランナー、設楽啓太、悠太兄弟
（寄居町出身）が29日、出身校の武蔵越生高を訪れ、優勝報告　※設楽啓太（東洋
大4年、男衾中出身）、設楽悠太（東洋大4年、男衾中出身）、写真

スポーツ（陸上）

2014/1/31 埼玉新聞 5

ビジネスアリーナ開幕 展示商談会に567社　中小企業のビジネスチャンス
を創出する展示商談会「彩の国ビジネスアリーナ」が29日、さいたまスーパーア
リーナで始まる　寄居町の自動車関連製造業5社の連携による「FIXY（フィクシー）」
グループの宇宙開発技術も展示

経済・産業

2014/1/31 埼玉新聞 9
県ミニバス会長杯　県ミニバスケットボール大会の会長杯　26日まで　「男子予
選トーナメント」【C組】▷1回戦　浦和別所（さいたま）68-29寄居　「女子予選トーナメ
ント」【C組】▷1回戦　豊岡グリーンクラブ（入間）35-23寄居スパークル

スポーツ（小学）

2014/1/31 埼玉新聞 13
レトロでキュート おもちゃカメラ展 来月4日まで熊谷（寄居）　子ども向け
の簡易カメラ「トイカメラ」を収集している寄居町桜沢の中村広三さん（61）が2月4日
まで、熊谷市の八木橋百貨店で「おもちゃカメラ展」　約200台を展示　※写真

地域

2014/2/1 読売新聞 9
アベノミクス1年 経済指標 軒並み改善 消費・生産・雇用 好循環の兆
し　※写真（ホンダの寄居工場では受注が好調な小型車「フィット」をフル生産して
いる(2013年11月、埼玉県寄居町で)）

経済・産業

2014/2/1 読売新聞 32
寄贈資料 戦争語る 東松山で展示　埼玉ピースミュージアムで「寄贈資料が
語る戦時の記憶」　3月9日まで　寄居町の男性が1945年2月に出征した際、地域住
民から贈られた日章旗への寄せ書きなど展示　※写真

その他

2014/2/1 毎日新聞 25 設楽兄弟 後輩にＶ報告 箱根駅伝 母校・武蔵越生高訪問　（1/30埼玉
新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2014/2/1 埼玉新聞 7 [まちひとであい] 催し　♦第47回市神節分祭（寄居）　3日、町商工会前庭 イベント情報

2014/2/1 埼玉新聞 12
埼玉県駅伝あす号砲 三冠狙う埼玉栄が軸 高校男子　41チームが参加
する高校男子の部は埼玉栄が本命　内田、中村の3、5区が安定　※内田健太（埼
玉栄高3年、城南中出身）

スポーツ（高校）

2014/2/2 読売新聞 33
[彩人伝] 花見客でにぎわう町に 一年中桜に出会える町よりい実行委
員会 大久保和男代表 57　寄居町に桜を植え始めてから7年目　12年に設立
105品種の約2250本を植えた　※写真、プロフィール

連載特集

2014/2/3 東京新聞 22

中日写協埼玉支部13年後期撮影会 知事賞に木島さん　中日写真協会
埼玉支部の2013年後期撮影会　知事賞に木島宏さん（寄居町）の「唸りをあげて」
が選ばれる　「林業」「森林」がテーマで24点の応募　主な入賞者　▷特選＝武内道
直　※写真（知事賞作品）

受賞・表彰

2014/2/3 埼玉新聞 4 [県内週間日誌]　27日　寄居の製造業5社の技術が宇宙へ その他

2014/2/3 埼玉新聞 4 [今週のこよみ]　9日（日）　【県内】▷川の博物館おひなさまつくり（寄居町・県立
川の博物館）

その他

2014/2/3 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2014/2/3 埼玉新聞 8

埼玉県駅伝 高校男子 埼玉栄の独壇場　第81回埼玉県駅伝　2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年連続32度目の栄冠　県内3冠達成に主将の内田は「埼玉チャンピオンとして
の走りできた」と胸を張る　上位成績【高校男子】①埼玉栄　2時間8分4秒（小笹、平
間、内田、芹沢、中村、水戸）　※内田健太（埼玉栄高3年、城南中出身）、写真

スポーツ（高校）

2014/2/5 読売新聞 30 [Ｗｅｄｎｅｓｄａｙさいたま スポーツ][記録ファイル] サッカー　県民総体兼
県高校女子新人大会　▷Aグループ　③大妻・自森・寄居城北

スポーツ（高校）

2014/2/6 朝日新聞 32 東武東上線 5月に開業100周年 懐かしの車両限定復活　（1/22日本経
済新聞と同内容）

経済・産業

2014/2/6 毎日新聞 24 [俳句]　星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2014/2/6 埼玉新聞 5
渋沢栄一賞 2氏12社を表彰　「第12回渋沢栄一賞」と「第3回渋沢栄一ビジネ
ス大賞」の表彰式　5日、大宮ソニックシティ　【渋沢栄一ビジネス大賞】▷奨励賞＝
アールディエス（寄居町）

受賞・表彰

2014/2/6 埼玉新聞 15
東武東上線開業100周年 沿線舞台に漫画冊子 さまざまな記念イベン
ト 懐かしの車両も　（1/22日本経済新聞と同内容）

経済・産業

2014/2/7 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　15、16
日、寄居町立図書館

イベント情報

2014/2/7 毎日新聞 24 [インフォメーション] イベント　●第5回図書館まつり　15～16日、寄居町立図
書館

イベント情報

2014/2/7 東京新聞 22
過去最低に並ぶ氷点下8.2度に 寄居　県内は6日未明から早朝も厳しい冷
え込み　寄居では午前2時51分に氷点下8.2度と2012年2月に2回記録した過去最
低気温に並ぶ

気象

2014/2/7 埼玉新聞 12

オカメザクラ20本 セーブオンが植樹 募金の一部を苗木に（寄居）　コ
ンビニエンスストアチェーンの「セーブオン」　寄居町で桜の植樹を進めているグ
ループ「1年中桜に出会える町よりい実行委員会」にオカメザクラの苗木20本を寄
贈　同町立石（※原文ママ、「立原」の誤り）に植樹　※写真

地域

2014/2/8 埼玉新聞 2 [叙位叙勲]　7日　▷正六位　元深谷市議 神保寿策氏（89）＝寄居町赤浜（1月12
日死去）　（ほか同日の読売新聞に同様記事）

叙位叙勲

2014/2/8 埼玉新聞 7
玉淀河原をきれいに 寄居中2年生徒が清掃活動　寄居中学校の2年生
157人が6日、町内の玉淀河原の清掃を行う　同校が進める地域貢献ボランティア
活動の一環　※写真

地域

2014/2/8 埼玉新聞 10 [県高校新人大会] バレーボール　7日（第1日・本庄児玉総合体育館）　▷女
子2回戦　寄居城北2-0熊谷商　▷同3回戦　大宮東2-0寄居城北

スポーツ（高校）
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2014/2/9 埼玉新聞 15 吹雪 県内覆う 列車運休 高速通行止め　県内各地は8日、朝から大雪　※
寄居町の県立高校3年生、新井友也さん（18）のコメント

気象

2014/2/11 読売新聞 35 5台絡む玉突き事故 1人死亡、2人軽傷　（同日の産経新聞と同内容） 事件・事故

2014/2/11 毎日新聞 21
[ニュース24時] 鶴ケ島・関越道で保冷車に追突された軽乗用車の男
性が死亡　（同日の産経新聞と同内容）

事件・事故

2014/2/11 産経新聞 25

関越道で玉突き 1人死亡2人軽傷　10日午前9時20分ごろ、鶴ヶ島市太田ケ
谷の関越自動車道で、渋滞中の列に保冷車が追突、計5台が絡む玉突き事故
(男性)1人が死亡、男性2人が軽傷　県警高速隊は、自動車運転過失傷害の現行
犯で、保冷車の寄居町用土、トラック運転手(男性)容疑者（31）を逮捕

事件・事故

2014/2/11 東京新聞 29 5台絡む事故  男性1人死亡 埼玉・関越道玉突き　（同日の産経新聞と同
内容）　※写真

事件・事故

2014/2/11 埼玉新聞 6

[県高校新人大会] 卓球　10日（第2日・上尾運動公園体育館）　【男子】▷ダブ
ルス準々決勝　臼井 永井（狭山ケ丘）3-0尾熊 吉田（寄居城北）　【女子】▷シング
ルス準々決勝　牛嶋（正智深谷）3-0新井（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）

2014/2/11 埼玉新聞 8
県柔道紅白試合　第23回県柔道紅白試合　9日、県武道館　「男子」【小学5年】
▷強化指定選手　原京悟（寄居男衾道場）　「女子」【小学4年】▷強化指定選手　井
田侑希（深谷柔道SEIWA会）＝優秀選手　※写真

スポーツ（小学）

2014/2/11 埼玉新聞 16 関越道で5台玉突き 鶴ヶ島 1人死亡2人けが　（同日の産経新聞と同内
容）

事件・事故

2014/2/13 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

3 書道　■平成26年（第66回）書きぞめ中央展覧会特別賞受賞者　【さいたま市教
育委員会教育長賞】　小林由茉（寄居男衾小4）

受賞・表彰

2014/2/13 毎日新聞 22 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿
2014/2/14 読売新聞 31 [よみうり文芸] 短歌　梅内美華子選　寄居町　町田節子 投稿

2014/2/14 埼北よみうり 3
就職成功のポイントを伝授（寄居町）　講演会「就職成功のポイントはこれだ
‼」が1月28日、寄居町役場で開かれた　NPO寄居観光クリエイションが企画　東洋
大学理工学部生体医工学科の小島貴子准教授が講師　※写真

地域

2014/2/14 埼北よみうり 4 夢とともに育て 小学生 桜 植樹（寄居町）　（1/24埼玉新聞と同内容）　※
写真

地域

2014/2/14 埼玉新聞 14
魚道のあれこれ 23日まで企画展 川の博物館（寄居）　川で魚の遡上を
助ける「魚道」について知ってもらおうと、県立川の博物館で23日まで、企画展「魚
のみち」　写真パネルなど約100点の資料展示　※写真

文化・芸術

2014/2/15 読売新聞 31
[Ｓａｔｕｒｄａｙさいたま レジャー]　[歩く]♦荒川を歩く⑪ 鉢形城址公園から川の
博物館へ　23日、寄居駅南口集合　♦寄居の里山 鐘撞堂山から円良田湖畔を歩く
23日、寄居駅北口集合　※原文ママ

イベント情報

2014/2/15 産経新聞 23

2週連続 全域に警報 県内大雪 スリップや転倒、9人負傷　太平洋側の
広い範囲で雪となった14日、8日に続いて県内全域に大雪警報が発令　県のまと
めでは14日午後4時までに9人が負傷　寄居町では交通誘導員の男性（55）が、雪
で視界不良になった車にはねられ足などを骨折

事件・事故

2014/2/15 東京新聞 5 [時事川柳]　埼玉県寄居町　ひとり蜂 投稿

2014/2/15 東京新聞 26 寄居の企業グループ 月面レース日本チーム支援　（1/28埼玉新聞と同
内容）　※写真2

経済・産業

2014/2/15 埼玉新聞 5
中小企業の販路拡大へ ビジネス交流会 県北12団体が連携　中小企
業ビジネス交流会　6日、熊谷市のホテルヘリテイジ　県北部の企業およそ100社、
230人が参加　県北の5商工会議所と（寄居など）7商工会が連携、主催　※写真

経済・産業

2014/2/16 読売新聞 33

寄居署保護 46歳死亡　寄居署は15日、保護していた深谷市の男性（46）の容
体が急変し搬送先の病院で死亡と発表　同日午前2時45分頃、寄居町の飲食店で
酒を飲んでいた男性が「代行車がない」と同署に電話　署員が自力で帰宅は難し
いと判断し、捜査車両内で保護していた

事件・事故

2014/2/16 産経新聞 25 警察車両内で泥酔男性死亡　（同日の読売新聞と同内容） 事件・事故

2014/2/17 産経新聞 28 雪の下敷き 2人死亡 秩父では集落孤立　2週連続の記録的な大雪　農業
用ハウスの損壊も相次ぎ、秩父市や寄居町など5市町では災害対策本部を設置

気象（災害）
行政

2014/2/17 東京新聞 22 220世帯が孤立状態　16日、東武東上線の小川町-寄居間で運転見合わせが
続いた

気象（災害）

2014/2/17 埼玉新聞 2 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
12,754　人口総数34,595　男17,133　女17,462

統計

2014/2/17 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)石澤無涯 投稿
2014/2/17 埼玉新聞 13 [ニュースクリップ]♦保護の男性死亡（寄居）　（2/16読売新聞と同内容） 事件・事故

2014/2/17 埼玉新聞 16
県職員チーム圧勝 第2回埼玉クイズ王にＳＫＴ48　「第2回埼玉クイズ王決
定戦」の決勝戦　16日、さいたまスーパーアリーナ　県職員らで構成する「SKT48」
が頂点　※写真（寄居町職員の廣島暁之さん）

その他

2014/2/18 読売新聞 31 孤立続く秩父 食料品 棚から消える　秩父鉄道は羽生-寄居間が17日から
運転再開　18日から寄居-秩父間で運転を再開する見込み　※写真

気象（災害）

2014/2/18 埼玉新聞 1

県、災害条例を適用へ 大雪、農業被害22億円　大雪の影響で野菜を中
心とする県内の農業被害が、17日午後3時現在、推定で約22億3千万円に達する
被害発生市町村は32市22町1村　県は被災農家の支援に向け「農業災害対策特
別措置条例」を適用する方向で調整に入る

気象（災害）
行政

2014/2/18 埼玉新聞 1

秩父の民家 孤立続く 死者3人、けが305人に　14日から降り続いた大雪の
影響　高速道路は関越自動車道（東松山IC～湯沢IC）上り線などが14日午後4時
半から通行止め　秩父鉄道（寄居～三峰口駅間）が15日の始発から引き続き運転
見合わせ　災害対策本部は秩父市、寄居町、小鹿野町、深谷市、本庄市で設置

気象（災害）
行政
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2014/2/18 埼玉新聞 1
県内21市町村の小中学校が休校 高校は15校　大雪の影響で、17日は公
立学校303校が臨時休校、114校が始業時間を遅らせるなどの対応　21市町村が
管内小中学校を全て臨時休校　公立高校では、寄居城北などの15校が臨時休校

気象（災害）
行政

2014/2/18 埼玉新聞 5
地域活性で「黒おび」　県は17日までに、特色ある事業に取り組む「黒おび商
店街」に2商店街を認定　草加、越谷　また魅力ある店作りに取り組む「埼玉県優良
小売店」に9店を選ぶ　優良小売店の受賞店　▷荻野園（寄居町）

経済・産業

2014/2/19 朝日新聞 8
製造業は再開の動き　（同日の日本経済新聞と同内容） 気象（災害）

経済・産業

2014/2/19 日本経済新聞 11

ホンダ・スズキ、生産再開 大雪で停止の工場、復旧相次ぐ　大雪によっ
て物流が寸断され、操業が停止していた自動車などの生産活動が通常に戻りつつ
ある　ホンダの埼玉製作所寄居工場は18日午後に再開　表-企業の生産再開など
の動き

気象（災害）
経済・産業

2014/2/19 産経新聞 23
「埼玉クイズ王」県職員ら優勝　16日に行われた「第2回埼玉クイズ王決定戦」
は県職員らが優勝　寄居町職員の廣島暁之さん（40）ら3人　（ほか1/17埼玉新聞
と同内容）　※写真

その他

2014/2/19 東京新聞 24
秩父-寄居間で運転再開 [秩父鉄道]　18日、秩父鉄道は秩父-寄居間の運
転を再開　ポイントの落雪などで最大3時間程度の遅れも、通勤・通学客が列

気象（災害）
経済・産業

2014/2/20 朝日新聞 29
農業被害の支援 首長ら「拡充を」 知事に要請へ　大雪の被害を受けてい
る本庄、深谷、熊谷とその周辺の町長が24日、合同で上田知事に農業被害の対策
を求める

気象（災害）
行政

2014/2/20 毎日新聞 24 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2014/2/20 埼玉新聞 5
ホンダ寄居工場 4日ぶりに再開 自動車工場が順次操業　14日夜勤中
に生産ラインを止めて以来、4日ぶりに通常の体制に戻る　（ほか2/19日本経済新
聞と同内容）

気象（災害）
経済・産業

2014/2/21 読売新聞 33 ペット店で動物を衰弱死させた疑い　（同日の東京新聞と同内容） 事件・事故

2014/2/21 毎日新聞 23 ウサギ衰弱死させ 経営者を書類送検 動物愛護法違反容疑　（同日の
東京新聞と同内容）

事件・事故

2014/2/21 東京新聞 5 [発言]　高梨選手4位 めげないでね　無職 南部敏明 78 （埼玉県寄居町） 投稿

2014/2/21 東京新聞 24

ペット店の動物を衰弱死させた疑い 経営者を書類送検　寄居町のペット
ショップで飼育している複数の動物を衰弱死させたとして、県警生活環境二課と寄
居署は20日、動物愛護法違反容疑で、この店の経営者の男（57）＝小川町＝を書
類送検

事件・事故

2014/2/21
東京新聞
暮らすめいと

6
[楽しい俳句]　選者・伊藤敬子　お題「桃の節句」　【佳作】　埼玉大里　南部もと
子 投稿

2014/2/21 埼玉新聞 1

ハウス壊滅も 大雪、県北中心に農業打撃 被害100億円超か　関東甲
信の記録的な大雪の影響　県内は北部を中心に深刻な農業被害　20日までに農
業協同組合（JA）への取材で分かる　目立つのはビニールハウスの倒壊　JAふか
や（深谷市の一部、寄居町）も雪を取り除かなければ被害の状況は分からない

気象（災害）
経済・産業

2014/2/22 埼玉新聞 1

農業被害最大229億円 雪害 県北部の打撃深刻　14日から15日にかけて
降った大雪の影響で県内の農業被害が21日現在、過去最大の229億円に上ってい
る　県のまとめ　県農林部は「本庄児玉郡市や深谷、熊谷、寄居の大里郡市、秩父
地域の被害が特に深刻」と話す

気象（災害）
経済・産業

2014/2/22 埼玉新聞 7
[ニュースクリップ]♦動物愛護法違反の疑いでペットショップ経営者を
書類送検（寄居署）　（1/21東京新聞と同内容）

事件・事故

2014/2/23 埼玉新聞 3

最先端技術で現地生産強化 ホンダ　ホンダは21日、メキシコ中部グアナフ
アト州セラヤの新工場の稼働開始記念式典を開いた　新工場には昨年7月に稼働
を始めた埼玉製作所寄居工場（寄居町）の最新技術を活用、高性能ロボットや高
機能の塗装技術を導入　※写真

経済・産業

2014/2/23 埼玉新聞 6 県中学ベスト15選出　県ラグビー協会は22日、本年度の県中学ベストフィフ
ティーンを発表　【ベストフィフティーン】④梶井直斗（寄居）　※写真

スポーツ（中学）

2014/2/24 埼玉新聞 9 [埼玉俳壇]　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)石澤無涯 投稿

2014/2/24 埼玉新聞 7 [第56期 埼玉囲碁名人戦]　＝本選1回戦＝　白 岡本拓也（小川）　黒 森屋偉
作（寄居）　【第1譜　1～52】　隣町の20代対決

囲碁棋譜

2014/2/25 朝日新聞 29
雪害 農業継続に危機感 県北8首長 支援強化求める　（同日の埼玉新
聞と同内容）

気象（災害）
行政

2014/2/25 読売新聞 33
県北8市町長、農業支援要望 知事に 新たな融資制度など　（同日の埼
玉新聞と同内容）

気象（災害）
行政

2014/2/25 毎日新聞 27
8市町長が要望書 知事に 大雪農業被害で支援を　（同日の埼玉新聞と
同内容）

気象（災害）
行政

2014/2/25 日本経済新聞 37
大雪被害で支援要望 8自治体 県、新財政制度を検討　（同日の埼玉新
聞と同内容）

気象（災害）
行政

2014/2/25 産経新聞 27
本庄など8市町長 大雪被害農家支援を要請 知事「資金返済猶予も必
要」　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真

気象（災害）
行政

2014/2/25 東京新聞 26
県北7市町が県に支援求める要望書　（同日の埼玉新聞と同内容） 気象（災害）

行政

2014/2/25 埼玉新聞 1

大雪で農業被害の8市町 支援求め県に要望書　記録的な大雪で農業被
害を受けた県北部8市町の首長が24日、県庁を訪れ、国による緊急支援や抜本対
策、農業被害対策特別措置条例の適用などを求める要望書を上田知事に提出
熊谷市、秩父市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町　※写真

気象（災害）
行政

2014/2/25 埼玉新聞 6 [埼玉歌壇]　杜澤光一郎選　(寄居)松村章子 投稿
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2014/2/25 埼玉新聞 9

特産ハーブでお菓子 エキナセアスコーン 寄居城北高家庭科部レシピ
考案　県立寄居城北高校家庭科部の生徒らが、町特産ハーブのエキナセアを
使った焼き菓子スコーンを開発　町内の障害者就労支援施設「はぐくみ園」が製造
を担当　3月中に販売予定　寄居町商工会が進める商品開発プロジェクトの一環
エキナセアマドレーヌに続く第2弾　※写真2

経済・産業

2014/2/25 埼玉新聞 9 [第56期 埼玉囲碁名人戦]　＝本選1回戦＝　白 岡本拓也（小川）　黒 森屋偉
作（寄居）　【第2譜　52～84】

囲碁棋譜

2014/2/25 埼玉新聞 11

寄居が初優勝 所沢中央に4-1 シニア勢が3連覇 ライオンズカップ県
中学硬式野球選手権 好調打線 指揮官も絶賛　ライオンズカップ第3回埼
玉県中学硬式野球選手権大会　22、23日、西武ドーム　決勝で寄居リトルシニアが
所沢中央リトルシニアを4-1で下し初優勝　▷決勝　寄居リトルシニア4-1所沢中央リ
トルシニア　※写真3、出場メンバー、決勝個人成績

スポーツ（中学）

2014/2/25 埼玉新聞 11 寄居が逆転勝ち 草加、あと一歩及ばず　▷準決勝　寄居リトルシニア3-2草
加ボーイズ　▷1回戦　寄居リトルシニア8-4春日部ボーイズ

スポーツ（中学）

2014/2/25 埼玉新聞 15 ♦郷土力士新番付♦　【序二段】湊竜（寄居・湊） スポーツ（大相撲）

2014/2/26 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2 中学校ベスト15を発表 県ラグビーフットボール協会　（2/23埼玉新聞と同
内容）

スポーツ（中学）

2014/2/26 読売新聞 32

[Ｗｅｄｎｅｓｄａｙさいたま スポーツ] 県駅伝デッドヒート　【高校男子の部】
さいたま-熊谷42.195㎞　①埼玉栄　3区11.9㎞ ②(区間順位)内田健太　⑨坂戸西
6区6.5㎞ ③大澤翔　【一般・高校女子の部】鴻巣-熊谷20.8㎞　⑥本庄東　1区4.0
㎞　③小池優佳　※内田健太（埼玉栄高3年、城南中出身）、大澤翔（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）　（2/3埼玉新聞と一部
同内容）

スポーツ（高校）

2014/2/26 埼玉新聞 14 [第56期 埼玉囲碁名人戦]　＝本選1回戦＝　白 岡本拓也（小川）　黒 森屋偉
作（寄居）　【第3譜　84～121】

囲碁棋譜

2014/2/26 スポーツニッポン 11
[スポニチ 2014セ・リーグ名鑑]　♦セ・リーグ育成選手一覧♦　≪阪神≫　補
(位置) 124(背番号) 原口文仁 ㉒(年齢) 182(身長) 79(体重) 右右(投打) 帝京(出身
校) 400(年俸)

スポーツ（プロ野球）

2014/2/27 毎日新聞 26 [短歌]　■水野昌雄選　寄居・町田節子 【評】 投稿

2014/2/27 埼玉新聞 11 [第56期 埼玉囲碁名人戦]　＝本選1回戦＝　白 岡本拓也（小川）　黒 森屋偉
作（寄居）　【第4譜　121～213】

囲碁棋譜

2014/2/28 読売新聞 31 [よみうり文芸] 俳句　石田郷子選　【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

2014/2/28 毎日新聞 27
特別災害地域 県、47市町村を指定 大雪農業被害 ハウス補助新設
へ　（同日の埼玉新聞と同内容）

気象（災害）
行政

2014/2/28 埼玉新聞 1
特別災害 47市町村指定 大雪での農業被害 県、復旧費用を助成　大
雪の影響で農業被害が発生していることを受けて県は27日、農業被害対策特別措
置条例に基づく特別災害の対象として47市町村を指定　指定市町村　▷寄居町

気象（災害）
行政

2014/2/28 埼玉新聞 5 [味な出逢い] 清流食すような絶品 「京亭」（寄居） 鮎飯　柴﨑猛・シバサ
キ製作所社長　※写真2

連載コラム

2014/2/28 埼玉新聞 12
思い出詰まった絵手紙100点展示 来月3日から作品展（寄居）　寄居観
光クリエイション　3月3日から絵手紙コンクールの作品展を寄居町役場1階で開催
「寄居の思い出」をテーマに公募した作品約100点　※写真

地域

2014/2/28 埼玉新聞 15
新感覚カボチャジャム 寄居「アグリン館」開発・販売 バターナッツで特
産品　寄居町の農産物加工施設「里の駅アグリン館」が、地元産のカボチャ「バ
ターナッツ」を使ったジャムを売り出す　※写真

経済・産業

2014/3/1 朝日新聞 28 [さいたま文化] ■歌壇　沖ななも選　（寄居）安良岡正二 投稿

2014/3/1 埼玉新聞 2 [高齢者叙勲]　28日　旭日単光章　元寄居町議田島貞雄氏＝寄居町金尾　（ほ
か3/2読売新聞に同様記事）

叙位叙勲

2014/3/1 埼玉新聞 14
ハウス廃材など無料で受け入れ 寄居町　寄居町は28日、大雪で損壊した
住宅用カーポートと農業用ハウスの廃材を無料で受け入れると発表　用土のふる
さと自然の森用土公園駐車場　3月2日から1カ月程度

気象（災害）
行政

2014/3/2 朝日新聞 37

●走行中の秩父鉄道に投石？　1日午後7時10分ごろ、秩父鉄道の羽生発
影森行き下り普通列車（3両）が桜沢駅付近を走行中、2両目の進行方向左側の窓
ガラス2枚が割れる　乗客約40人と運転士にけがなし　車内から石が見つかり、寄
居署は何者かが列車に石を投げつけたとみて電汽車往来危険の疑いで調べる

事件・事故

2014/3/2 東京新聞 22
大雪の廃材、無料処分 寄居町 農業用ハウスと住宅用カーポート
（3/1埼玉新聞と同内容）

気象（災害）
行政

2014/3/3 朝日新聞 29
寄居町長選は8月10日投開票　寄居町選挙管理委員会は2日、任期満了に
伴う町長選の日程を8月5日告示、同10日投開票と決めた　2日現在の有権者数は
2万9568人

選挙

2014/3/3 読売新聞 35 電車窓に投石か　（3/2朝日新聞と同内容） 事件・事故
2014/3/3 毎日新聞 28 寄居町長選は8月10日投票　（同日の朝日新聞と同内容） 選挙
2014/3/3 産経新聞 24 秩父線電車に投石 窓ガラス2枚割る　（同日の朝日新聞と同内容） 事件・事故
2014/3/3 東京新聞 21 寄居町長選は8月10日投開票　（同日の朝日新聞と同内容） 選挙
2014/3/3 東京新聞 21 [NEWSフラッシュ]★電車に投石、ガラス割れる　（3/2朝日新聞と同内容） 事件・事故
2014/3/3 埼玉新聞 2 寄居町長選は8月10日投開票　（同日の朝日新聞と同内容） 選挙
2014/3/3 埼玉新聞 7 [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

2014/3/3 埼玉新聞 16 走行中の電車に投石 寄居の秩父鉄道 ガラス2枚破損　（3/2朝日新聞と
同内容）

事件・事故
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2014/3/4 埼玉新聞 3

ホンダ フィット販売首位陥落 リコール響き3位 増税前需要に痛手　ホ
ンダの人気小型車「フィット」　HVタイプのリコールによる一時出荷停止が影響し、2
月の国内販売台数ランキング（軽自動車除く）で1月までの4カ月連続の首位から3
位に陥落　2月、変速機の制御システムに不具合が見つかり、生産する寄居工場と
鈴鹿製作所で7日から26日まで出荷停止　大雪の影響で寄居工場の生産が一時
停止するなど生産ペースが落ちており、3月の販売にも影響する見通し　※写真

経済・産業

2014/3/4 埼玉新聞 21 [つれづれ]　スケッチ散歩　保泉尚良（寄居町、67歳） 投稿

2014/3/5 朝日新聞 28 [埼玉マリオン] ●募集　♦かわはくボランティア　寄居町の県立川の博物館で
活動するボランティア　県内在住の高校生以上

その他

2014/3/5 読売新聞 32 Ｗｅｄｎｅｓｄａｙさいたま スポーツ [記録ファイル] 柔道　第23回県紅白試
合　（2/11埼玉新聞と同内容）

スポーツ（小学）

2014/3/5 東京新聞 30 [ＴＯＫＹＯ発] 東武東上線100年 クリーム色の郷愁　※路線図、略年表 特集

2014/3/5 埼玉新聞 11

鉢形城歴史館、展示を新装 寄居町 一般会計0.8％増[14年度予算案]
寄居町は3日、2014年度当初予算案を発表　一般会計106億541万5千円、前年度
比0.8％の増　特別会計を合わせた総額173億6278万5千円、前年度比0.7％増　新
規事業は鉢形城歴史館の常設展示リニューアル（5167万2千円）など

行政

2014/3/6 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

2014/3/7 毎日新聞 26 [インフォメーション] 展覧会　●寄居の思い出絵手紙作品展　14日まで　寄居
町役場1階ロビー

イベント情報

2014/3/7 埼玉新聞 17

若い感性結集の新商品 エキナセアスコーン発売へ（寄居）　寄居町特
産のハーブ・エキナセアを使ったエキナセアスコーンが15日発売される　寄居城北
高校の生徒たちが包装のデザイン　15日は製造を担当する町内の障害者就労支
援施設「はぐくみ園」が、熊谷駅コンコースで出張販売　価格は1200円　※写真

経済・産業

2014/3/9 読売新聞 32

中小企業に宣伝の場提供 県など主催 銀行員や投資家など参加　中
小企業やベンチャー企業に製品の宣伝や、パートナー企業や金融機関との出会い
の機会を提供する「埼玉ベンチャーピッチ」が大宮ソニックシティで開かれた　PRし
たのはドライカーボン製で軽量化した松葉杖を開発した「アールディエス」（寄居町）
など県内外の中小企業4社　※写真

経済・産業

2014/3/10 埼玉新聞 2 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
12,758　人口総数34,570　男17,107　女17,463

統計

2014/3/10 埼玉新聞 4 [今週のこよみ]　16日（日）　鐘撞堂山ハイキング（寄居町・鐘撞堂山） その他
2014/3/10 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匡 投稿
2014/3/10 埼玉新聞 10 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）

2014/3/11 読売新聞 33 Ｔｕｅｓｄａｙさいたま ひろば　[今週のテーマ うそ]　貧しさ乗り越え　自営業 坂
本太志男 73 （寄居町）

投稿

2014/3/11 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　8、9日、大和田球場など　▷1回戦　寄居2-1所沢南
（延長八回）

スポーツ（中学）

2014/3/11 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●0-1　※春場所2日目 スポーツ（大相撲）
2014/3/11 埼玉新聞 17 [つれづれ]　3割　大野順一（寄居町、67歳） 投稿

2014/3/12 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2 寄居リトルシニア 初Ｖ ライオンズ杯中学硬式野球 所沢中央に勝利
（2/25埼玉新聞と同内容）　※写真3

スポーツ（中学）

2014/3/12 読売新聞 32
寄居とホンダ工場 記念切手でＰＲ　NPO法人「寄居観光クリエイション」が、
ホンダ寄居工場と寄居町をPRする記念切手を発売　50円切手が10枚1組で1500円
1000組の限定販売　※写真

観光

2014/3/12 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や0-1　※春場所3日目 スポーツ（大相撲）

2014/3/12 埼玉新聞 15

ヒョウタンで元気に 寄居の斉藤さん 被災地へ100個　東日本大震災から
3年、寄居町折原の農業、斉藤芳明さん（64）は、岩手県内の被災地に自作のヒョ
ウタンの置き物を贈る　2年前、岩手県大槌町に贈呈　NHKの人形劇「ひょっこり
ひょうたん島」のモデルとされる蓬莱島がある　今回贈るのは5㌢ほどのミニヒョウ
タン　着色し、ひも付きで、携帯ストラップなどにも使える　寄居町社会福祉協議会
を通じ、今月中旬に贈る　※写真

地域

2014/3/13 毎日新聞 26 [短歌]　■水野昌雄選　寄居・町田節子 投稿

2014/3/13 毎日新聞 26 出品者と作品紹介②　♢加藤東陽　千紫会理事長、東京学芸大学名誉教授
寄居町　※写真、作品画像（「李頎詩」）

文化・芸術

2014/3/13 東京新聞 26 ホンダ寄居工場 記念の切手を販売　（3/12読売新聞と同内容）　※写真 観光

2014/3/13 埼玉新聞 1

災害弱者支援 個別計画まだ30市町 施設耐震化にも地域差　災害時
に高齢者や障害者ら「災害弱者」の避難支援体制を定める災害時要援護者・避難
支援プラン　個別計画の策定が2013年4月時点で30市町にとどまる　公共施設の
耐震化率も市町村別で地域差　表-防災拠点となる公共施設などの耐震化率と災
害時要援護者支援・個別計画の策定状況＝13年4月1日現在　寄居町　88.4％
（43）（耐震化率：対象棟数）　△ 策定途中(個別計画策定状況)

行政

2014/3/13 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○1-1　※春場所4日目 スポーツ（大相撲）

2014/3/13 埼玉新聞 12
観光写真コンクール（東秩父）　東秩父村観光協会主催の「第8回観光写真コ
ンクール」　村内外から139点の応募　19点が入賞　▷東秩父村観光協会長賞＝木
島宏（寄居町）

受賞・表彰

2014/3/14 読売新聞 31
埼玉書道三十人展 21日から　県内最高峰の書家30人の作品を一堂に集め
た「第39回埼玉書道三十人展」　21日から26日まで、埼玉会館　「李頎詩」　♦加藤
東陽　県書道人連盟理事長、東京学芸大学名誉教授　寄居町　※作品画像

文化・芸術
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2014/3/14 埼北よみうり 3

舞姫など5種の桜を植樹（寄居町）　国内外で桜の植樹活動をしているNPO
法人育桜会が2月23日、寄居町に約50本の桜の苗木を寄贈　中野正人理事長はじ
め、会員約30人が参加　10月に同会による植樹がブルガリアで予定されている関
係で、同国のニコライ・マリン公使夫妻も参加　寄居運動公園に植樹　※写真

地域

2014/3/14 埼北よみうり 6 [エンタメ]　絵画展　清澤正孝水彩画展　寄居町在住の清澤正孝さんの作品展
3月20日（木）～25日（火）　熊谷八木橋　※作品画像

イベント情報

2014/3/14 日本経済新聞 39 ホンダ人気車種切手に 寄居工場と寄居町ＰＲ ＮＰＯが限定1000部
（3/12読売新聞と同内容）

観光

2014/3/14 産経新聞 27
あすから「荒川流域のいきもの絵画展」　寄居町の県立川の博物館で15
日、「荒川流域のいきもの絵画展」が始まる　写実的な自然生物画で知られる画
家、狼林さんの原画や複製画約60点を展示

文化・芸術

2014/3/14 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○2-1　※春場所5日目 スポーツ（大相撲）

2014/3/14 埼玉新聞 10･11
[小学生が作る環境新聞 ジュニア・エコタイムス]入選作品発表　❁埼
玉新聞社賞　寄居町立男衾小学校　浅野愛香（6年）　※写真、作品画像、コメン
ト、作品評　❁学校特別賞　寄居町立寄居小学校

受賞・表彰

2014/3/14 埼玉新聞 13 お土産にいかが ホンダ工場お披露目記念フレーム切手販売（寄居）
（3/12読売新聞と同内容）　※写真

観光

2014/3/15 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や2-1　※春場所6日目 スポーツ（大相撲）
2014/3/16 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○3-1　※春場所7日目 スポーツ（大相撲）

2014/3/16 埼玉新聞 8

県体育賞授与式 44団体625人を表彰　[優秀選手賞] 【全国大会優勝団体】
陸上 東洋大陸上部（設楽悠太、設楽啓太）　【全国大会準優勝団体】陸上 埼玉県
（内田健太）　※設楽啓太（東洋大4年、男衾中出身）、設楽悠太（東洋大4年、男衾
中出身）、内田健太（埼玉栄高3年、城南中出身）

受賞・表彰

2014/3/16 埼玉新聞 14

ジュニアエコタイムス 浦和区で表彰式　新聞制作を通じて環境問題を学ん
でもらう「小学生がつくる環境新聞 ジュニアエコタイムス」の平成25年度表彰式　15
日、さいたま市浦和区　各受賞者　▷埼玉新聞社賞＝浅野愛香（寄居男衾小6年）
▷学校特別賞＝寄居小　※写真

受賞・表彰

2014/3/17 埼玉新聞 4 [けやき 読者の声]　震災3年　テーマ投稿　脱原発へ行動すべき時　大野順一
（68歳・寄居町）

投稿

2014/3/17 埼玉新聞 4 [今週のこよみ]　23日（日）　▷かわはく春まつり（寄居町・県立川の博物館） その他
2014/3/17 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)吉澤紀子 (評)　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匡 投稿
2014/3/17 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や3-1　※春場所8日目 スポーツ（大相撲）

2014/3/17 埼玉新聞 15 [おひさしぶり！～同窓会だより～] 還暦祝いで桜を植樹　寄居町立寄
居中 昭和43年度3月卒　※写真

投稿

2014/3/18 読売新聞 27 ♦設楽兄弟が始球式　（同日のスポーツニッポンと同内容） スポーツ（プロ野球）

2014/3/18 毎日新聞 26 ホンダ寄居新工場一般公開記念切手 ＮＰＯが発売　（3/12読売新聞と同
内容）　※写真

観光

2014/3/18 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】☆湊竜（寄居）○4-1　※春場所9日目 スポーツ（大相撲）

2014/3/18 スポーツニッポン 4

[ライオンズ]開幕 設楽ツインズ始球式 東洋箱根Ｖ立役者　西武は17
日、今年の箱根駅伝で東洋大を総合優勝に導いた双子の設楽啓太、悠太（22）
が、楽天との開幕戦で始球式を務めると発表　2人は埼玉県寄居町出身で、同大
陸上部が川越市を拠点に活動することから白羽の矢が立った　※写真

スポーツ（プロ野球）

2014/3/18 スポーツニッポン 7
スポニチ主催 平成25年度関東中学校ゴルフ選手権春季大会女子
≪17日≫　千葉県茂原市　真名カントリークラブ　〈女子Bブロック〉　⑲吉田莉生
（埼玉・城南❷）　79（40　39）

スポーツ（中学）

2014/3/19 埼玉新聞 1
公示地価6年ぶり上昇 県内 住宅、商業、工業とも　国土交通省が18日公
表した2014年1月1日時点の公示地価　表-下落率上位10地点　7(順位) [住]寄居
町大字桜沢字並木1034-2 36.6(価格：千円) 37.8(前回価格) ▲3.2(変動率)

経済・産業

2014/3/19 埼玉新聞 13 [まちひとであい] 催し　♦かわはく春まつり（寄居）　23日、県立川の博物館　♦
親ぼくハイキング はだしの散歩道（寄居）　30日、寄居町商工会集合

イベント情報

2014/3/19 埼玉新聞 14-16
公示地価県内一覧　♢大里郡♢　▷寄居町　※2地点　表-住宅地下落率上位10
地点　♢大里郡♢　▷寄居町　※1地点　（ほか同日の朝日(別刷り特集)、読売、毎
日、日経(第二部)、産経、東京新聞の各紙に同様記事）

経済・産業

2014/3/19 埼玉新聞 17 [リトルシニア]　〈春季関東大会代表決定戦〉　16日、旧騎西高グラウンドなど　▷
3回戦　寄居8-4栃木下野

スポーツ（中学）

2014/3/19 埼玉新聞 18 郷土力士星取表　【序二段】☆湊竜（寄居）や4-1　※春場所10日目 スポーツ（大相撲）
2014/3/20 毎日新聞 26 [俳句]　■星野光二選　寄居・小渕美津子　寄居・町田節子 投稿
2014/3/20 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】☆湊竜（寄居）や4-1　※春場所11日目 スポーツ（大相撲）
2014/3/21 読売新聞 31 [よみうり文芸] 俳句　石田郷子選　【入選】寄居町　町田節子 投稿
2014/3/21 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

2014/3/21 埼玉新聞 2
議長候補に樋口氏　自民党県議団・選挙管理委員会は20日、県議会の正副議
長候補予定者などを選出するため、立候補を受け付け　副議長は加藤裕康氏
（68）＝深谷市・寄居町、3期目＝のほかに届け出なく、無投票

県議会

2014/3/21 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】☆湊竜（寄居）●4-2　※春場所12日目 スポーツ（大相撲）

2014/3/21 埼玉新聞 12

「トトロ小屋」再び輝く 学校応援団が塗り替え 用土小（寄居）　寄居町立
用土小学校のシンボル「トトロ小屋」の塗装が劣化し、学校応援団が塗り替え
1995年、当時PTA会長だった清水堅次さんが「トトロのような純粋な気持ちをもっ
て」と願い製作　「ネコバス」のオブジェもある　※写真

地域

2014/3/22 東京新聞 19
[2014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 22(年齢) 帝京高(出身校) ⑤(年数) 180(身長) 81(体重)
右右(投打)　（ほか3/27読売(プロ野球開幕特集)に同様記事）

スポーツ（プロ野球）
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2014/3/22 埼玉新聞 10 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）

2014/3/23 読売新聞 33
寄居で2棟全焼　22日午後5時55分頃、寄居町用土、(男性)（62）方から出火　木
造2階建て住宅と隣の木造2階空き家の計約150平方㍍を全焼　(男性)は外出中
けが人なし

事件・事故

2014/3/23 さいたま報知 2 鴻巣パンジーマラソン大会　第32回鴻巣パンジーマラソン　3月1日、鴻巣市立
陸上競技場発着　【男子】▷5㌔中学生　⑤大久保直也（寄居男衾）

スポーツ（中学）

2014/3/23 さいたま報知 6 [記録コーナー]　♢第15回県北地区中学校バレーボール女子交流大会（2月11
日・本庄シルクドーム）　▷1回戦　寄居2-0熊谷妻沼西　▷2回戦　深谷幡羅2-0寄居

スポーツ（中学）

2014/3/23 埼玉新聞 6 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）

2014/3/23 埼玉新聞 11

繊細に身近な風景 寄居の清沢さん 熊谷で透明水彩画展　寄居町用土
にアトリエを構える画家、清沢正孝さん（61）が25日まで、熊谷市の八木橋百貨店
で水彩画の展示即売会　透明水彩で描かれた48点　県北地域の身近な風景を繊
細に描く　静岡県出身　引っ越した寄居町の美しい自然に感動　※写真

文化・芸術

2014/3/24 毎日新聞 28 市民ランナー8874人が駆ける 熊谷さくらマラソン　（3/25埼玉新聞と同内
容）

スポーツ（高校）

2014/3/24 産経新聞 7 [談話室][ひこばえ倶楽部]　中原友美　21　（埼玉県寄居町　無職）　※イラス
トの投稿

投稿

2014/3/24 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【序二段】☆湊竜（寄居）○5-2　※春場所千秋楽 スポーツ（大相撲）
2014/3/24 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 投稿

2014/3/24 埼玉新聞 14
さいたまで県武術交流大会　第23回県武術太極拳交流大会　さいたま市記
念総合体育館　延べ4100人が参加　「ねんりんピック2014・栃木」の県代表に寄居
町武術太極拳協会の「クリスタル・RIN」が参加予定

スポーツ（その他）

2014/3/24 埼玉新聞 18

[ニュースクリップ]♦民家2棟、空き家1棟全焼（寄居）　22日午後5時55分
ごろ、寄居町用土、(男性)（62）方から出火　木造2階建て約150平方㍍を全焼　延
焼で隣家の木造2階建て住宅と空き家計約150平方㍍が全焼　けが人なし　(男性)
は外出中だった　※3/23読売新聞と棟数に違い、錯誤

事件・事故

2014/3/24 埼玉新聞(第2部) 3
[埼玉県特集2014春編 花めぐり] 雪の冬から花咲く春へ 色とりどり散
策いかが　寄居　【金尾山のツツジ】

観光

2014/3/24 埼玉新聞(第2部) 9
[埼玉県特集2014春編 食べどころ] リッチな気分味わえます 埼玉が
誇るS級ぐるめ　表-埼玉S級グルメ提供店舗　京亭 寄居町 日本料理

観光

2014/3/24 埼玉新聞(第2部) 15

[埼玉県特集2014春編 イベントカレンダー] 彩り豊かなイベントがめじ
ろ押し 県内歳時記 [5月 May]　中旬 寄居北條まつり（寄居町）　[7月 July]
第二日曜日と前日の土曜日 よりい夏まつり（寄居町）　[8月 August]　第一土曜
日 寄居玉淀水天宮祭（寄居町）

観光

2014/3/24 スポーツニッポン 23
[ヘラブナ大作戦] 春近し 悪天候も尺上36匹 埼玉・円良田湖　埼玉県
円良田湖の“越冬ベラ”は、春本番を迎え、深場でタナを上げて釣れだした　※写
真4、略図

その他

2014/3/25 朝日新聞 29 現職・島田氏が再選出馬を表明 寄居町長選　8月5日告示、10日投開票
の寄居町長選で24日、現職の島田誠氏（55）が再選を目指して立候補を表明

選挙

2014/3/25 読売新聞 32 熊谷さくらマラソン 6部門に8900人が出場　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（高校）
2014/3/25 読売新聞 33 寄居町長が再選出馬表明　（同日の朝日新聞と同内容） 選挙
2014/3/25 毎日新聞 27 島田・寄居町長 再選へ出馬表明　（同日の朝日新聞と同内容） 選挙

2014/3/25 東京新聞 26 再選を目指して島田町長出馬意向 寄居町長選　（同日の朝日新聞と同
内容）

選挙

2014/3/25 埼玉新聞 2 現職・島田氏が再選出馬表明 寄居町長選　（同日の朝日新聞と同内容） 選挙
2014/3/25 埼玉新聞 14 [埼玉詩欄]　石原武選　越冬三様　大野順一　（寄居町）　(評) 投稿

2014/3/25 埼玉新聞 16
桜のまちを疾走 さくらマラソン 8874人が参加[熊谷]　第24回熊谷さくらマ
ラソン大会　23日、熊谷さくら運動公園陸上競技場　部門別の1位　【5㌔】▷一般・壮
年女子　小池優佳（寄居町）

スポーツ（高校）

2014/3/27 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 投稿

2014/3/27 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・小渕美津
子

投稿

2014/3/27 埼玉新聞 1
県議会 新議長に樋口氏 副議長は加藤氏　県議会2月定例議会最終日
26日　副議長に加藤裕康氏（68）＝深谷市・寄居町、3期目、自民＝を選出　（ほか
同日の東京新聞に同様記事）

県議会

2014/3/27 埼玉新聞 7 [リトルシニア]　〈春季関東大会代表決定戦〉　21～23日、三郷リトルシニアグラ
ウンドなど　「敗者復活トーナメント」　【A組】▷代表決定戦　寄居3-0上福岡

スポーツ（中学）

2014/3/27 埼玉新聞 8 [全国高校選抜大会] 卓球　26日　▷女子シングルス1次リーグ　「J組」　新井
（本庄第一）3-0浜口（奈良・畝傍）　※新井鈴音（本庄第一高2年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2014/3/28 埼北よみうり 3 [わたしの小学校 (58)] 寄居町立用土小学校 『児童見守る地域の愛』
校内で一際目を引く高さ5～6ｍのうさぎ小屋　“トトロ小屋”　※写真

地域

2014/3/28 埼北よみうり 4

[荒川点描]⑫最終回 埼玉の母なる荒川　甲州、武州、信州にまたがる甲
武信ヶ岳から流れ出す　甲武信ヶ岳への埼玉からの登山道は無く、埼玉側からの
登頂を目指すとすれば途中無人の柳小屋で一泊するルートしかない　これまで数
えきれないほど登っている黒瀬正治さん（59・寄居町在住）は「源流部付近は、岩や
倒木にコケむし、赤ん坊の肌のようにフカフカ」と話す　※写真2

連載コラム

2014/3/28 埼北よみうり 6 寄居とホンダ工場 記念切手でＰＲ（寄居町）　（3/12読売新聞と同内容）
※写真

観光

2014/3/28 埼北よみうり 7 7487人が完走 熊谷さくらマラソン（熊谷市）　（3/25埼玉新聞と同内容） スポーツ（高校）
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2014/3/28 埼北よみうり 8 [花桃・カタクリが見ごろを迎えます。] カタクリ　寄居町のカタクリ群生地
（寄居町）

観光

2014/3/28 毎日新聞 26 [インフォメーション] 展覧会　●第35回記念・寄居えの会展　4月4～6日、寄
居町中央公民館

イベント情報

2014/3/28 毎日新聞 26 きょうパ開幕戦 設楽兄弟始球式　（3/18スポーツニッポンと同内容） スポーツ（プロ野球）

2014/3/28 東京新聞 24

美里町がタクシー代補助 運転免許ない40歳以上に　美里町が4月1日か
ら、運転免許を持たない40歳以上の町民らを対象に年間4万8千円分のタクシー料
金の補助制度を導入　町内にタクシー営業所がない　町内18カ所を「乗り場」に設
定　そこで乗車する場合は迎車料金がかからない　本庄市と寄居町のタクシー会
社計6社が参入

経済・産業

2014/3/28 埼玉新聞 5 [ふるさと情報]　▷ホンダ記念切手　（3/12読売新聞と同内容）　※写真 観光

2014/3/28 埼玉新聞 7
県少年柔道選手権兼全国少年大会県予選　第45回県少年柔道選手権大
会兼全国少年柔道大会県予選　23日、県武道館　【個人賞】▷さわやか賞　井田朋
伽（深谷柔道SEIWA会）　※写真

スポーツ（小学）

2014/3/28 埼玉新聞 8
[全国高校選抜大会] 卓球　27日　▷女子シングルス1次リーグ　「J組」　小田
（広島・近大広島高福山）3-1新井（本庄第一）　▷同決勝トーナメント1回戦　中嶋
（熊本一）3-1新井（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）

2014/3/28 埼玉新聞 15
カタクリを題材 水彩画や写真も 来月2日まで作品展（寄居）　寄居町カ
タクリを守る会がカタクリをテーマにした作品展　24日から27日まで町役場で展示
29日から4月2日までは会場を鉢形城歴史館に移す　また29日に観察会　※写真

文化・芸術

2014/3/29 朝日新聞 29 東武東上線開業100年 肌色電車が復活　（同日の東京新聞と同内容）　※
写真2

経済・産業

2014/3/29 朝日新聞 29

設楽兄弟決めた 西武開幕戦　プロ野球が開幕した28日、埼玉西武ライオン
ズは西武ドームで昨季日本一の楽天ゴールデンイーグルスと初戦　始球式に今年
の箱根駅伝で東洋大を優勝に導いた双子の兄弟、設楽啓太さん、悠太さんが登場
二人は寄居町出身で、同大の川越キャンパスを拠点に練習　※写真

スポーツ（プロ野球）

2014/3/29 産経新聞 27
懐かしいセイジクリーム色車両 東武東上線開業100周年イベントで復
活　（同日の東京新聞と同内容）　※写真

経済・産業

2014/3/29 東京新聞 24 「待ってました！」 ライオンズ、地元開幕戦　（同日の朝日新聞と同内容） スポーツ（プロ野球）

2014/3/29 東京新聞 24
懐かしい塗装再現 きょうから東武鉄道 東上線開業100年　東武鉄道は
東上線開業100年を記念して、かつて親しまれた「セイジクリーム」塗装の車両を29
日から、東上線小川町-寄居駅間と越生線坂戸-越生間で運行　※写真

経済・産業

2014/3/29 埼玉新聞 2 [高齢者叙勲]　28日　▷瑞宝双光章　元寄居町立折原小学校長大野春次氏＝深
谷市武蔵野　（ほか同日の読売新聞に同様記事）

叙位叙勲

2014/3/29 埼玉新聞 22 “最速双子”が始球式 箱根駅伝で活躍 設楽兄弟　（同日の朝日新聞と同
内容）

スポーツ（プロ野球）

2014/3/29 埼玉新聞 22 ♢第73回創元展初入選者　28日＝埼玉関係　▷荻原貴美＝大里郡 受賞・表彰
2014/3/29 スポーツニッポン 31 設楽ツインズ 息ピタッ投球　（同日の朝日新聞と同内容）　※写真 スポーツ（プロ野球）
2014/3/31 埼玉新聞 6 [今週のこよみ]　6日（日）　▷桜の押し花づくり（寄居町・県立川の博物館） その他
2014/3/31 埼玉新聞 9 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子 投稿

2014/4/1 埼玉新聞 9

キャッチボールクラシックｉｎ埼玉　第1回キャッチボールクラシックin埼玉　3月
30日、県営大宮球場　県スポーツ少年団野球部会の東、西、南、北、中央ブロック
から各5チームが参加　日本プロ野球選手会が発案したキャッチボールの正確性と
スピードを競う競技　【ブロック予選】▷北部　③用土コルツ（寄居）78　④マッキーズ
（寄居）63

スポーツ（小学）

2014/4/1 埼玉新聞 18
県内有料道路もきょうから値上げ　消費税率引き上げに伴い、1日午前0時
から県内有料道路の一部料金が変更　県道路公社管理の皆野寄居有料（国道
140号＝寄居-皆野-秩父間6.9㌔）で普通車、中型車、軽自動車が10円上がる

行政

2014/4/2 朝日新聞 24 [埼玉マリオン] ●アート　♦寄居えの会展　4日[金]～6日[日]、寄居町中央公
民館

イベント情報

2014/4/2 読売新聞 30
[Ｗｅｄｎｅｓｄａｙさいたま スポーツ] 記録ファイル 太極拳　彩の国さいたま
第23回県武術交流大会（3月15日・さいたま市記念総合体育館）　（3/24埼玉新聞
と同内容）

スポーツ（その他）

2014/4/2 埼玉新聞 10
東洋大の設楽啓コニカミノルタへ　コニカミノルタ陸上部は1日、東洋大の主
将として東京箱根間往復大学駅伝で総合優勝に貢献した寄居町出身の設楽啓太
（22）の加入を発表

スポーツ（陸上）

2014/4/2 埼玉新聞 15 [まちひとであい] 展示　♦第35回寄居えの会展（寄居）　4日-6日、中央公民館 イベント情報

2014/4/3 朝日新聞 25 寄居町長選に新顔出馬表明 元町監査委員・花輪氏　（同日の埼玉新聞
と同内容）

選挙

2014/4/3 読売新聞 27 寄居町長選に花輪氏出馬表明　（同日の埼玉新聞と同内容） 選挙
2014/4/3 毎日新聞 22 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子　寄居・高橋達男 投稿

2014/4/3 毎日新聞 23 寄居町長選には県の元出納局長 花輪氏出馬表明　（同日の埼玉新聞と
同内容）

選挙

2014/4/3 東京新聞 22 寄居町長選 元町監査委員の花輪氏が出馬へ　（同日の埼玉新聞と同内
容）

選挙

2014/4/3 東京新聞 22 観光テーマに写真募集 寄居町　寄居町内の観光や風景、催事をテーマに撮
影した作品を募集する「第54回寄居町観光写真コンクール」が開催中

観光

2014/4/3 埼玉新聞 2
新人の花輪氏出馬を表明 寄居町長選　任期満了に伴う寄居町長選（8月5
日告示、10日投開票）に2日、新人で元町監査委員の花輪利一郎氏（69）が立候補
を表明　※写真

選挙



平成26（2014）年 寄居町新聞記事索引（1～6月） 2020年1月修正

2014/4/4 朝日新聞 25 名付け親に感謝状 県警マスコット「ポポ美ちゃん」　（同日の埼玉新聞と
同内容）　※写真

受賞・表彰

2014/4/4 産経新聞 23 ポポ美ちゃん命名者に感謝状　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真 受賞・表彰

2014/4/4 埼玉新聞 12
古城に浮かぶ夜桜 10日までライトアップ（寄居）　鉢形城公園内にある樹
齢150年以上のエドヒガンザクラがライトアップされ、幻想的な姿　連日大勢のカメラ
マンが詰め掛けている　※写真

地域

2014/4/4 埼玉新聞 16

愛称決定で8人に感謝状 県警マスコット「ポポ美ちゃん」　県警の女性警
察官マスコット「ポポ美ちゃん」の愛称決定　県警は3日、愛称を応募した8人に感謝
状を贈呈　応募総数4229件、1143点から「ポポ美ちゃん」に決定　寄居町立折原小
6年、藤巻陽菜乃さん（11）は「採用されてうれしい」　※写真

受賞・表彰

2014/4/5 埼玉新聞 7 リトルシニア関東連盟春季大会出場チーム紹介② 寄居　※チーム体
制、メンバー、監督・主将コメント、写真

スポーツ（中学）

2014/4/5 埼玉新聞 9 春季高校野球地区大会 東西北部、11日に開幕　[北部地区]　寄居城北-
桶川西　※トーナメント表　（ほか同日の朝日、毎日新聞に同様記事）

スポーツ（高校）

2014/4/7 埼玉新聞 5 [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

2014/4/7 埼玉新聞 8 [けやき 読者の声]　テーマ投稿　出会い　主役演じる人生楽しむ　大野順一
（68歳・寄居町）

投稿

2014/4/8 東京新聞 20

気軽に来てね 移転の「よりいトンボ自然館」 物流センターにオープン
市民団体「寄居町にトンボ公園を作る会」が運営する「よりいトンボ自然館」が6日、
同町寄居の物流センター内に移転オープン　国内に生息するトンボの約半分にあ
たる100種類の標本と写真パネル60枚などを展示　※写真

地域

2014/4/8 埼玉新聞 1

市町村予算3.9％増 県内14年度 消費税交付金25％増　63市町村の
2014年度一般会計当初予算の概要　合計の予算額は2兆2572億1400万円で、前
年度より838億7600万円（3.9％）増える　表-2014年度・県内市町村一般会計当初
予算　寄居町　10,605(100万円)　0.8(％：対前年度増減率)

行政

2014/4/8 埼玉新聞 7 [リトルシニア] 寄居が無傷の3連勝　〈北部ブロックリーグ〉　6日、川本高校
グラウンド　寄居2-1行田　寄居4-2前橋

スポーツ（中学）

2014/4/9 読売新聞 30
[Ｗｅｄｎｅｓｄａｙさいたま スポーツ] 記録ファイル マラソン　第23回上里町
乾武大会（3月30日・神保原小学校発着）　【5㌔】♢女子▷中学　②新井悠香（男衾
中）　③松本優澄（同）

スポーツ（中学）

2014/4/9 埼玉新聞 2 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
12,775　人口総数34,542　男17,101　女17,441

統計

2014/4/9 埼玉新聞 13 寄居の魅力 歩いて体感 無料冊子 町が発行　寄居町がガイド冊子「より
い散歩」を発行　役場や観光協会などで無料配布　※写真

行政

2014/4/10 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

投稿

2014/4/10 埼玉新聞 5
ベルク 純益17％増 2月期連結決算 8期連続で過去最高　食品スー
パーのベルク（寄居町）　2014年2月期連結決算は、純利益が前期比17.6％増の39
億9200万円で、8期連続で過去最高を更新

経済・産業

2014/4/10 埼玉新聞 12

古い着物 立派に再生 寄居町在住服飾デザイナー加藤さん 20日まで
伝統工芸会館で作品展 小川　不用になった着物などを洋服やバッグなどに
再生している寄居町在住の服飾デザイナー加藤ひろみさん（51）の作品展が、小川
町の埼玉伝統工芸会館で開かれている　約200点を展示、販売　※写真

地域

2014/4/10 埼玉新聞 13
ヘルメットで事故死防止 ボランティア製作・寄居 交通安全人形も自転
車　寄居町桜沢の国道140号と254号の交差点に、高齢者の自転車事故防止を呼
び掛ける交通安全啓発ドール　67体目　※写真

地域

2014/4/11 読売新聞 25
陽気に誘われ散歩 熊谷で今年初の夏日　10日の県内　熊谷市で今年初
の夏日となったほか、全8か所の観測地点で今年一番暖かくなった　秩父市と寄居
町で24.4度

気象

2014/4/11 埼北よみうり 4
町の花カタクリ観察（寄居町）　カタクリの群生地を散策しながら観察する「カ
タクリ観察会」　3月29日、鉢形城公園など　約40人参加　元高校教諭で町在住の
高橋重男さんの説明を聴きながら観察　※写真

地域

2014/4/11 埼北よみうり 8 100種の標本 トンボ自然館が移転（寄居町）　（4/8東京新聞と同内容）　※
写真

地域

2014/4/11 産経新聞 25 桜いずこ…熊谷はや夏日　（同日の読売新聞と同内容） 気象

2014/4/11 埼玉新聞 14 国内種の半分 トンボを展示 自然館移転（寄居）　（4/8東京新聞と同内
容）　※写真

地域

2014/4/12 埼玉新聞 2

大雪農業被害 意見を交わす 県北7市町長が知事訪問　県北部7市町の
首長らが11日、県庁に上田知事を訪問　2月の大雪農業被害支援に対する感謝と
今後の復興に向けて意見交換　熊谷、本庄、深谷、美里、神川、上里、寄居の首
長ら　※写真

行政

2014/4/12 埼玉新聞 4
危険業務従事者叙勲 埼玉関係　瑞宝単光章　♢警察功労　高橋邦栄 71 元
県警部 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

2014/4/13 埼玉新聞 5 [今週のこよみ]　19日（土）　コウモリ観察会（寄居町・県立川の博物館） その他

2014/4/15 埼玉新聞 8
[リトルシニア]　〈関東連盟春季大会〉　13日、所沢中央リトルシニアグラウンドな
ど　初出場の寄居は終盤に試合をひっくり返されて逆転負け　▷1回戦　市川4-2寄
居

スポーツ（中学）

2014/4/15 埼玉新聞 10 [春季高校野球地区大会]　14日の結果　[北部]▷E組1回戦　桶川西9-4寄居
城北　（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）
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2014/4/15 埼玉新聞 11
[Ｐｌｅｎｕｓ なでしこＬＥＡＧＵＥ] 浦和 ダービー大勝 ＡＳ埼玉に5-0　第3
節最終日、13日、浦和駒場スタジアム　▷第3節　浦和5-0AS埼玉　【AS埼玉メン
バー】▷DF奈良　※奈良美沙季（城南中出身）

スポーツ（プロサッ
カー）

2014/4/15 埼玉新聞 14

設楽悠太さん 中学生に訴え 越生　第90回箱根駅伝で東洋大を総合優勝に
導いた設楽兄弟の弟、悠太さん（22）＝Honda陸上競技部所属＝が越生自動車学
校で交通安全を地元中学生に訴え　母校・武蔵越生高校のグループ校　※設楽啓
太（東洋大4年、男衾中出身）、設楽悠太（東洋大4年、男衾中出身）、写真

その他

2014/4/15 埼玉新聞 17 [つれづれ]　変換　大野順一（寄居町、68歳） 投稿
2014/4/17 毎日新聞 26 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2014/4/17 毎日新聞 26 巨大人形で「交通安全」 自転車はヘルメット着用 寄居・桜沢　（4/10埼
玉新聞と同内容）　※写真

地域

2014/4/17 日本経済新聞 35

食品スーパー 南関東で攻勢 圏央道活用、店舗網を拡大 ヤオコー
総菜工場を移転・拡張 ベルク 20億円投じ配送拠点　埼玉県を地盤とす
る食品スーパー2社が、東京、神奈川など南関東に攻勢　ベルクは寄居町の本社
近くに冷蔵食品向けの物流センターを稼働させる　美里町の約5万平方㍍の敷地
青果やチルドなど温度管理が必要な商品を扱う　既存の物流センターは常温商品
専用の拠点にする

経済・産業

2014/4/17 東京新聞 26 幸水梨の授粉作業が最盛期 神川町　※写真（武内道直さん撮影） その他

2014/4/18 読売新聞 33 山林で白骨遺体発見　16日午後4時頃、寄居町風布の山林で、野草鑑賞に来
た東京都の男性（45）が白骨化した骨を見つけ110番　寄居署で調べている

事件・事故

2014/4/18 毎日新聞 23 [ニュース24時] 寄居・山林に白骨死体　（同日の読売新聞と同内容） 事件・事故
2014/4/18 産経新聞 27 寄居の山林で白骨遺体発見　（同日の読売新聞と同内容） 事件・事故

2014/4/18 埼玉新聞 13

ラジコンヘリ 空から撮る町 カメラマン高田さん（寄居）　寄居町折原のカ
メラマン高田早苗さん（52）は「マルチコプター」を使って寄居町の名所や名物を撮
影　撮りためた映像を「町のPRに役立てて」と、NPO法人寄居観光クリエイションに
寄贈　※写真

地域

2014/4/18 埼玉新聞 18
県庁で寄居町長ら 北條まつりをＰＲ 来月11日　寄居町の島田町長や職
員らが17日、県庁を訪れ、5月11日の「第53回寄居北條まつり」をPR　鉢形城の武
将・北条氏邦に扮して　※写真

行政

2014/4/19 東京新聞 5 [発言]　9条に平和賞 機運高めたい　無職 南部敏明 78 （埼玉県寄居町） 投稿

2014/4/19 埼玉新聞 18 [ニュースクリップ] ♦山林で白骨死体見つかる（寄居）　（4/18読売新聞と
同内容）

事件・事故

2014/4/20 朝日新聞 33

「夢はＳＬ機関士」27歳実現 秩父鉄道の「パレオエクスプレス」 春から
本格的に運転　秩父鉄道のSL「パレオエクスプレス」に今春、27歳の若い機関
士が誕生　寄居町の黒澤勇樹さん　幼いころからSLの運転にあこがれ、入社9年
目で夢をかなえた　※写真2

地域

2014/4/20 さいたま報知 1 熊谷さくらマラソン 【男子】▷5㌔中学生　⑤大久保直也（寄居男衾）16分48秒 スポーツ（中学）

2014/4/21 朝日新聞 17 柔道 全日本女子選手権　20日　第29回大会、横浜文化体育館　▷準々決勝
田知本愛（ALSOK） 優勢 新井（三井住友海上）

スポーツ（柔道）

2014/4/21 東京新聞 22 武将姿でＰＲ 寄居北條まつり　（4/18埼玉新聞と同内容）　※写真 行政
2014/4/21 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　星野光二選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2014/4/21 埼玉新聞 11
♢バレーボール　関東高校大会県予選地区予選（19、20日）　【北部】▷女子準々
決勝　寄居城北2-0本庄　▷同準決勝　寄居城北2-0熊谷商　▷同決勝　本庄第一2-
0寄居城北

スポーツ（高校）

2014/4/22 日本経済新聞 31

ベルク、鶴ケ島に新本社 スーパー 新採用しやすく 来年2月メド　食品
スーパーのベルクは21日、本社を寄居町から鶴ケ島市に移転すると発表　寄居町
の現本社は都内やさいたま市内などから時間がかかり、新規採用のネックになっ
ていた　寄居町の本社近くの物流センターや惣菜工場などの機能は残す

経済・産業

2014/4/22 埼玉新聞 7
北関東本社旗争奪戦 組み合わせ決まる　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の代表者会議　19日、川越市　※トーナメン
ト表　寄居-越谷

スポーツ（中学）

2014/4/22 埼玉新聞 7
春季ペガサス杯少年硬式野球大会　2014年春季ペガサス杯少年硬式野球
大会　群馬・渋川市横堀球場など　▷上州ボーイズ10-3寄居リトルシニア（五回コー
ルド）

スポーツ（中学）

2014/4/22 埼玉新聞 13

[ニュースクリップ] ♦酒気帯び運転容疑で男逮捕（寄居署）　寄居署は
20日、道交法違反（酒気帯び運転）の疑いで、寄居町寄居、無職の男（86）を現行
犯逮捕　同日午後2時20分ごろ、深谷市黒田の国道140号で酒気を帯びた状態で
軽乗用車を運転　男は交差点で乗用車に接触する事故を起こす

事件・事故

2014/4/23 埼玉新聞 1

学力テスト学校別成績 42市町村公表せず 序列化、過度な競争危惧
学校別の成績公表が今年度から可能になった「全国学力・学習状況調査」（全国学
力テスト）について、42市町村が公表しない考え　埼玉新聞社調べ　表-全国学力
テスト学校別成績公表への県内自治体の対応　寄居町　しない(公表の対応)

行政

2014/4/23 埼玉新聞 4 ベルク 鶴ケ島に本社移転　（4/22日本経済新聞と同内容） 経済・産業

2014/4/23 埼玉新聞 4

環境保全21団体に助成 武蔵野銀行 緑の基金贈呈式　武蔵野銀行は
21日、「公益信託銀行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　21団体に総計300万円　県内で自然環境保全や創出に資する活動を行
う団体などに助成　⑩「埼玉県立浦和第一女子高等学校麗風会」（寄居町）　⑳「寄
居町かたくりを守る会」（寄居町）

環境

2014/4/24 朝日新聞 29 大音量のスマホ発端 教諭けがさせた疑い 寄居の中3逮捕　（同日の埼
玉新聞と同内容）

事件・事故

2014/4/24 読売新聞 33 教諭への傷害容疑 中3男子を逮捕　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故
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2014/4/24 毎日新聞 24 [短歌]　■水野昌雄選　寄居・福田秋子　寄居・町田節子　[俳句]　■星野光二
選　寄居・町田節子

投稿

2014/4/24 毎日新聞 25 [ニュース24時] 寄居・教師に頭突きした中学生を逮捕　（同日の埼玉新
聞と同内容）

事件・事故

2014/4/24 埼玉新聞 11
[楽しさ体験、でかけよう！ＧＷ直前！レジャー情報]　寄居町　5/3～5
かわはくGWまつり　県立川の博物館　寄居町　5/3・6　新緑の中庭で特別イベント
鉢形城歴史館　5月3日　「若葉の会」　5月6日　「歴史館ｄｅ・Jazz＃5」

イベント情報

2014/4/24 埼玉新聞 19
教諭に足蹴り 容疑の中3逮捕 寄居署　寄居署は23日、傷害容疑で同町に
住む中学3年生の男子生徒（14）を現行犯逮捕　同日午前11時25分ごろ、通ってい
る中学校で男性教諭（32）に暴行を加え軽傷を負わせた疑い

事件・事故

2014/4/25 読売新聞 31 [ＧＷおでかけガイド]　＊イベント＊　♦かわはくGWまつり　5月3～6日、寄居町
の県立川の博物館

イベント情報

2014/4/25 埼北よみうり 1 [彩北花だより]　ぼたん　■蓮光寺（寄居町） 観光

2014/4/25 埼北よみうり 5 女子高生×福祉施設 エキナセアスコーン販売（寄居町）　（2/25、3/7埼
玉新聞と同内容）　※写真2

経済・産業

2014/4/25 埼北よみうり 5

[ＧＷイベント情報]　よりい花まつり（寄居町）　「金尾山つつじまつり」に合わせ
て行われるイベント　歌、舞踊、獅子舞など　4月29日（火・祝）　金尾旧分校跡地
※写真　かわはくGWまつり（寄居町）　科学あそびや化石発掘体験など　5月3日
（土・祝）～6日（火・休）　川の博物館

イベント情報

2014/4/25 埼北よみうり 6 [埼北5月ｉｎｆｏ]　11日（日）　♦寄居北條まつり　玉淀河原ほか（寄居町） イベント情報

2014/4/25 埼北よみうり 6 [ｐｉｃｋ ｕｐ]　音楽　歴史館deJazz＃5　中山英二とゆかいな仲間たち　5月6日　鉢
形城歴史館

イベント情報

2014/4/25 埼北よみうり 8 [彩北花だより]　つつじ　■金尾山（寄居町） 観光

2014/4/25 毎日新聞 24 [インフォメーション] イベント　●かわはくGWまつり　5月3～6日、県立川の博
物館

イベント情報

2014/4/25 産経新聞 25 戦国時代へタイムスリップ！ 来月「寄居北條まつり」　（4/18埼玉新聞と
同内容）　※写真

行政

2014/4/25 埼玉新聞 1
[写彩’14] 斜面燃やす5000株 寄居 金尾山のツツジ　寄居町金尾の金
尾山で約5千株のヤマツツジが見頃　5月6日まで、つつじ祭りを開催　29日には獅
子舞も行われる　※写真

地域

2014/4/25 埼玉新聞 1 2学期制は10市町　県内の市町村教育委員会で2学期制を採用しているのは10
市町　全中学校に導入しているのは寄居町

行政

2014/4/25 埼玉新聞 10

「無事カエル」願い込め 寄居城北高 新小学生にマスコット（寄居）　県
立寄居城北高校の生徒たちが21日、桜沢小学校の新入生36人に手作りのカエル
のマスコット「無事カエル」を配布　新入生が事故に遭わないよう　今年で7回目　※
写真

地域

2014/4/26 読売新聞 32 ♢♦♢レジャー♢♦♢ [野外]　♦若葉の会　5月3日、鉢形城歴史館 イベント情報

2014/4/26 埼玉新聞 8
[県高校総体] 陸上　各地区予選、3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　①小池優佳（本庄東）25分29秒79　※小池
優佳（本庄東高2年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2014/4/26 埼玉新聞 11

ごみ減量 紙芝居でＰＲ 熊谷市今秋講演 出演希望者を募集　熊谷市が
市民グループ「風結の会」と協力、演劇の要素を取り入れた「はみ出し紙芝居」でご
みの減量を訴える「モッタイナイはありがたい事業」　同会は、寄居町を拠点とする
劇団「お伽座」の関本三芳座長からはみ出し紙芝居を学ぶ　※写真

その他

2014/4/27 埼玉新聞 6 [関東高校県予選] ハンドボール　第1日・草加記念体育館ほか　【女子】　▷a
組2回戦　寄居城北29-15浦和西

スポーツ（高校）

2014/4/28 埼玉新聞 1

[伝えたい埼玉の祭り] 山頂の舞い にぎわい　小川町高見の四ツ山神社
の例大祭　四ツ山は、戦国時代に築かれた山城跡　鉢形城（寄居町）と松山城（吉
見町）の間にあって交通路を押さえる重要な役割　「四ツ山城」「高見城」と呼ばれ
た　※写真

その他

2014/4/28 埼玉新聞 4 [今週のこよみ]　3日（土）　▷かわはくGWまつり（寄居町・県立川の博物館） その他
2014/4/28 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　星野光二選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2014/4/28 埼玉新聞 8
[県高校総体] 陸上　各地区予選、3位記録　【北部】（最終日・熊谷スポーツ文
化公園陸上競技場）　▷女子3000㍍　②小池（本庄東）10分15秒07　※小池優佳
（本庄東高2年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2014/4/28 埼玉新聞 13

来月10日 内田家住宅の見学会 秩父の特色表す養蚕農家　国指定重
要文化財の「内田家住宅」（秩父市蒔田）の解体修理　内田家は、戦国時代に豊臣
秀吉の小田原攻めで鉢形城（寄居町）が開城し秩父に落ちのびて以来、永代名主
を務めた旧家　※写真

文化・芸術

2014/4/29 埼玉新聞 4
春の叙勲 県内受章者　♦瑞宝小綬章　新井喜八郎 76 元大宮警察署長 寄居
♦瑞宝単光章　柴崎はる子 78 元県警事務吏員 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

2014/4/30 読売新聞 27 緋色のつつじ山　寄居町の金尾山でヤマツツジが七分から八分咲き　大勢の観
光客らが散策　※写真

観光

2014/4/30 東京新聞 20 [東武東上線 開業100年]▶上◀　表-♢東武東上線の歩み　1925 小川町-寄居
間開通　2005 小川町-寄居間でワンマン運転開始

連載特集

2014/4/30 埼玉新聞 8 [薫風を感じて 県内のＧＷ情報]　♦かわはくGWまつり（寄居）　5月3日-6日
県立川の博物館

イベント情報
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2014/4/30 埼玉新聞 9

[「農」を知り、「食」を学ぶ-地域で支える地産地消〈Vol.16〉　ふるさと
の食と農のキャンペーン] 女子高生発案のスープ商品化 「牛乳月間」
に販売 寄居町のアグリン館　県立伊奈学園総合高校3年の渡邉春香さんが
考案した牛乳料理　寄居町折原の農産物加工施設「里の駅アグリン館」で販売さ
れている　きっかけは、県牛乳普及協会が開催した料理コンクール　渡邉さんは県
大会で優良賞を受賞　200円　※写真3

連載特集

2014/4/30 埼玉新聞 10 [関東高校県予選] ハンドボール　第3日・八潮エイトアリーナほか　【女子】
▷a組代表決定戦　埼玉栄36-11寄居城北

スポーツ（高校）

2014/4/30 埼玉新聞 12 [県高校総体] サッカー　29日・各地区予選1回戦　【北部】（鴻巣高校ほか）　▷
B組　桶川西1-0寄居城北

スポーツ（高校）

2014/5/1 朝日新聞 25
沿線見守り「併走」続け 東武東上線きょう開業100周年　東武東上線が1
日、1914（大正13）年の開業から100周年　当初計画された東京～上州間の実現は
ならなかったが、25年に池袋～寄居が全通　※写真

経済・産業

2014/5/1 読売新聞 26
大福御前の生涯を小説に 寄居出身の福田さん 鉢形城跡から構想練
る　鉢形城の城主だった北条氏邦の妻・大福御前の生涯を、寄居町出身の福田
登女子さん（77）が小説「鉢形城主正室 大福御前」（さきたま出版会）にまとめた
※写真

文化・芸術

2014/5/1 毎日新聞 24 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子　【評】 投稿

2014/5/1 産経新聞 21 寄居で10日から鍾雲書道展覧会　「第41回鍾雲書道展覧会」　10日から、寄
居町の町立総合体育館・アタゴ記念館　11日まで

文化・芸術

2014/5/1 東京新聞 20 [東武東上線 開業100年]▶下◀ 人の流れ 活性化に期待　東松山には名
物のやきとりがあり、小川町、寄居町には風情のある老舗の料理もある

連載特集

2014/5/1 埼玉新聞 1 [写彩’14] 大輪が描く伝統美 寄居 蓮光寺　寄居町用土の蓮光寺でボタン
が見事な花を咲かせている　※写真

地域

2014/5/2 埼玉新聞 9
[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29日、三郷リトルシニアグラウンドなど　▷2回
戦　越谷3-1寄居

スポーツ（中学）

2014/5/2 埼玉新聞 17
工場火災1人けが 寄居　1日午後5時55分ごろ、寄居町赤浜の自動車部品工
場「岡山製作所埼玉工場」から出火、プレハブ2階建て工場兼住宅のうち、約72平
方㍍を焼く　工場長の男性（54）が顔などを負傷

事件・事故

2014/5/4 埼玉新聞 9 県中学生ラグビー　ラグビーの第30回県中学生大会第2日　3日、熊谷ラグビー
場　▷A組準々決勝　寄居41-5熊谷吉岡

スポーツ（中学）

2014/5/5 埼玉新聞 2 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
12,779　人口総数34,476　男17,074　女17,402

統計

2014/5/5 埼玉新聞 6 [けやき 読者の声]　母の日　テーマ投稿　黙々働き育ててくれた　大野順一（68
歳・寄居町）

投稿

2014/5/5 埼玉新聞 6
本社主催・後援の催し　10日（土）▷第41回鍾雲書道展覧会（寄居町営体育館）
11日（日）　▷寄居北條まつり同時開催特別企画「佐々紅華音楽会」（寄居町　枕流
荘京亭）

イベント情報

2014/5/5 埼玉新聞 6 [今週のこよみ]　11日（日）　▷寄居北條まつり（寄居町・玉淀河原、市街地通り） その他

2014/5/5 埼玉新聞 8
[関東高校県予選] 卓球　4日（第1日・上尾運動公園体育館）　【男子】▷準々決
勝　坂本（埼玉栄）3-0坂本（寄居城北）　【女子】▷準々決勝　平（正智深谷）3-　新
井（本庄第一）　※新井鈴音（本庄第一高3年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2014/5/8 毎日新聞 22 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2014/5/8 東京新聞 20 [情報の道しるべ ほっとなび 道楽行楽ガイド] ●祭り　★寄居北條まつり
（埼玉）　11日

イベント情報

2014/5/9 読売新聞 30 [よみうり文芸] 俳句　石田郷子選　【入選】寄居町　町田節子 投稿

2014/5/9 埼北よみうり 2 [スポットライト]　マルチコプターカメラマン　髙田早苗さん（52・寄居町）　マルチ
コプターに寄せる期待　※写真3

連載コラム

2014/5/9 埼玉新聞 9

[関東高校県予選] 柔道　8日（最終日・県武道館）　【女子】　▷決勝リーグ70㌔
級　渡辺（埼玉栄） 優勢 大谷（児玉）　成田（花咲徳栄） けさ固め 大谷　西願寺
（埼玉栄） 大内狩り 大谷 ▷同順位　④大谷3敗　▷同78㌔級　片田（児玉） 優勢 石
塚（埼玉栄）　池田（埼玉栄） 優勢 片田　片田 横四方固め 山岸（松伏） ▷同順位
③片田1勝2敗　※大谷麻稀（児玉高1年、寄居中出身）、片田紅葉（児玉高3年、男
衾中出身）

スポーツ（高校）

2014/5/9 埼玉新聞 12
北条、豊臣両軍の攻防戦を再現 第53回寄居北條まつり 5月11日
（日）　※写真

特集広告

2014/5/9 埼玉新聞 17 [つれづれ]　午前5時15分　大野順一（寄居町、68歳） 投稿
2014/5/10 朝日新聞 27 死体遺棄事件 懲役7年判決 地裁　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故

2014/5/10 読売新聞 29 強風 4人重軽傷　9日の県内、寒気の影響で強風と大雨　午後6時現在、最大
瞬間風速　寄居町で20.4㍍を観測　さいたま市や富士見市などで4人けが

気象

2014/5/10 読売新聞 29 寄居の女性遺棄 懲役7年の判決　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故

2014/5/10 読売新聞 30 [Ｓａｔｕｒｄａｙさいたま レジャー]　[歩く]　♦寄居風のみちと日本の里ウォーク
11日、JR鴻巣駅集合

イベント情報

2014/5/10 産経新聞 22 女性遺体 車に放置 男に懲役7年判決　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故
2014/5/10 東京新聞 22 女性の死体遺棄 被告に懲役7年 地裁判決　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故
2014/5/10 埼玉新聞 8 [まちひとであい] 催し　♦第53回寄居北條まつり（寄居）　11日、玉淀河原など イベント情報



平成26（2014）年 寄居町新聞記事索引（1～6月） 2020年1月修正

2014/5/10 埼玉新聞 19

寄居女性死体遺棄 求刑通り懲役7年 さいたま地裁判決 8つの罪全て
認定　2012年、寄居町の女性＝当時（49）＝の遺体が群馬県館林市のレンタカー
内から発見された事件　死体遺棄や監禁、強盗、傷害などの罪に問われた住所不
定、無職(男性)被告（50）の判決公判　9日、さいたま地裁　裁判長は被告に求刑通
り懲役7年を言い渡す

事件・事故

2014/5/11 埼玉新聞 6

全国スポーツ少年団軟式野球大会県予選 北部ベスト4決まる　第36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33回県スポーツ少年団
夏季小学生軟式野球交流大会（埼玉新聞社杯）　〈北部ブロック〉　5、6日・秩父荒
川総合運動公園ほか　▷1回戦　用土コルツ（寄居）12-9本庄エンゼルス（五回コー
ルド）　長瀞ジャイアンツ15-2中町ジュニア（寄居）（五回コールド）　マッキーズ（寄
居）12-10妻沼スラッガーズ（熊谷）（五回コールド）　▷2回戦　用土コルツ9-3荒川少
年野球（秩父）（六回コールド）　マッキーズ6-4長瀞ジャイアンツ（六回コールド）　▷
準々決勝　マッキーズ5-3用土コルツ

スポーツ（小学）

2014/5/11 埼玉新聞 8 [関東高校県予選] バスケットボール　10日（第2日・上尾運動公園体育館ほ
か）　▷女子1回戦　寄居城北64-54栗橋北彩

スポーツ（高校）

2014/5/11 埼玉新聞 8 [関東高校県予選] バレーボール　10日（第1日・越谷総合体育館ほか）　▷女
子1回戦　大宮東2-0寄居城北

スポーツ（高校）

2014/5/11 埼玉新聞 8
[県高校総体] 陸上　10日（第1日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場）　【女
子】▷5000㍍競歩　③小池（本庄東）25分13秒67　※小池優佳（本庄東高2年、男衾
中出身）

スポーツ（高校）

2014/5/12 読売新聞 33 戦国時代の合戦再現 寄居北條まつり　「第53回寄居北條まつり」が11日、
寄居町の玉淀河原で開かれた　※写真

観光

2014/5/12 東京新聞 18 寄居北條まつり 甲冑姿で600人激突　（同日の読売新聞と同内容）　※写真 観光

2014/5/12 埼玉新聞 1 [写彩’14] いざ勝負！寄居北條まつり　（同日の読売新聞と同内容）　※写
真

観光

2014/5/12 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　鎌倉佐弓選　(寄居)石澤無涯 (評)　(寄居)吉澤祥匡 投稿
2014/5/12 埼玉新聞 4 [県内週間日誌]　9日　寄居女性死体遺棄で懲役7年判決 その他
2014/5/12 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○1-0　※5月場所初日 スポーツ（大相撲）

2014/5/12 埼玉新聞 11
決勝は深谷VS寄居 県中学生ラグビー　ラグビーの第30回県中学生大会
第3日　11日、熊谷ラグビー場　深谷と寄居が18日の決勝へ駒を進めた　▷A組準決
勝　寄居38-17立教新座

スポーツ（中学）

2014/5/12 埼玉新聞 12

戦国時代の合戦再現 所沢城山神社 18日に滝の城まつり　所沢市の城
山神社で「第3回戦国滝の城まつり」が18日行われる　滝の城は戦国時代に後北
条氏が築いた平山城　寄居町の鉢形城三鱗会隊25人などの甲冑隊が加わり武者
行列　※写真

その他

2014/5/12 埼玉新聞 16
汗滴らせ武士体感 寄居北條まつり　11日の「第53回寄居北條まつり」　武
者隊に町内の企業や商工会、小学生のほか、北条氏ゆかりの小田原市、高崎市
などの甲冑隊も参加　※写真

地域

2014/5/13 読売新聞 12 [Ｕ-25]　中原友美　21　埼玉県寄居町　※イラストの投稿 投稿

2014/5/13 毎日新聞 24 寄居北條まつり 過去最高4万9000人 600人の武者に大歓声　（5/13読
売新聞と同内容）　※写真

観光

2014/5/13 埼玉新聞 8 [リトルシニア] 寄居が4連勝　〈北部ブロックリーグ〉　11日まで、江南球場など
寄居が熊谷に快勝し無傷の4連勝　寄居11-4熊谷（六回コールド）

スポーツ（中学）

2014/5/13 埼玉新聞 9 [関東高校県予選] バスケットボール　12日（第3日・上尾運動公園体育館ほ
か）　▷女子2回戦　南稜62-53寄居城北

スポーツ（高校）

2014/5/13 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や1-0　※5月場所2日目 スポーツ（大相撲）
2014/5/14 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●1-1　※5月場所3日目 スポーツ（大相撲）

2014/5/14 埼玉新聞 10
[県高校総体] 陸上　13日（最終日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場）　【女
子】▷3000㍍　③小池（本庄東）9分53秒92　※小池優佳（本庄東高2年、男衾中出
身）

スポーツ（高校）

2014/5/14 スポーツ報知 8

[箱根への道] 設楽兄弟ら育てた 川音マジック 59歳女性教師が公立
中から多数箱根ランナー輩出 埼玉・男衾中　最近、驚異的な確率で箱根
駅伝ランナーを輩出する公立中学校　今年の大会には、優勝の東洋大、設楽啓
太、悠太の双子と、8位帝京大のエース・小山司が出場　魅力ある女性ベテラン先
生の存在　※写真4

特集

2014/5/15 毎日新聞 24 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿
2014/5/15 毎日新聞 25 今年初の真夏日に 県内4カ所　（同日の東京新聞と同内容） 気象
2014/5/15 産経新聞 23 県内4カ所で真夏日　（同日の東京新聞と同内容） 気象

2014/5/15 東京新聞 26 県内4地点 初の真夏日　東日本を中心に好天となった14日、最高気温は鳩
山、秩父、熊谷、寄居で30度以上となり、今年初の真夏日　最高気温　寄居30.4度

気象

2014/5/15 埼玉新聞 7

全国スポーツ少年団軟式野球大会県予選　第36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33回県スポーツ少年団夏季小学生軟式野球
交流大会（埼玉新聞社杯）のブロック予選　〈北部ブロック〉　11日・秩父荒川総合
運動公園　▷準決勝　横瀬武甲7-6マッキーズ（寄居）　▷代表決定戦　大台スピアー
ズ（深谷）8-6マッキーズ　【個人賞】▷優秀選手　五十畑新之助（マッキーズ）　※写
真

スポーツ（小学）

2014/5/15 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や1-1　※5月場所4日目 スポーツ（大相撲）
2014/5/15 埼玉新聞 18 暑い！今年初の真夏日　（同日の東京新聞と同内容） 気象
2014/5/16 埼玉新聞 31 [よみうり文芸] 川柳　岡部美雄選　【秀逸】寄居町　町田節子　(評) 投稿

2014/5/16 埼玉新聞 7 [今週のホームラン]　5月6日＝小島玲稀2本（用土コルツ）　5月11日＝新井祥
晟3本（マッキーズ）

スポーツ（小学）
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2014/5/16 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や1-1　※5月場所5日目 スポーツ（大相撲）

2014/5/16 埼玉新聞 12
心安らぐ空間を 「ノア」オープン 町役場にカフェギャラリー（寄居）　寄
居町役場1階ロビーに12日、カフェギャラリー「ノア」がオープン　自然保護に取り組
むNPO法人「むさしの里山研究会」が運営　※写真

行政

2014/5/17 朝日新聞 31

●寄居の畑に身元不明遺体　16日午後3時ごろ、寄居町赤浜のトラック運転
手(男性)（42）方を訪問した女性が、隣接する畑の中で仰向けに倒れている遺体を
見つけ110番通報　遺体は女性で伐採した木などを燃やす穴の中で倒れていた
(男性)の母（75）の行方がわからなくなっており、寄居署で調べている

事件・事故

2014/5/17 読売新聞 27 庭の穴で死体発見　（同日の朝日新聞と同内容） 事件・事故

2014/5/17 毎日新聞 23 寄居の畑の穴に焼けた女性遺体 目立った外傷なく　（同日の朝日新聞と
同内容）

事件・事故

2014/5/17 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●1-2　※5月場所6日目 スポーツ（大相撲）
2014/5/17 埼玉新聞 17 畑に女性の焼死体 寄居　（同日の朝日新聞と同内容） 事件・事故
2014/5/18 埼玉新聞 5 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や1-2　※5月場所7日目 スポーツ（大相撲）
2014/5/19 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

2014/5/19 埼玉新聞 4 [けやき 読者の声]　GWの思い出 テーマ投稿　新車で行った家族旅行　大野順
一（68歳・寄居町）

投稿

2014/5/19 埼玉新聞 4 [県内週間日誌]　11日　♢戦国絵巻、勇壮に 寄居で北條まつり その他
2014/5/19 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤祥匡 投稿
2014/5/19 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●1-3　※5月場所8日目 スポーツ（大相撲）

2014/5/19 埼玉新聞 10
深谷、寄居下し初Ｖ 14トライ挙げ圧勝 県中学ラグビー　ラグビーの第30
回県中学生大会最終日　18日、熊谷ラグビー場　▷決勝　深谷90-0寄居　※出場メ
ンバー表

スポーツ（中学）

2014/5/20 読売新聞 32
76チームが2次予選進出 [小学生バレー]県大会　「ファミリーマートカップ
第34回全日本バレーボール小学生大会」の県大会　女子64チーム、男子12チーム
が2次予選進出　【女子1次リーグ】　▷E　②折原ジュニア

スポーツ（小学）

2014/5/20 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や1-3　※5月場所9日目 スポーツ（大相撲）
2014/5/21 産経新聞 23 作業中に木倒れる 男性が挟まれ重傷　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故
2014/5/21 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○2-3　※5月場所10日目 スポーツ（大相撲）

2014/5/21 埼玉新聞 18

[ニュースクリップ] ♦伐採作業員、木の間に挟まれ重傷（寄居）　20日
午前8時55分ごろ、寄居町西ノ入の山林で、伐採作業をしていた男性作業員（62）
が木の間に挟まれ、肋骨骨折などの重傷　寄居町シルバー人材センターから派遣
伐採中に木が倒れ、隣の木との間に挟まれた

事件・事故

2014/5/22 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
2014/5/22 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や2-3　※5月場所11日目 スポーツ（大相撲）
2014/5/23 読売新聞 29 [よみうり文芸] 短歌　梅内美華子選　【秀逸】寄居町　田中広美　(評) 投稿

2014/5/23 埼北よみうり 5 戦国時代の合戦を再現 600人の武者勇壮に（寄居町）　（5/12読売新聞
と同内容）　※写真

観光

2014/5/23 埼北よみうり 8

6/15（日）まで 自宅のバラを公開（寄居町）　自宅（寄居町西ノ入）で育てた
たくさんのバラを見てほしいと、中嶋静江さんが今月17日から庭を一般公開　31日
（土）と6月1日（日）には今年で4回目となる「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」　※写真

地域

2014/5/23 毎日新聞 22 ［インフォメーション］ ギャラリー　●第4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」　31日、6月1日、寄居町西ノ入の中嶋さん宅

イベント情報

2014/5/23 東京新聞 5 [発言]　今こそ読もう わだつみの本　無職　新井一久 81 （埼玉県寄居町） 投稿

2014/5/23 埼玉新聞 4

頂点目指し3700人で熱戦スタート [創刊70周年記念 埼玉新聞社杯グ
ラウンド・ゴルフ大会]　創刊70周年記念第1回埼玉新聞社杯グラウンド・ゴルフ
大会の予選を兼ねた第16回県グラウンド・ゴルフ祭り交歓会　5月7、10、14日　県
内4地区で約3700人が参加　北部　深谷市川本グラウンド・ゴルフ場　▷女子個人
⑦森下節子（寄居）73

スポーツ（その他）

2014/5/23 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】★湊竜（寄居）●2-4　※5月場所12日目 スポーツ（大相撲）

2014/5/23 埼玉新聞 12 サンショウウオ触って知って 折原小で観察会（寄居）　寄居町立折原小
学校が15日、同町秋山の「サンショウウオの里」で観察会　※写真

地域

2014/5/24 埼玉新聞 3

寄居の坂本さん 金賞報告 国際食品品質協議会 ソーセージなど3品
受賞　ドイツ農業協会（DLG）主催の国際食品品質協議会（DLGコンテスト）で、
ソーセージなど3品が金賞を受賞した寄居町富田の養豚業、男衾食肉加工組合理
事の坂本健将さん（30）が県庁を訪れ、上田知事らに受賞を報告　※写真

受賞・表彰

2014/5/24 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】★湊竜（寄居）や2-4　※5月場所13日目 スポーツ（大相撲）

2014/5/25 産経新聞 21 県産食品 世界で金・銀 金 寄居・ソーセージ 「長年の取り組み結実」
（5/24埼玉新聞と同内容）　※写真

受賞・表彰

2014/5/25 埼玉新聞 5
色調明るく個性豊か あすまで深谷 寄居の「水彩の会」展示会 清澤さ
んが指導　寄居町生涯学習教室「水彩の会」が26日まで、「第9回発表展示会」を
深谷駅市民ギャラリー2で開いている　※写真

文化・芸術

2014/5/25 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【序二段】★湊竜（寄居）や2-4　※5月場所14日目 スポーツ（大相撲）
2014/5/26 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)石澤無涯 投稿

2014/5/26 埼玉新聞 9
第64回県展入選者　日本画 松本喜美子　洋画 柴崎惠子　西澤滿　保泉俊雄
村松泰弘　彫刻　吉田壽美子　工芸 入江友芳　書 小野田澄枝　津久井栄子　写
真 木島宏

文化・芸術

2014/5/26 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【序二段】★湊竜（寄居）●2-5　※5月場所千秋楽 スポーツ（大相撲）
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2014/5/27 東京新聞 24 ♢2014年リトルシニア関東連盟夏季大会　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（中学）

2014/5/27 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　25日、
大宮リトルシニアグラウンドなど　▷1回戦　寄居2-0浜松南　※2回戦の対戦カード
（6月1日）　▷調布リトルシニアグラウンド【第2試合】寄居-山梨市川

スポーツ（中学）

2014/5/27 埼玉新聞 7
埼玉ジャイアンツ交流野球大会　第14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グラウンド　開会式で寄居中の木村颯斗主将が選手宣誓　▷1
回戦　玉ノ岡中（嵐山）3-2寄居中　※写真

スポーツ（中学）

2014/5/28 読売新聞 28 [記録ファイル] 柔道　関東高校大会県予選　（5/9埼玉新聞と同内容） スポーツ（高校）

2014/5/28 埼玉新聞 1 県ジュニアゴルフ女子　第24回埼玉県ジュニアゴルフ選手権女子の部　29日
付に詳報　※写真（吉田莉生：城南中3年）

スポーツ（中学）

2014/5/28 埼玉新聞 8 [県高校総体] ハンドボール　第1～3日、24、25、27日・吉川美南高校ほか
【女子】▷F組2回戦　寄居城北16-12小松原女

スポーツ（高校）

2014/5/28 埼玉新聞 14

メルヘンな世界演出 心癒やすキルト300点 寄居町役場であすまで展
示　寄居町で活動する「パッチワーク教室ちくちくたいむ」が29日まで、「ミニチュア
キルト展」を寄居町役場1階ロビーで開いている　メンバー手作りのキルト作品約
300点を展示　※写真

地域

2014/5/29 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】 投稿
2014/5/29 朝日新聞 28 バラに埋もれて暮らしたい 寄居　（5/23埼北よみうりと同内容）　※写真 地域

2014/5/29 東京新聞 22
本場ドイツの品評会 ソーセージなど3品 金賞 男衾食肉加工組合（寄
居町） 手作業にこだわり 工夫重ねる　（5/24埼玉新聞と同内容）　※写真2

受賞・表彰

2014/5/29 埼玉新聞 6
県ジュニアゴルフ女子 3位タイ ドライバー曲がる　12～14歳の部3位タイ・
吉田莉生　〈27日・嵐山CC＝6201㍎、パー72＝出場78人〉　【12～14歳（中学）の
部】③吉田莉生（寄居城南中）79（41、38）　※写真、コメント

スポーツ（中学）

2014/5/29 埼玉新聞 11

[「農」を知り、「食」を学ぶ-地域で支える地産地消〈Vol.17〉　ふるさと
の食と農のキャンペーン] 「牛乳の日」にミルクスープ発売 高校生の
アイデア生かす 寄居町のアグリン館　寄居町折原の農産物加工施設「里の
駅アグリン館」　先月から、女子高生が発案した「ミルクスープ」をトライアル販売
発案者の渡邉春香さん（県立伊奈学園総合高校3年）ら関係者が同館を訪れ試食
会　※写真3、発案者コメント

連載特集

2014/5/30 読売新聞 20 [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

2014/5/30 埼玉新聞 13 バラの庭楽しんで 寄居の中嶋さん宅 オープンガーデン好評　（5/23埼
北よみうりと同内容）　※写真

地域

2014/5/30 埼玉新聞 14

小中高生が協力 環境美化で花植え替え（寄居）　寄居町の町立桜沢小
学校、寄居中学校、県立寄居城北高校の児童・生徒61人が27日、「花いっぱい運
動」に参加　協力してポットの花をプランターに植え替え、秩父鉄道桜沢駅に設置
※写真

地域

2014/5/31 埼玉新聞 2 [高齢者叙勲]　30日　▷瑞宝単光章　元寄居町立城南中学校長 太田清氏＝寄
居町立原　（ほか同日の読売新聞に同様記事）

叙位叙勲

2014/5/31 埼玉新聞 7

市街地の活性化探る 寄居であす 高松から講師招きシンポ　中心市街
地の活性化について考えてもらおうと、寄居町と寄居町商工会は6月1日、町中央
公民館でシンポジウムを開催する　香川県高松市の高松丸亀町商店街振興組合
理事長の古川康造さんを講師に招く　昨年8月に「ライフ寄居店」が閉店、駅前の顔
を失う　苦境の中、活性化の道を探ろうと企画

行政

2014/5/31 埼玉新聞 12
剣道萠松杯中学生錬成大会　剣道の第27回萠松杯中学生錬成大会　28日、
東松山市民体育館　▷男子準々決勝　寄居男衾2-2坂戸（本数勝ち）　▷同準決勝
熊谷富士見2-1寄居男衾

スポーツ（中学）

2014/6/1 埼玉新聞 6
[関東高校大会] 卓球　31日（第1日・千葉ポートアリーナ）　【男子】▷シングルス
2回戦敗退者　坂本（寄居城北）　【女子】▷シングルス3回戦敗退者　新井（本庄第
一）　※新井鈴音（本庄第一高3年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2014/6/2 朝日新聞 33 各地で34度超え　上空を高気圧が覆い、県内は1日朝から気温が上昇　▷寄居
34.5度　（ほか同日の東京新聞に同様記事）

気象

2014/6/2 東京新聞 16 ♢2014年リトルシニア関東連盟夏季大会　1日・新座市営球場ほか　▷2回戦
寄居8-1山梨市川

スポーツ（中学）

2014/6/2 東京新聞 16
[情報ファイル]　展覧会　♦5月企画展「もしもに備える」　22日まで、県立川の博
物館

イベント情報

2014/6/2 埼玉新聞 9 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2014/6/3 朝日新聞 29 13～96歳21人搬送 県内全域で真夏日　鳩山や寄居など全8地点で30度以
上を観測

気象

2014/6/3 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

2014/6/3 埼玉新聞 9
[リトルシニア]　〈関東連盟夏季大会〉　寄居は山梨市川に8-1の五回コールドで
快勝　※3回戦の対戦カード　▷狭山リトルシニアグラウンド　【第1試合】寄居-横浜
緑　（ほか6/2東京新聞と同内容）

スポーツ（中学）

2014/6/3 埼玉新聞 10
♢ソフトボール　全日本中学生大会県予選（5月25日、6月1日・蓮田総合体育館
多目的グラウンド）＝決勝記録　▷女子　埼玉レッドスティード（川口）6-5埼北ウィン
ズ（深谷）

スポーツ（中学）

2014/6/4 朝日新聞 29

寄居「役場の中のハローワーク」1年半 ジョブセンター順調 町村では
全国初 目標超の実績■「ついでに利用」　寄居町が設けたジョブセンター
が開設から1年半　町村レベルでは全国初の取り組みで、目標を上回る就職実績
を残すなど滑り出しは順調　2012年9月開設　13年度の就職実績468件　1日の平
均来所者は12年度27.7人、13年度32.4人　※写真

行政
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2014/6/4 埼玉新聞 2

土砂災害警戒区域に35カ所 県が指定　県は3日までに、土砂災害防止法
に基づき、寄居町、秩父市、入間市の計35カ所を土砂災害警戒区域に指定　うち
34カ所を著しい土砂災害の発生が予想される土砂災害特別警戒区域に指定　寄
居町西ノ入、鉢形、保田原で24カ所

行政

2014/6/5 読売新聞 33 眼鏡をかけ忘れ東武東上線運転　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故
2014/6/5 毎日新聞 22 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2014/6/5 埼玉新聞 9
全日本学童軟式野球大会県予選　高円宮賜杯第34回全日本学童軟式野球
大会兼マクドナルド・トーナメント埼玉県予選　5月31、6月1日、県営大宮球場　▷1
回戦　星河少年野球（行田）9-2用土コルツ（寄居）（六回コールド）

スポーツ（小学）

2014/6/5 埼玉新聞 9

♢サッカー　第38回全日本少年大会北部地区予選（4月27、5月11、18日・熊谷市
荒川西緑地広場ほか）　【予選リーグ】▷B-3組　深谷西A9-0男衾（寄居）　熊谷西
16-1男衾　男衾2-0FCCIVETTA深谷B　FCCIVETTA･A21-0男衾　【決勝リーグ】▷B
組　FCCIVETTA･A4-0寄居FC　熊谷東A0-0寄居FC　FCGLAUX･A3-0寄居FC

スポーツ（小学）

2014/6/5 埼玉新聞 18

[ニュースクリップ] ♦眼鏡を掛けずに電車運転（東武鉄道）　東武鉄道は
4日、男性運転士（60）が動力車操縦運転免許の条件である眼鏡をしないで、電車
を運転していたと発表　2日午後3時41分、矯正眼鏡を掛けずに東武東上線小川町
発寄居行きの電車を運転、両駅間を1往復

事件・事故

2014/6/5 スポーツニッポン 16 [NEWS 東西南北] 眼鏡かけず運転　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故

2014/6/6 毎日新聞 22 [インフォメーション] ギャラリー　●企画展「もしもに備える」　22日まで　寄居
町の県立川の博物館

イベント情報

2014/6/6 産経新聞 22 [イベントガイド] 埼玉　★企画展「もしもに備える」　22日まで　寄居町の県立川
の博物館

イベント情報

2014/6/6 産経新聞 23

交差点に動画記録装置 嵐山小川ＩＣ 青信号自動で増減も　ホンダの寄
居工場が昨年7月に操業開始したことで、関越自動車道嵐山小川IC＝嵐山町杉山
＝周辺の交通環境が変化　県警交通規制課が今月、全国に先駆け、同IC出入口
の丁字路交差点に動画記録装置を設置　4月には青信号の時間を増減させるシス
テムも導入　ホンダ寄居工場が操業し、同ICを利用する車が大幅に増加

行政

2014/6/6 埼玉新聞 12
集え！女性みこし担ぎ手（寄居） 来月開催、夏祭り　7月12、13日の「より
い夏まつり」を盛り上げようと、寄居町商工会が女性みこしの担ぎ手を募集　町内
外から広く募集　今回で33回目　※写真

観光

2014/6/7 埼玉新聞 9
[県高校総体] 卓球　6日（第1日・上尾運動公園体育館）　【女子】▷シングルス
準々決勝　平（正智深谷）3-1新井（本庄第一）　※新井鈴音（本庄第一高3年、寄
居中出身）

スポーツ（高校）

2014/6/8 東京新聞 24

市街地活性化へ 高松の事例学ぶ 寄居でシンポ　寄居町の中心市街地
活性化を考えるシンポジウムが同町中央公民館であり、商店街再生の成功例とし
て全国から注目を浴びている高松市の高松丸亀町商店街理事長の古川康造さん
が講演　約150人が参加　※写真

行政

2014/6/8 東京新聞 24 [情報ファイル]　展覧会　♦第6回寄居総合美術展　20～22日、寄居町中央公民
館

イベント情報

2014/6/10 読売新聞 35
[埼玉けいざい] 寄居の養豚農家が金賞 独の食品品評会「ソーセージ
文化伝えたい」　（（5/24埼玉新聞と同内容）　※写真

経済・産業

2014/6/10 埼玉新聞 10 [県高校総体] 柔道　第5日、8日・さいたま駒場体育館ほか　【女子】▷f組決勝
大宮南33-6寄居城北

スポーツ（高校）

2014/6/10 埼玉新聞 10
[県高校総体] ハンドボール　第1日、9日・県武道館　【女子】▷個人78㌔級準
決勝　石塚（埼玉栄） 合わせ技 片田（児玉）　※片田紅葉（児玉高3年、男衾中出
身）

スポーツ（高校）

2014/6/11 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2 東上沿線中学女子ソフトボール　■第40回東上沿線中学女子ソフトボール
大会（4月29日、鶴ヶ島中学校）　【予選リーグの順位】▷H　②寄居城南

スポーツ（中学）

2014/6/11 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2 剣道萠松杯中学生錬成大会　（5/31埼玉新聞と同内容） スポーツ（中学）

2014/6/11 読売新聞 32 [記録ファイル] ソフトボール　第14回全日本中学生男女大会県予選会　（6/3
埼玉新聞と同内容）

スポーツ（中学）

2014/6/11 埼玉新聞 2
寄居町長選で新人花輪氏推薦 自民県連　自民県連は10日、8月10日投開
票の寄居町長選に出馬を予定する新人で元県職員花輪利一郎氏（69）を推薦する
ことを決めた

選挙

2014/6/12 朝日新聞 29 ●カメムシ大量発生、今年初の注意報　（同日の埼玉新聞と同内容） 環境

2014/6/12 埼玉新聞 19

カメムシ大量発生 餌求めナシに飛来 県が注意報発令　県は10日、果実
の害虫、カメムシ類のチャバネアオカメムシが県内全域で大量発生し被害が懸念
されるとして病害虫発生予察注意報を発令　県病害虫防除所が4月1日～6月初旬
にかけ、殺虫わなにより調査　誘殺数は寄居町のヒノキで平年の3.8倍など

環境

2014/6/12 毎日新聞 22 [短歌]　■水野昌雄選　寄居・町田節子　寄居・福田秋子　[俳句]　■星野光二
選　寄居・町田節子

投稿

2014/6/12 埼玉新聞 7

井田が制す 小学6年の部 県下少年少女柔道大会　県接骨師会主催の
第22回県下少年少女柔道大会兼第37回公益社団法人埼玉県接骨師会柔道大会
深谷ビックタートル　小学6年の部で井田朋伽（深谷柔道SEIWA会）が優勝　各優勝
者と同6年準優勝の小林隼（寄居男衾柔道）らは10月13日に講道館で行われる文
部科学大臣杯争奪第4回日整全国少年柔道大会に出場する　※写真

スポーツ（小学）

2014/6/13 朝日新聞 29 知人への告白契機 寄居 放火殺人容疑者自首　（同日の埼玉新聞と同内
容）　※写真

事件・事故

2014/6/13 朝日新聞 38 放火殺人容疑 自首の男逮捕 埼玉、2年半前の火事　（同日の埼玉新聞
と同内容）

事件・事故
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2014/6/13 読売新聞 31

健康づくり 自治体が特典 商品券や地域通貨 医療費抑制狙い　住民
が健康診断を受けるなど、健康づくりに取り組むと特典がもらえる制度の導入が県
内の自治体で広がる　表-＊健康づくりで特典がもらえる主な自治体と内容　寄居
町　2011年10月(開始時期)　がん検診の受診など(主な条件)　20歳以上(対象年
齢)　地域商品券、図書カード(特典)

行政

2014/6/13 読売新聞 31 放火 親子殺害の疑い 知人に告白 27歳男逮捕　（同日の埼玉新聞と同
内容）　※写真

事件・事故

2014/6/13 埼北よみうり 1 [お得‼工場直売ショッピング]　埼玉プレシア（寄居町）　※写真 特集
2014/6/13 埼北よみうり 2 市街地活性化を考える（寄居町）　（6/8東京新聞と同内容）　※写真 行政

2014/6/13 埼北よみうり 3 読売旗争奪 県北少年野球選手権大会 地区予選結果 大里　5月24日
江南総合グラウンド　オブスマクラブ　※写真

スポーツ（小学）

2014/6/13 埼北よみうり 5
手作り和小物展示販売 安くて良質と評判（寄居町）　帯の切れ端などを
使って巾着などの小物作りを楽しんでいる寄居町の「みやびの会」が、桜沢の「ミシ
ンランド」で2月から作品を展示・販売　※写真

地域

2014/6/13 埼北よみうり 6 [エンタメ] 美術展　寄居総合美術展　6月20日（金）～22日（日）　寄居町中央公
民館

イベント情報

2014/6/13 毎日新聞 26
[インフォメーション] ギャラリー　●第6回寄居総合美術展　20～22日　寄居
町中央公民館　●四季を巡る水彩画展　17日～7月21日　小川町の埼玉伝統工芸
館　清澤正孝さんが県北の風景などを描いた水彩画

イベント情報

2014/6/13 毎日新聞 31 放火殺人容疑で男逮捕 埼玉・寄居 2人死亡の全焼火災　（同日の埼玉
新聞と同内容）

事件・事故

2014/6/13 産経新聞 23 放火殺人容疑で男逮捕 23年寄居民家全焼 被害者と「面識ない」　（同
日の埼玉新聞と同内容）

事件・事故

2014/6/13 東京新聞 27
放火殺人容疑 27歳男を逮捕 寄居の住宅火災　（同日の埼玉新聞と同内
容）

事件・事故

2014/6/13 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
12,795　人口総数34,443　男17,068　女17,375　※6/10埼玉新聞の訂正記事

統計

2014/6/13 埼玉新聞 13
自然災害に備えて 川博で22日まで企画展（寄居）　県立川の博物館で22
日まで企画展「もしもに備える」を開いている　過去に起こった災害の写真パネルな
ど約100点の資料を展示　※写真

文化・芸術

2014/6/13 埼玉新聞 19

放火殺人容疑で男逮捕 11年寄居 母子死亡 「むしゃくしゃした」 逮捕
に驚き 困惑の声も　寄居町で2011年12月、自営業(男性)＝当時（64）＝方から
出火した火災で、(男性)と母(女性)＝当時（84）＝が遺体で見つかった事件　県警
捜査1課と寄居署は12日、殺人と現住建造物等放火の疑いで、寄居町西ノ入、無
職(男性)容疑者（27）を逮捕　同日付で寄居署に捜査本部設置　容疑は11年12月
29日午前5時ごろ、寄居町富田の(男性)方に放火して全焼させ、2人を一酸化炭素
中毒により殺害した疑い　容疑者が12日午前2時5分ごろ、知人を通じて110番し自
首　容疑者は死亡した親子と面識はなかったが、犯行の半年前まで新聞販売店に
務め、(男性)方に新聞を配達したことがある　※写真

事件・事故

2014/6/14 毎日新聞 25 寄居の放火殺人 容疑の男を送検　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故

2014/6/14 日本経済新聞 37

タクシー、高齢者気軽に 県内で取り組み活発　埼玉県内で車が運転でき
ない高齢者らに、タクシーを気軽に使ってもらおうとする取り組みが活発　表-県内
の自治体では、乗り合いタクシーなど「デマンド交通」の導入が相次ぐ　2012年度
寄居町

福祉・医療

2014/6/14 埼玉新聞 12 [県高校総体] バスケットボール　13日（第1日・深谷ビックタートルほか）　▷女
子1回戦　朝霞西82-47寄居城北

スポーツ（高校）

2014/6/14 埼玉新聞 19

寄居放火殺人 容疑の男を送検 発生2年半で急展開　寄居町で2011年
12月、自営業(男性)＝当時（64）＝方から出火した火災で焼け跡から(男性)と母(女
性)＝当時（84）＝が遺体で見つかった事件　寄居署捜査本部は13日、寄居町西ノ
入、無職(男性)容疑者（27）を殺人と現住建造物等放火の疑いでさいたま地検に送
検　※写真

事件・事故

2014/6/15 埼玉新聞 13 [つれづれ]　マネーはマネから　大野順一（寄居町、68歳） 投稿

2014/6/16 東京新聞 22
写真愛好家があすから作品展 小川町で　小川町や寄居町の写真愛好家
でつくる「やわたフォトサークル」会員が、小川町立図書館の町民ギャラリーで17日
から作品展を開催

文化・芸術

2014/6/16 東京新聞 22 ♢2014年リトルシニア関東連盟夏季大会　15日・八王子上柚木球場ほか　▷
3回戦　横浜緑（神奈川）7-1寄居

スポーツ（中学）

2014/6/16 埼玉新聞 13 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2014/6/16 埼玉新聞 15

築城主 長尾景春を解説 寄居 鉢形城歴史館で10周年講演　寄居町の
鉢形城歴史館開館10周年を記念して「鉢形城と戦国武将」と題した歴史講演会が
シルバー人材センター事務所で行われ、駿河台大の黒田基樹教授が「長尾景春と
鉢形城」をテーマに講演　※写真

文化・芸術

2014/6/17 埼玉新聞 7 [リトルシニア]　〈関東連盟夏季大会〉　（6/16東京新聞と同内容） スポーツ（中学）

2014/6/18 埼玉新聞 8 [県高校総体] バレーボール　17日（第2日・所沢市民体育館ほか）　【女子】▷1
回戦　寄居城北2-0与野　▷2回戦　正智深谷2-0寄居城北

スポーツ（高校）

2014/6/19 毎日新聞 22 [短歌]　■水野昌雄選　寄居・福田秋子 投稿

2014/6/19 埼玉新聞 18
渋滞解消へ動画記録 嵐山に全国初導入 県警 交通量調査、軽減に
期待　（6/6産経新聞と同内容）　※写真

行政

2014/6/20 埼玉新聞 12
秩父鉄道の鉄道むすめ 「桜沢みなの」が誕生（寄居）　実在の鉄道会社
の制服を着たキャラクター「鉄道むすめ」　秩父鉄道の桜沢駅と皆野駅に由来する
「桜沢みなの」が誕生　トミーテック（栃木県壬生町）が展開　※キャラクター画像

経済・産業
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2014/6/21 埼玉新聞 9 [まちひとであい] 音楽　♦七夕コンサート（寄居）　28日、役場庁舎1階ロビー
寄居中学校吹奏楽部が演奏

イベント情報

2014/6/21 埼玉新聞 12 [北関東高校陸上]　第1日、20日・相模原ギオンスタジアム　【女子】▷5000㍍競
歩　③小池（本庄東高）24分58秒18　※小池優佳（本庄東高2年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2014/6/21 スポーツニッポン 10
平成26年度関東中学校ゴルフ選手権大会第35回個人の部　≪20日≫
さいたま市大宮国際カントリークラブ　〈女子・Cブロック〉　④(位ﾀｲ)吉田莉生（埼
玉・城南❸） 74（36 38）　※Cブロック＝5940㍎、パー72

スポーツ（中学）

2014/6/22 埼玉新聞 7
[県高校総体] 弓道　21日（最終日・大宮公園弓道場）　【女子】▷団体（20射）決
勝リーグ　岩槻商14-10寄居城北　寄居城北10-8川越女　寄居城北13-11東農大
三　▷同最終順位　②寄居城北2勝1敗　▷個人（24射）　⑧青木（寄居城北）18中

スポーツ（高校）

2014/6/23 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 投稿

2014/6/24 埼玉新聞 1
63市町村いち押し事業 県のＨＰで紹介　県内63市町村が取り組む特長的
な事業をまとめた施策事例集「いち押しの取組」を県がHPで紹介　表-市町村「いち
押しの取組」　寄居町　男衾駅周辺整備事業

行政

2014/6/24 埼玉新聞 7 ♢軟式野球　第46回小川町営グラウンド開設記念中学大会（14、15日・小川町営
八幡台グラウンド）　▷2回戦　寄居7-0東秩父

スポーツ（中学）

2014/6/25 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2 深谷中が優勝 県中学校ラグビー兼関東中学大会県予選　【決勝トーナ
メントの記録】　（5/4、5/12、5/19埼玉新聞と同内容）

スポーツ（中学）

2014/6/25 埼玉新聞 11
第96回全国高校野球埼玉大会組み合わせ　寄居城北-浦和実　※トーナ
メント表　（ほか同日の朝日、読売、毎日、産経、東京新聞、スポーツニッポンに同
様記事）

スポーツ（高校）

2014/6/26 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　【評】 投稿
2014/6/26 毎日新聞 22 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿
2014/6/27 朝日新聞 29 寄居の放火殺人 容疑者鑑定留置　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故

2014/6/27 朝日新聞 29

●関越道の壁に衝突し4人重軽傷　26日午前6時50分ごろ、東松山市石橋
の関越道上り線で、寄居町の建設作業員(男性1)（56）のライトバンが、道路左側の
コンクリート壁に衝突　(男性1)は肋骨が折れるなど重傷　後部座席にいた同町の
(男性2)（55）が脳内出血の重傷　他に同乗していた男性2人も軽いけが

事件・事故

2014/6/27 読売新聞 33 寄居の放火殺人 容疑者を鑑定留置　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故
2014/6/27 埼北よみうり 6 [埼北7月ｉｎｆｏ]　12日（土）・13日（日）　♦よりい夏まつり　寄居市街（寄居町） イベント情報

2014/6/27 埼北よみうり 7 担ぎ手募集中 夏まつり 女性みこし（寄居町）　（6/6埼玉新聞と同内容）
※写真

観光

2014/6/27 毎日新聞 25 寄居の放火殺人 容疑者鑑定留置　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故

2014/6/27 日本経済新聞 41 「鉄道むすめ」記念乗車券 秩父鉄道、2000セット限定　秩父鉄道は28
日、今春新たに作られたキャラクター「桜沢みなの」の記念乗車券を発売　※写真

経済・産業

2014/6/27 産経新聞 27 ▽寄居の放火殺人、男を鑑定留置　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故

2014/6/27 東京新聞 24 [NEWSフラッシュ] ★寄居の火災、放火殺人容疑の男を鑑定留置　（同
日の埼玉新聞と同内容）

事件・事故

2014/6/27 埼玉新聞 12

故郷の風景 絵はがきに（寄居） 上尾の宮下さん製作　上尾市の主婦、
宮下登志江さん（61）が、故郷の寄居町風布地区の風景を描いた絵はがきを製作
NPO法人「寄居観光クリエイション」で販売　4枚セット500円　収益の一部は寄居町
で進められている桜の植樹活動に寄付　※写真

地域

2014/6/27 埼玉新聞 19

寄居放火殺人 男を鑑定留置 さいたま地検　2011年に寄居町で起きた民
家火災で、焼け跡から60代男性と80代の母親が遺体で見つかった事件　さいたま
地検は26日、殺人と現住建造物放火の疑いで逮捕された、同町西ノ入、無職(男
性)容疑者（27）の鑑定留置をさいたま簡裁に請求し認められたと発表　決定は25
日付　鑑定留置の期間は26日から9月25日まで

事件・事故

2014/6/28 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

2014/6/28 埼玉新聞 2 [高齢者叙勲]　27日　▷瑞宝双光章　元岡部町立本郷小学校長 関根輝三氏＝
寄居町寄居　（ほか同日の読売新聞に同様記事）

叙位叙勲

2014/6/28 埼玉新聞 7
♢陸上　県選手権第1日（27日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場）　【女子】▷
5000㍍競歩　③小池（本庄東高）24分57秒22　※小池優佳（本庄東高2年、男衾中
出身）

スポーツ（高校）

2014/6/29 埼玉新聞 5
図書館マスコットの貼り絵寄贈 寄居の福祉施設　寄居町のデイサービス
センター「ゆうが立原」の通所者らが町立図書館のマスコット「KIZZY」の貼り絵2点
を製作　同館に寄贈　通所者33人と職員7人が3カ月かけて完成させた　※写真

地域

2014/6/30 埼玉新聞 4 [けやき 読者の声]　高校野球　テーマ投稿　平和だから野球できる　大野順一
（68歳・寄居町）

投稿

2014/6/30 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)吉澤紀子 (評)　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)石澤無涯 投稿

2014/6/30 埼玉新聞 13
沿線の各キャラでラッピング列車 東武東上線100周年で　東武鉄道は7
月1日から来年3月31日まで、東上線の沿線自治体25団体のマスコットキャラクター
をデザインしたラッピング列車を運行　▷乙姫ちゃん（寄居町）

経済・産業


