
平成26（2014）年 寄居町新聞記事索引（7～12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
2014/7/1 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）

2014/7/1 埼玉新聞 18
[森林フォトコンテスト]　「第23回さいたま森林フォトコンテスト」の審査会が30
日、さいたま市で開かれ、入選作品20点が決定　▷準特選・県緑化推進委員会賞
＝武内道直（寄居町）

受賞・表彰

2014/7/2 朝日新聞 28
[埼玉マリオン] ●アート　♦四季を巡る水彩画展　21日[月][祝]まで、埼玉伝統
工芸会館　寄居町在住の画家・清澤正孝さんが描いた県北部地域の四季の風景
など　※作品画像

イベント情報

2014/7/2 埼玉新聞 6

県小学生学年別柔道大会　第45回県小学生学年別柔道大会兼全国小学生
学年別柔道大会県予選　6月29日、県武道館　井田侑希（深谷柔道SEIWA会）ら
が、8月17日に岩手県で行われる全国大会に出場　【男子】▷6年50㌔以下級　②石
岡秀星（寄居男衾柔道）　【女子】▷5年40㌔超級　①井田侑希（深谷柔道SEIWA会）
▷6年45㌔超級　③井田朋伽（深谷柔道SEIWA会）　※写真

スポーツ（小学）

2014/7/2 埼玉新聞 13 [まちひとであい] 催し　♦第6回図書館まつり（寄居）　19、20日、町立図書館 イベント情報

2014/7/3 朝日新聞 28 沿線キャラとＧＯ！ 東武東上線100年で運行中　（6/30埼玉新聞と同内
容）　※写真（寄居町の「乙姫ちゃん」）、車内路線図画像

経済・産業

2014/7/3 毎日新聞 26 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2014/7/3 埼玉新聞 5
[インフォメーション]　♦県北地区7カ所で融資相談会　日本政策金融公庫熊谷
支店（国民生活事業）が県北地区の中小企業を対象に「夏季資金融資相談会」
日程と会場　▷7月18日＝寄居町商工会

経済・産業

2014/7/3 埼玉新聞 14

[埼玉伝統工芸会館だより] 透明水彩に魅せられ 清澤正孝「四季を巡
る水彩画展」　寄居町在住の画家・清澤正孝さん（60）の「四季を巡る水彩画展
～透明水彩との出逢い～」が21日まで開かれている　商業デザインの会社を設立
するため寄居に移り住む　県北地域を描いた52点を展示　※写真

文化・芸術

2014/7/4 埼玉新聞 15

鮮やかなピンク エキナセア見頃 あすからイベントも（寄居）　寄居町で
特産のエキナセアの花が見頃を迎える　5、6日にはエキナセア祭　会場は農産物
加工施設「里の駅アグリン館」　「美と健康のフェスティバル」と銘打ち開花時期に
合わせて開催　今年で8回目　※写真

地域

2014/7/4 埼玉新聞 11
[第96回全国高校野球埼玉大会 シード16校戦力分析]【2】 Ｄシード 松
山　投手陣　球威が上がったエース右腕青貫　※青貫翔(松山高3年、城南中出
身）

スポーツ（高校）

2014/7/5 毎日新聞 15 [男の気持ち]　2017.7.5　鈍行人生　埼玉県寄居町　大野順一　無職・68歳 投稿

2014/7/5 日本経済新聞 37
[まちを楽しむ 首都圏まるかじり] ド迫力、荒川の放水模型 知る見る
歩く 埼玉・寄居「かわはく」で体感　※写真3

連載特集

2014/7/5 埼玉新聞 12
実力者揃い混戦も 県シニアゴルフ 7日、日高で開催　ゴルフの第29回県
シニア選手権　今年のシニアの部　明石諭（寄居）ら、実力者がエントリーし混戦が
予想される

スポーツ（アマゴル
フ）

2014/7/6 埼玉新聞 4 [今週のこよみ]　12日（土）　夏期企画展「ふしぎ・かっこいい　さいたまと日本の
爬虫類」（9月7日まで、寄居町・県立川の博物館）

その他

2014/7/8 埼玉新聞 14
県知事杯市町村交流囲碁 154人参加で初開催　県知事杯第1回埼玉県
市町村交流囲碁大会　6日、川口市立中央ふれあい館　【個人全勝賞】一般・森屋
偉作（寄居）

受賞・表彰

2014/7/8 埼玉新聞 15

[クリック] 「2度楽しめる」　先月下旬、東秩父村の和紙の里で版画の全国公
募展「版画フォーラム2014」開催　一つの特徴が公募展では珍しい「再展示」　現
在、地元の菓子舗「小松屋本店」、小川町の晴雲酒造・ギャラリー玉井屋、嵐山町
のカフェ＆ギャラリー「シスル」、寄居町の日本料理「喜楽」で版画展を開催中

コラム

2014/7/9 埼玉新聞 5

[県シニアゴルフ]　〈7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（55～64歳）、グランドシニア（65歳以上）　[シニア
の部]　♦シニアの部上位成績♦　⑰明石諭（寄居）81（41、40）　[グランドシニアの
部]　♢24位以下の成績♢　㊽大久保常彦（寄居）92

スポーツ（アマゴル
フ）

2014/7/9 埼玉新聞(第2部) -

激戦 その一瞬を見逃すな。[第96回全国高校野球選手権埼玉大会]
※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（男
衾･1）　川越工（城南･1）　川越東（寄居･1）　熊谷工（城南・1）　熊谷商（城南･1）
児玉（城南･1）　児玉白楊（寄居･1）　滑川総合(城南･1、寄居・1)　本庄第一(寄居・
1)　本庄東（寄居･1）　松山（城南･1）　寄居城北(寄居・3、城南・1)　（ほか6/28、
7/2、4、5読売新聞、6/28～30、7/1毎日新聞、7/4朝日新聞(別刷り特集)に同様記
事）

スポーツ（高校）

2014/7/10 日本経済新聞 37

ホンダ寄居工場 稼働1年 部品各社、増設相次ぐ 従業員、多くは車通
勤 地元商店、恩恵少なく　ホンダの寄居工場の稼働開始から9日で1年　2000
人が働く「国内最後」と呼ばれた巨大完成車工場の進出を受け、県内の部品各社
で新工場の稼働や生産ラインの新設が相次ぐ　一方、地元飲食店などへの波及効
果はほとんどみられない　※写真、位置図

経済・産業

2014/7/10 埼玉新聞 8 第48回交通安全子供自転車埼玉県大会 代表41校204人が技を競う
出場校一覧　寄居町立用土小学校

特集

2014/7/11 朝日新聞 29

カフェ・合コンで 憲法 気軽に学ぶ　集団的自衛権行使を可能にするための
解釈改憲　「カフェ」や「合コン」と銘打ち、憲法について気軽に学び、語り合う催し
が広がりつつある　寄居町では8月23日、生活クラブ生協秩父支部と同生協熊谷ブ
ロック環境平和委員会の共催で「憲法カフェ」の開催が予定される

地域

2014/7/11 読売新聞 34 [Ｆｒｉｄａｙさいたま イベントガイド] 花火大会特集　♦寄居玉淀水天宮祭花
火大会　8月2日、寄居駅徒歩15分の玉淀河原

イベント情報

2014/7/11 読売新聞 34 [よみうり文芸]　♢…5月の月間賞受賞作品…♢　【短歌】　（23日付）　寄居町　田
中広美

投稿
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2014/7/11 埼北よみうり 4 [埼北の夏まつり①]　よりい夏まつり（寄居町）　7月12（土）、13日（日）　寄居町
中心市街地　※写真

イベント情報

2014/7/11 埼北よみうり 6 [エンタメ]　写真展　寄居町観光写真コンクール展示会　7月12（土）～17日（木）
寄居町役場ロビー

イベント情報

2014/7/11 埼玉新聞 8
NTTドコモカップ第24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年以下の熱戦　[フレッシュミニバスケットボール会場案内]
北部地区　寄居あたご体育館 7月13日（日） 男子 寄居ミニバス　※原文ママ

スポーツ（小学）

2014/7/11 埼玉新聞 7 [リトルシニア]　〈北関東支部夏季大会〉　6日、新座市営球場など　▷1回戦　寄
居10-0入間（四回コールド）

スポーツ（中学）

2014/7/11 埼玉新聞 10･11

[第96回全国高校野球 埼玉大会 第2日]　[上尾市民球場]▽1回戦　児玉
白楊10-5三郷　児玉白楊 ⑨井上　[川越初雁球場]▽1回戦　川越東3-1川越西
川越東 R菱沼 [県営大宮球場]▽1回戦　滑川総合5-3浦和北（延長10回）　滑川総
合 ①神田　[熊谷公園球場]▽1回戦　熊谷工12-2狭山清陵　熊谷工 ⑥小坂　※
井上雄飛（児玉白楊高2年、寄居中出身）、菱沼晃大（川越東高3年、寄居中出
身）、神田夏輝（滑川総合高3年、城南中出身）、小坂秀和(熊谷工高2年、城南中
出身）　（ほか同日の朝日、読売、毎日、産経、東京新聞の各紙に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2014/7/11 埼玉新聞 17 [つれづれ]　教師からの言葉　清水美里（寄居町、18歳） 投稿

2014/7/11 スポーツニッポン 10

16年ぶり甲子園へ 滑川総合“粘闘”発進 ♦埼玉 神田が10回完投 [阪
神]久保田以来の聖地へ2度リード許すも逆転　滑川総合の1㍍62の小兵
右腕・神田が、投打でチームをけん引　延長10回の激闘を制し、8安打3失点で完
投　※神田夏輝（滑川総合高3年、城南中出身）、写真

スポーツ（高校）

2014/7/12 東京新聞 24 鳩山37度、熊谷36.6度 県内各地猛暑日　（同日の埼玉新聞と同内容） 気象

2014/7/12 埼玉新聞 18 鳩山で37.0度 今年一番の暑さ　台風一過となった県内は11日、気温が上昇
各地で今年一番の暑さ　寄居35.7度

気象

2014/7/13 東京新聞 24

県知事賞に川副さんの「桜吹雪」 寄居町の観光写真コンクール
「2014寄居町観光写真コンクール」の受賞者が決まり、最優秀作品の県知事賞に
川副紀久雄さん（74）の「桜吹雪」　鉢形城公園のエドヒガンを大雪時に撮影　主な
受賞者　▷県物産観光協会賞 栗島信男　▷県産業労働部長賞 長谷川孝　▷町長賞
高田静男　▷町観光協会長賞 黒沢伸二　▷町商工会長賞 柴崎計子　※作品画像
（知事賞）

受賞・表彰

2014/7/13 埼玉新聞 8･9

[第96回全国高校野球 埼玉大会 第3日]　[熊谷公園球場]▽2回戦　正智
深谷6-3熊谷商　熊谷商 ⑧78青木　[上尾市民球場]▽2回戦　松山6-1大宮光陵
松山 ①青貫　次は攻めの投球を ○松山・青貫投手 ※コメント　▽2回戦　寄居城
北8-1浦和実　寄居城北 ③雨宮 ②伊藤　馬場が力投 8失点も堂々 ●寄居城北
▽2回戦　所沢商14-4児玉（6回コールド）　児玉 ⑥福島　※青木亮太（熊谷商高3
年、城南中出身）、※青貫翔(松山高3年、城南中出身）、雨宮雄大･伊藤翔（寄居
城北高3年、寄居中出身）、福島遼太朗（児玉高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に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2014/7/14 産経新聞 24

爬虫類 不思議に迫る 川博で企画展 生体・標本を紹介　爬虫類を紹介
する県立川の博物館（寄居町）の企画展「ふしぎ・かっこいい 埼玉と日本の爬虫
類」が始まる　アオダイショウなど6種を生体展示　約60種を標本や写真パネルなど
で紹介　9月7日まで

文化・芸術

2014/7/14 東京新聞 18 [情報ファイル] 展覧会　♦夏期企画展「ふしぎ・かっこいい　埼玉と日本の爬虫
類」展　9月7日まで　県立川の博物館

イベント情報

2014/7/14 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
12,816　人口総数34,434　男17,077　女17,357

統計

2014/7/14 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　星野光二選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)石澤無涯 投稿
2014/7/14 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や0-0　※名古屋場所初日 スポーツ（大相撲）

2014/7/14 埼玉新聞 11

[第96回全国高校野球 埼玉大会 第4日]　[県営大宮球場]▽2回戦　本庄
第一8-1越谷南　本庄第一 ④佐藤　[市営浦和球場]▽2回戦　滑川総合10-0浦和
（5回コールド）　滑川総合 ①神田　▽2回戦　本庄東12-2開智（6回コールド）　本庄
東 ①杉山　[川口市営球場]▽2回戦　いずみ5-0児玉白楊　児玉白楊 ⑨井上　※
佐藤凌（本庄第一高2年、寄居中出身）、神田夏輝（滑川総合高3年、城南中出
身）、杉山遼真（本庄東高3年、寄居中出身）、井上雄飛（児玉白楊高2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）

2014/7/15 東京新聞 26 勇壮 みこし6基練り歩き 寄居夏祭り　「寄居夏祭り」が13日、開かれた　※
写真

地域

2014/7/15 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○1-0　※名古屋場所2日目 スポーツ（大相撲）

2014/7/15 埼玉新聞 11

[第96回全国高校野球 埼玉大会 第5日]　[上尾市民球場]▽2回戦　春日
部工6-5熊谷工　熊谷工 ⑥小坂　※小坂秀和(熊谷工高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）

2014/7/15 埼玉新聞 15

［ニュースクリップ］ ♦準強制わいせつ容疑で男逮捕（小川署）　小川署
は13日、準強制わいせつの疑いで、寄居町用土、会社員(男性)容疑者（40）を現行
犯逮捕　13日午前7時40分ごろ、東武東上線小川町駅に到着した下り電車内で、
寝込んでいた20代女性の胸を触る　容疑を認めている

事件・事故

2014/7/16 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

3 [珠算]　珠算・暗算段位検定試験昇段者（5月25日、全国珠算学校連盟主催）　■
第235回珠算段位検定試験　【2段】　飯島理緒（寄居男衾小6）

珠算・暗算

2014/7/16 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

3 ♦第361回段位認定試験合格者♦　主催/全国珠算教育連盟埼玉県支部
〈暗算〉　【初段】安念伸泰（寄居男衾小6）

珠算・暗算
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2014/7/16 読売新聞 32
松山 投手戦制す　虎の子の1点を先発青貫翔（3年）が打たせて取る投球で守
り切り、公式戦初の完封勝利　※青貫翔(松山高3年、城南中出身）　（ほか試合結
果は同日の埼玉新聞と同内容）

スポーツ（高校）

2014/7/16 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○2-0　※名古屋場所3日目 スポーツ（大相撲）

2014/7/16 埼玉新聞 9
[第96回全国高校野球 埼玉大会 第6日]　[県営大宮球場]▽3回戦　松山
1-0坂戸西　松山 1青貫　※青貫翔(松山高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）

2014/7/17 朝日新聞 29
19日に討論会 寄居町長選の予定者　8月5日告示、10日投開票の寄居町
長選を前に、町民有志が相次いで立候補予定者の意見を聴く会を開く　19日は「よ
りい会館」で討論会　26日は「男衾コミュニティーセンター」で演説会

選挙

2014/7/17 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

2014/7/17 東京新聞 22 寄居町長選で公開討論会 19、26日　（同日の朝日新聞と同内容） 選挙
2014/7/17 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や2-0　※名古屋場所4日目 スポーツ（大相撲）

2014/7/17 埼玉新聞 9 [県中学総体] ラグビー　第2日、16日・熊谷荒川ラグビー場　▷準々決勝　寄居
21-14深谷南

スポーツ（中学）

2014/7/17 埼玉新聞 10

[第96回全国高校野球 埼玉大会 第7日]　[上尾市民球場]▽3回戦　本庄
第一12-6滑川総合　本庄第一 ④佐藤　滑川総合 ①61神田　[朝霞市営球場]▽3
回戦　川越東4-0大宮南　川越東 ⑦菱沼　※佐藤凌（本庄第一高2年、寄居中出
身）、神田夏輝（滑川総合高3年、城南中出身）、菱沼晃大（川越東高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）

2014/7/18 読売新聞 31 [よみうり文芸] 短歌　梅内美華子選　【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

2014/7/18 読売新聞 33

窃盗容疑など115件を追送検　県警捜査3課と秩父署、川越署は17日、日高
市の無職(男性)被告（41）（窃盗罪などで公判中）が窃盗など118件に関与した疑い
が強まり、このうち115件について窃盗容疑などでさいたま地検熊谷支部に追送検
昨年8月～今年3月、秩父市や寄居町の民家115軒に侵入し、現金計約507万円を
盗んだ疑い

事件・事故

2014/7/18 埼玉新聞 7 [リトルシニア]　〈北関東支部夏季大会〉　13日、旧騎西高校など　▷2回戦　所沢
南5-4寄居（延長九回）

スポーツ（中学）

2014/7/18 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や2-0　※名古屋場所5日目 スポーツ（大相撲）

2014/7/18 埼玉新聞 10･11

[第23回さいたま森林フォトコンテスト] 入選作品紹介　[準特選 埼玉県緑
化推進委員会賞]　木陰のブランコ（撮影地・嵐山町） 武内道直さん（寄居町）　※
作品画像、評　[佳作 全13点]　自生林の見える丘（撮影地・寄居町） 瀬沼進一さん
（川越市）　※作品画像

文化・芸術

2014/7/18 埼玉新聞 13
寄居出身バンドがジャズコンサート あす、町役場　音楽を通じて寄居町を
元気にしようと、地元出身の4人組バンド「MINAとゆかいな仲間達」が19日、役場1
階ロビーでジャズコンサートを開く　8月16日にも

文化・芸術

2014/7/19 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6日目 スポーツ（大相撲）

2014/7/20 埼玉新聞 4

福島の子ども支援 ボランティア募集 賛同金も呼び掛け　さいたま市の
ボランティア団体「福島っ子保養支援・交流プロジェクト埼玉」　福島県の子どもたち
約10人を招き、屋外でのびのびと過ごしてもらう「緑の交流プロジェクト」を27日から
31日まで、寄居町の民間保養施設「学びの里」で行う　プロジェクトへの協力を呼び
掛け

福祉・医療

2014/7/20 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○3-1　※名古屋場所7日目 スポーツ（大相撲）

2014/7/20 埼玉新聞 7
[国体予選] 陸上　1位記録　「北部」（第1日、19日・熊谷スポーツ文化公園陸上
競技場）　【少年女子】▷5000㍍　小池優佳（本庄東高）25分55秒39　※小池優佳
（本庄東高2年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2014/7/20 埼玉新聞 8
[第96回全国高校野球 埼玉大会 第9日]　[市営大宮球場]▽4回戦　松山
3-2富士見　松山 1青貫　※青貫翔(松山高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）

2014/7/21 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

2014/7/21 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8日目 スポーツ（大相撲）

2014/7/21 埼玉新聞 7 [県中学総体] 深谷と寄居決勝へ進出 ラグビー　20日（第3日・熊谷荒川ラ
グビー場）　▷準決勝　寄居47-7熊谷大幡

スポーツ（中学）

2014/7/21 埼玉新聞 8

[第96回全国高校野球 埼玉大会 第10日]　[市営大宮球場]▽4回戦　川越
東6-0白岡　川越東 ⑦菱沼　[上尾市民球場]▽4回戦　本庄第一6-2春日部工　本
庄第一 ④佐藤　※菱沼晃大（川越東高3年、寄居中出身）、佐藤凌（本庄第一高2
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）

2014/7/21 埼玉新聞 11 [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

2014/7/22 読売新聞 14
高速道ＳＡ 楽しい！　高速道路のサービスエリア（SA）やパーキングエリア
（PA）の設備が充実　表-■ほかにもある各地の特徴的なSAやPA　寄居PA（上り
線）　「星の王さま」がテーマ

特集

2014/7/22 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●3-2　※名古屋場所9日目 スポーツ（大相撲）

2014/7/23 産経新聞 25 気温ぐんぐん 全観測所で真夏日　22日、県内全8カ所の観測所で最高気温
が30度を超える真夏日　▷寄居32.9度

気象

2014/7/23 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や3-2　※名古屋場所10日目 スポーツ（大相撲）
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2014/7/23 埼玉新聞 8 [県中学総体] 深谷2度目Ｖ ラグビー　22日（最終日・熊谷荒川ラグビー場）
▷決勝　深谷48-7寄居　※出場メンバー表

スポーツ（中学）

2014/7/23 埼玉新聞 8 [県中学総体] バスケットボール　22日（第1日・深谷ビックタートルほか）　▷男
子1回戦　八潮大原71-59寄居　▷女子1回戦　和光二92-66寄居男衾

スポーツ（中学）

2014/7/23 埼玉新聞 10･11

[第96回全国高校野球 埼玉大会 第11日]　[市営大宮球場]▽5回戦　春日
部共栄2-1川越東　川越東 7菱沼　[上尾市民球場]▽5回戦　蕨5-1本庄第一　本
庄第一 ④佐藤　[県営大宮球場]▽5回戦　市川越5-3松山　松山 ①青貫　※菱沼
晃大（川越東高3年、寄居中出身）、佐藤凌（本庄第一高2年、寄居中出身）、青貫
翔(松山高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）

2014/7/23 埼玉新聞 14 [夜空に大輪 県内の花火大会]　♦寄居玉淀水天宮祭花火大会　8月2日 イベント情報
2014/7/24 毎日新聞 26 [俳句]　■星野光二選　寄居・小渕美津子 投稿
2014/7/24 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【序二段】☆湊竜（寄居）○4-2　※名古屋場所11日目 スポーツ（大相撲）

2014/7/25
朝日新聞
（別刷り特集）

5

第55回埼玉県吹奏楽コンクール 心ひとつに 出場団体と日程 地区大
会　【中学B】　■北部地区（8月2日　本庄市民文化会館）　寄居町立寄居中　佐藤
ユカリ(指揮者)　喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション(演奏曲)　【高校C】
■8月1日　さいたま市文化センター　県立寄居城北高　小堺修　大草原の歌

文化・芸術

2014/7/25 読売新聞 29
[Ｆｒｉｄａｙさいたま イベントガイド]　＊ギャラリー＊　♦荒川を撮る会 創立15周
年記念写真展　31日～8月3日、秩父市の矢尾百貨店　＊イベント＊　♦かわはく夏
まつり　27日　県立川の博物館

イベント情報

2014/7/25 埼北よみうり 3
役場庁舎でコンサート 3年前から町民に開放（寄居町）　寄居町のアマ
チュア音楽家によるコンサートが19日、寄居町役場庁舎1階のロビーで行われた
男女4人組のジャズバンド「MINAとゆかいな仲間達」　※写真

地域

2014/7/25 埼北よみうり 4 [埼北の夏まつり＆花火大会②]　寄居玉淀水天宮祭（寄居町）　1931（昭和
6）年にはじまった歴史ある盆祭り　8月2日（土）　玉淀河原　5000発　※写真

イベント情報

2014/7/25 埼北よみうり 6 [埼北8月ｉｎｆｏ]　2日（土）　♦寄居玉淀水天宮祭　玉淀河原（寄居町） イベント情報
2014/7/25 埼北よみうり 6 [ｐｉｃｋ ｕｐ]　イベント　かわはく夏まつり　7月27日（日）　県立川の博物館 イベント情報

2014/7/25 東京新聞 26
児童42人菊作り 「わくわくする」 寄居町立桜沢小　寄居町立桜沢小学校
の6年生42人が花園菊花愛好会会員の指導を受けながら本格的な菊作りに挑戦
開花した鉢植えは10月中旬に「道の駅はなぞの」などで展示される　※写真

地域

2014/7/25 埼玉新聞 9 爬虫類の魅力紹介 川の博物館で企画展 寄居　（7/14産経新聞と同内
容）　※写真

文化・芸術

2014/7/25 埼玉新聞 12
[埼玉新聞創刊70周年記念 県アマ選手権]　〈第1予選、24日・森林公園GC
＝6968㍎、パー72＝96人〉　埼玉新聞創刊70周年記念第36回大会が開幕　【第1
予選通過者】　+2③吉田莉生（寄居）74（38、36）　※上位選手のスコア表

スポーツ（アマゴル
フ）

2014/7/25 埼玉新聞 12 郷土力士星取表　【序二段】☆湊竜（寄居）や4-2　※名古屋場所12日目 スポーツ（大相撲）

2014/7/26 読売新聞 34 [ＩｎｔｅｒＨｉｇｈ 南関東総体2014] 選手紹介①　【陸上競技】♢女子　小池優佳
（本庄東）　※小池優佳（本庄東高2年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2014/7/26 埼玉新聞 1

市町村、県2年連続減 14年度地方交付税 消費増税で収入増　政府は
25日、地方交付税（普通交付税）の2014年度交付額を決定　県内63市町村分は前
年度比3.8％減　2年連続のマイナス　消費税率の引き上げに伴い、自治体の収入
が増えたことが主な要因　減少額が多いのは⑤寄居町　寄居町は自動車製造関
連工場の稼働で固定資産税が見込まれる　表-2014年度普通交付税の交付決定
額（市町村別）　寄居町　954,627（千円：交付決定額）　▲28.1（％：増減率）

行政

2014/7/26 埼玉新聞 2 [高齢者叙勲]　25日　▷旭日単光章　元寄居町議根岸元男氏＝寄居町用土
（ほか同日の読売新聞に同様記事）

叙位叙勲

2014/7/26 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【序二段】☆湊竜（寄居）や4-2　※名古屋場所13日目 スポーツ（大相撲）

2014/7/26 埼玉新聞 10･11 [埼玉県芸術文化祭2014協賛 第25回彩の国埼玉ピアノコンクール]
予選出場者一覧　7/31（木）埼玉会館小ホール　【F部門】岡部有紀（寄居）

文化・芸術

2014/7/26 埼玉新聞 18
熊谷36.8度 今年一番 猛暑日、全国で187地点　25日、全国的に気温が上
昇　927カ所ある気象庁の観測地点の7割以上にあたる683地点で、最高気温が30
度以上となる真夏日　寄居町35.8度

気象

2014/7/27 東京新聞 22 [NEWSフラッシュ] ★寄居で住宅全焼　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故
2014/7/27 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【序二段】☆湊竜（寄居）や4-2　※名古屋場所14日目 スポーツ（大相撲）

2014/7/27 埼玉新聞 15
[ニュースクリップ] ♦寄居で民家全焼　26日午後0時20分ごろ、寄居町富
田、自営業(男性)（48）方から出火　木造2階建て住宅を全焼し、延焼で隣家の雨ど
いを焼いた　けが人なし

事件・事故

2014/7/28 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

2014/7/28 埼玉新聞 3
[今週のこよみ]　2日（土）　▷寄居玉淀水天宮祭花火大会（寄居町・荒川玉淀河
原）

その他

2014/7/28 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　星野光二選　(寄居)吉澤祥匡（2首）　(寄居)石澤無涯 投稿
2014/7/28 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【序二段】☆湊竜（寄居）○5-2　※名古屋場所千秋楽 スポーツ（大相撲）

2014/7/29 読売新聞 29 カメムシ発生で注意報 コメ、果樹農家に 県北部 平年の4～5倍
（6/12埼玉新聞と同内容）

環境

2014/7/30 朝日新聞 24 [情報クリップ] 「関東一の水祭り」今年も　「寄居玉淀水天宮祭」が8月2日、
玉淀河原で開かれる　※写真

イベント情報

2014/7/30 読売新聞 26 [記録ファイル] 柔道　第45回県小学生学年別大会兼第11回全国小学生学年
別大会県予選会　（7/2埼玉新聞と同内容）

スポーツ（小学）

2014/7/31 埼玉新聞 13 [まちひとであい] 展示　♦荒川を撮る会秩父展（秩父）　31日-8月3日、矢尾百
貨店　創立15周年を記念して行われ、会員の作品120点を展示

イベント情報
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2014/7/31 朝日新聞 24 [さいたま文化] ■歌壇　水野昌雄選　（寄居）安良岡正二 投稿
2014/7/31 読売新聞 26 [ＩｎｔｅｒＨｉｇｈ 南関東総体2014]　♢陸上♢　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（高校）
2014/7/31 毎日新聞 24 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子　寄居・小渕美津子 投稿

2014/7/31 日本経済新聞 35

河川敷 にぎわい呼ぼう 県内、商業利用相次ぐ 寄居 予約制バーベ
キュー場　国の規制緩和で商業利用が可能になったことを受け、河川敷をにぎわ
いのある空間にしようとする取り組みが埼玉県内で相次いでいる　寄居町では事
前予約制のバーベキュー場がオープン　寄居町観光協会が運営　図-河川敷の商
業利用は県内で4ヵ所

経済・産業

2014/7/31 日本経済新聞 35
送迎バス需要増 寄居に営業所 イーグルバス　中堅バス会社のイーグル
バス（川越市）は、送迎バス事業の拡大に対応するため、寄居町に営業所を開設
大手自動車メーカーの関連工場があり、送迎バス需要が増加　※写真

経済・産業

2014/7/31 埼玉新聞 7 [リトルシニア] 寄居 開幕5連勝　〈北部ブロックリーグ〉　27日、西大輪グラウ
ンド　寄居が久喜を下し、連勝を5に伸ばした　寄居4-1久喜

スポーツ（中学）

2014/7/31 埼玉新聞 9
[高校総体ｉｎ南関東] 陸上　30日・山梨中銀スタジアム　【女子】▷5000㍍競歩
予選　「2組」　⑦小池優佳（本庄東）24分46秒90＝決勝進出　※小池優佳（本庄東
高2年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2014/7/31 埼玉新聞 15
中学生がお店体験 空き店舗活用 食品など65品販売 寄居　寄居町の
中学生12人が28日から31日まで、商店街の空き店舗を活用した「ショップ乙姫ちゃ
んJOY店」で就業体験　今年で5回目　城南中、男衾中、寄居中の1年生が参加
※写真

地域

2014/8/1 読売新聞 25 [よみうり文芸] 俳句　石田郷子選　【入選】　寄居町　町田智志 投稿

2014/8/1 東京新聞 22 あす花火大会 寄居玉淀水天宮祭　寄居玉淀水天宮祭が2日夜、寄居町の
荒川沿い玉淀河原で開かれる　※写真

地域

2014/8/1 埼玉新聞 11
[高校総体ｉｎ南関東] 陸上　31日・山梨中銀スタジアム　【女子】▷5000㍍競歩
決勝　「2組」　⑪小池優佳（本庄東）24分36秒58　※小池優佳（本庄東高2年、男衾
中出身）

スポーツ（高校）

2014/8/2 朝日新聞 25 54人熱中症の疑い　高気圧の影響で県内各地で35度を超えて猛暑日となった
1日、（県内で）54人が熱中症の疑いで病院に運ばれた　寄居で36.0度

気象

2014/8/2 朝日新聞 25 ♢第55回県吹奏楽コンクール地区大会　1日　【高校C】▷優良賞　寄居城北 文化・芸術

2014/8/2 埼玉新聞 1
[さきたま抄]　214・8・2　▶県内では今日から明日にかけて、寄居玉淀水天宮祭
や戸田橋花火大会などが行われ、色とりどりの花火が打ち上げられる　▶花火には
鎮魂の意味もある

コラム

2014/8/3 朝日新聞 33

[埼玉ロケ地巡り] そして父になる 寄居 近所の河原が「聖地」に　寄居
町を貫くように流れる荒川　JR八高線鉄橋下の河川敷　カンヌ国際映画祭審査員
賞を受賞した「そして父になる」（2013年公開）の一場面がここで撮影された　※写
真、作品の一場面

連載特集

2014/8/3 朝日新聞 33 水面に映える 山車のあかり 寄居　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真 地域

2014/8/3 朝日新聞 33 ♢第55回県吹奏楽コンクール地区大会　2日　【中学B】≪北部地区≫▷銀賞
寄居

文化・芸術

2014/8/3 読売新聞 29 ぼんぼりと花火の競演 寄居玉淀水天宮祭　（同日の埼玉新聞と同内容）
※写真

地域

2014/8/3 毎日新聞 25 花火と舟山車の競演に酔いしれ 寄居玉淀水天宮祭　（同日の埼玉新聞
と同内容）　※写真

地域

2014/8/3 東京新聞 26 舟山車と5000発の花火 光の競演 寄居玉淀水天宮祭花火大会　（同
日の埼玉新聞と同内容）　※写真

地域

2014/8/3 埼玉新聞 1
[伝えたい埼玉の祭り] 川面に光の競演 寄居の水天宮祭　寄居玉淀水
天宮祭が2日、荒川の玉淀河原で開かれた　5隻の舟山車と5千発の花火が、夜の
川面を舞台に競演　※写真

地域

2014/8/3 埼玉新聞 14
埼玉ピアノコンクールＥ･Ｆ部門 59人が準本選進出　第25回彩の国・埼玉
ピアノコンクールのE・F部門の予選会　7月29、30、31日の3日間　埼玉会館　準本
選進出者59人が決定　予選通過者　【F部門】7月31日＝岡部有紀（寄居）

文化・芸術

2014/8/4 朝日新聞 31 寄居町長選は現新の対決か あす告示、投開票10日　（同日の埼玉新聞
と同内容）

選挙

2014/8/4 読売新聞 29 寄居町長選あす告示　（同日の埼玉新聞と同内容） 選挙
2014/8/4 毎日新聞 24 寄居町長選あす告示　（同日の埼玉新聞と同内容） 選挙
2014/8/4 東京新聞 16 寄居町長選あす告示　（同日の埼玉新聞と同内容） 選挙

2014/8/4 埼玉新聞 1

寄居町長選あす告示 ホンダ稼働どう生かす 進まぬ駅前整備も課題
任期満了に伴う寄居町長選　5日、告示　投開票は10日　再選を目指す現職の島
田誠氏（56）と、新人で元町監査委員の花輪利一郎氏（69）の一騎打ちとなる見通
し　昨年7月にホンダ寄居工場が稼働したものの、効果はいまひとつ　同8月には寄
居駅南口の大型商業施設「ライフ寄居店」が閉店し、跡地利用は現在も決まらず
町の活性化の鍵を握る2つの課題　有権者数は6月1日現在、2万9623人　※写真

選挙

2014/8/4 埼玉新聞 4 [県内週間日誌]　2日　♢寄居で水天宮祭 川面に光の競演 その他

2014/8/5 埼玉新聞 8 寄居 無傷の7勝目 [リトルシニア]　〈北部ブロックリーグ〉　2日、行田総合公
園野球場　寄居10-3足利（五回コールド）　寄居3-1太田市

スポーツ（中学）

2014/8/6 朝日新聞 26 埼玉マリオン ●アート　♦夏期企画展「ふしぎ・かっこいい 埼玉と日本の爬虫
類」展　9月7日まで　寄居町の県立川の博物館　※写真

イベント情報

2014/8/6 朝日新聞 27 現新2氏の争い 寄居町長選告示　（同日の埼玉新聞〈1〉と同内容）　※立候
補者写真、略歴

選挙

2014/8/6 読売新聞 35 熊谷で38.8度　（同日の産経新聞と同内容） 気象

2014/8/6 読売新聞 35 寄居町長選 現新一騎打ち　（同日の埼玉新聞〈1〉と同内容）　※立候補者写
真、略歴

選挙
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2014/8/6 毎日新聞 23 現新一騎打ち 寄居町長選 投開票は10日　（同日の埼玉新聞〈1〉と同内
容）　※立候補者写真、略歴

選挙

2014/8/6 産経新聞 25 熱中症で44人搬送 県内各地、今年一番の暑さ　県内は5日、猛烈な暑さ
▷寄居38.0度

気象

2014/8/6 産経新聞 25 現新の一騎打ち 寄居町長選　（同日の埼玉新聞〈1〉と同内容） 選挙

2014/8/6 東京新聞 22 現新の一騎打ち 寄居町長選告示　（同日の埼玉新聞〈1〉と同内容）　※立
候補者写真、略歴

選挙

2014/8/6 埼玉新聞 1

町の活性化争点に 寄居町長選告示 現新の一騎打ち　任期満了に伴う
寄居町長選は5日告示され、新人で元町監査委員の花輪利一郎氏（69）＝自民推
薦＝と、再選を目指す現職の島田誠氏（56）の無所属2人が立候補を届け出、現新
の一騎打ちとなった　投開票は10日　町の活性化が大きな争点　有権者数は4日
現在、2万9490人（男1万4643人、女1万4847人）　※立候補者写真、略歴、公約

選挙

2014/8/6 埼玉新聞 15

暑さ吹き飛ばす舌戦 寄居町長選告示 両陣営が出陣式　5日、任期満了
に伴う寄居町長選が告示　立候補届け出は、新人で元町監査委員の花輪利一郎
氏（69）と、再選を目指す現職の島田誠氏（56）　出陣式に臨んだ両氏が熱のこもっ
た演説　この日の寄居町の最高気温は38.0度　※写真

選挙

2014/8/7 埼玉新聞 7

美里杯少年野球大会　第13回美里杯少年野球大会　美里遺跡の森総合公園
▷1回戦　城南キングフィッシャーズ（寄居）13-1北泉ジェッターズ（本庄）　神川少年
野球8-3用土コルツ（寄居）　▷準々決勝　美里少年野球7-1城南キングフィッシャー
ズ

スポーツ（小学）

2014/8/7 埼玉新聞 15 寄居町長選立候補者の横顔（届け出順）　※写真 選挙
2014/8/8 読売新聞 32 読売書法展 入賞・入選者㊤　〈入選〉【寄居町】伴場秀萃 受賞・表彰

2014/8/8 埼北よみうり 1
9日（土）いよいよ開幕 32チーム頂点目指す 第28回読売旗争奪県北
少年野球選手権大会　オブスマクラブ-神川少年野球　※トーナメント表、写真
（32チーム主将）

スポーツ（小学）

2014/8/8 埼北よみうり 2 キャプテン 大会への意気込み！　オブスマクラブ　平沼陽介主将　※写真、
コメント

スポーツ（小学）

2014/8/8 埼北よみうり 5
第28回読売旗争奪県北少年野球選手権大会 代表32チーム紹介 目
指せ埼北の頂点‼　大里　オブスマクラブ　※写真（監督、選手）、選手名簿、戦
力分析

スポーツ（小学）

2014/8/8 埼北よみうり 8 第28回 予選参加チーム　【大里地区】マッキーズ、オブスマクラブ、中町ジュニ
ア、用土コルツ、城南キングフィッシャーズ

スポーツ（小学）

2014/8/8 埼玉新聞 8
県スポ少中学生軟式野球交流大会　県民総合体育大会第37回県スポーツ
少年団中学生軟式野球交流大会　3日まで、さいたま荒川総合運動公園　▷1回戦
戸田クラブ3-1中町ジュニア（寄居）

スポーツ（中学）

2014/8/8 埼玉新聞 8 ♢軟式野球　第46回小川町営グラウンド開設記念中学大会（7月19、20、30日・小
川町営八幡台グラウンド）　▷準々決勝　寄居6-2小川東　▷準決勝　滑川7-0寄居

スポーツ（中学）

2014/8/9 朝日新聞 27 寄居町長選 現新が対決 あす投開票　寄居町長選　10日投開票　4日の時
点での有権者数は2万9490人　※候補者写真、略歴

選挙

2014/8/9 読売新聞 27 寄居町長選あす投開票　（同日の朝日新聞と同内容）　※候補者写真、略歴 選挙
2014/8/9 毎日新聞 23 寄居町長選あす投開票　（同日の朝日新聞と同内容）　※候補者写真、略歴 選挙

2014/8/9 毎日新聞 23

[ニュース24時] 寄居・ひき逃げ容疑で男を逮捕　寄居署は8日、寄居町立
原の自営業(男性)（58）を道路交通法違反（ひき逃げ）などの疑いで逮捕　7日午後
1時15分ごろ、深谷市永田の国道140号で、信号待ちで停止していた乗用車に追突
してそのまま逃走、運転していた男性（51）に頸椎捻挫のけがを負わせた　「酒を飲
んで運転した」と話し、容疑を認めている

事件・事故

2014/8/9 東京新聞 5 [時事川柳]　埼玉県寄居町　ひとり蜂 投稿
2014/8/9 東京新聞 22 寄居町長選あす投開票　（同日の朝日新聞と同内容）　※候補者写真、略歴 選挙
2014/8/9 埼玉新聞 1 寄居町長選あす投開票　（同日の朝日新聞と同内容） 選挙
2014/8/9 埼玉新聞 2 寄居町長選立候補者の略歴・公約　※写真 選挙

2014/8/9 埼玉新聞 19 [ニュースクリップ] ♦ひき逃げ容疑で男を逮捕（寄居署）　（同日の毎日
新聞と同内容）

事件・事故

2014/8/10 読売新聞 32
読売旗少年野球 32チームが熱戦　「第28回読売旗争奪県北少年野球選手
権大会」が9日、熊谷さくら運動公園野球場などで開幕　▷1回戦　神川少年野球15-
0オブスマクラブ

スポーツ（小学）

2014/8/10 埼玉新聞 4 [県内週間日誌]　5日　町の活性化争点に 寄居町長選告示 現新の一騎打ち その他

2014/8/12 朝日新聞 28 寄居町長に新顔・花輪氏 現職破る　（同日の埼玉新聞〈1〉と同内容）　※写
真、略歴、開票結果

選挙

2014/8/12 読売新聞 31 寄居町長に花輪氏 初当選　（同日の埼玉新聞〈1〉と同内容）　※写真、略歴、
開票結果

選挙

2014/8/12 毎日新聞 22 花輪氏が初当選 寄居町長選 現職・島田氏破る　（同日の埼玉新聞〈1〉と
同内容）　※写真、略歴、開票結果

選挙

2014/8/12 産経新聞 19 花輪氏が初当選 寄居町長選　（同日の埼玉新聞〈1〉と同内容）　※開票結果 選挙

2014/8/12 東京新聞 22 新人花輪氏が初当選 寄居町長選 「町を再生、立て直す」　（同日の埼
玉新聞〈1〉と同内容）　※写真2、略歴、開票結果

選挙

2014/8/12 埼玉新聞 1

寄居町長に花輪氏 現職破り初当選 議会と協調路線へ　任期満了に伴
う寄居町長選は10日、投開票が行われ、無所属で新人の元町監査委員の花輪利
一郎氏（69）が現職の島田誠氏（56）を破り初当選　町議16人中14人の支援を受け
た新人と現職の一騎打ちは事実上、議会と町長の争いとなった　当日有権者数2
万9163人　投票者数1万5126人　投票率51.87％　※写真、開票結果

選挙

2014/8/12 埼玉新聞 2 寄居町長選当選者の略歴・公約 選挙
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2014/8/12 埼玉新聞 9

反現職で町議結束 寄居町長選 対立際立ち争点ぼやける　無所属新人
の花輪利一郎氏（69）が、無所属現職の島田誠氏（56）に約3400票差で初当選した
寄居町長選　勝因は反現職で結束した町議14人の組織力が大きい　一方で議会と
町長の対立が際立ち政策上の争点が見えにくい選挙戦となった　※写真

選挙

2014/8/12 埼玉新聞 9
福島の小学生ら寄居の自然満喫 保養支援プロジェクト　福島県内に住
む小学生ら16人　寄居町立原の「学びの里」で水遊びやキャンプファイヤーなど　さ
いたま市の「福島っ子保養支援＆交流プロジェクト埼玉」が企画　※写真

地域

2014/8/13 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

1 深谷中が6年ぶりＶ 県中学校総体ラグビーの部 寄居に今季負けなし
（7/23埼玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（中学）

2014/8/13 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2 [ラグビー]　■平成26年度中学校総体ラグビーフットボール大会の記録　【対戦
トーナメントの記録】　（7/17、7/21埼玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（中学）

2014/8/13 読売新聞 27 衝突で同乗者死亡　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故
2014/8/13 毎日新聞 23 [ニュース24時] 深谷・交差点事故で2人死傷　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故
2014/8/13 産経新聞 19 車とトラックが衝突 深谷で80代夫婦死傷　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故

2014/8/13 埼玉新聞 18

[ニュースクリップ] ♦大型トラックと衝突、軽乗用車の夫妻死傷（深谷）
12日午後1時45分ごろ、深谷市本郷の県道交差点で、ときがわ町、職業不詳(男性)
（82）の軽乗用車と寄居町赤浜、男性トラック運転手（25）の大型トラックが出合い頭
に衝突　軽乗用車の助手席に乗っていた(男性)の妻(女性)（80）が病院に搬送され
たが間もなく死亡　(男性)も重傷

事件・事故

2014/8/14 毎日新聞 22
お盆を満喫 恒例まつり きょう秩父音頭 あすは長瀞舟玉　皆野町で14
日、「秩父音頭」発祥地で「秩父音頭まつり」　昨年優勝の寄居町カタクリチームな
ど町内外の74団体1697人が流し踊りを披露する

地域

2014/8/17 埼玉新聞 13 [つれづれ]　農家の娘たち　高橋正樹（寄居町、47歳） 投稿

2014/8/18 埼玉新聞 2 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
12,810　人口総数34,384　男17,044　女17,340

統計

2014/8/18 埼玉新聞 4 [県内週間日誌]　10日　寄居町長に花輪氏 現職破り初当選 その他
2014/8/19 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

2014/8/19 埼玉新聞 10

対戦相手が決定 31チーム 31日に開幕　〈北部ブロック〉　全労災カップ争
奪第39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　出
場31チームの組み合わせが決まる　マッキーズ（寄居）　オブスマクラブ（寄居）　中
町ジュニア（寄居）　城南キングフィッシャーズ（寄居）　用土コルツ（寄居）　※トーナ
メント表

スポーツ（小学）

2014/8/19 埼玉新聞 14 [埼玉詩欄]　田中美千代選　六月雨　大野順一　（寄居町）　(評) 投稿
2014/8/20 埼玉新聞 2 [知事会見採録] （19日）　▶寄居町長選の結果を受けて その他
2014/8/21 毎日新聞 22 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子　【評】 投稿

2014/8/21 日本経済新聞 35

バス路線のニーズ探る イーグルバス・東秩父村 協議会を発足　路線
バス活性化による地域振興を目指したイーグルバス（川越市）と東秩父村の連携
事業　イーグルの路線バスと村営バスの統合・再編など事業実施に向けた法定の
地域協議会が発足　計画によると、イーグルの東秩父路線（小川町駅-白石車庫）
と、同村と寄居町を結ぶ村営バスを統合・再編　「和紙の里」を「ハブ（拠点）停留
所」として整備する

経済・産業

2014/8/22 埼北よみうり 6 [エンタメ]　イベント　よりい夕やけマルシェinかわはく　寄居町の特産品などを販
売するイベント　8月24日（日）　県立川の博物館

イベント情報

2014/8/22 埼北よみうり 4･5 第28回読売旗争奪県北少年野球選手権大会 埼北球児」の熱い闘い
オブスマクラブ　※全試合結果トーナメント表、写真

スポーツ（小学）

2014/8/22 埼北よみうり 8 小学生 司書を体験（寄居町）　寄居町内の小学生が9日、12日、19日、町立
図書館で司書の仕事を体験　※写真

地域

2014/8/22 埼玉新聞 10 高校サッカー埼玉大会1次予選 あす開幕　寄居城北-三郷工技　※トーナ
メント表

スポーツ（高校）

2014/8/22 埼玉新聞 13
ゴーヤ食べて夏バテ予防を 商工会が無料配布（寄居）　寄居町商工会
が、商工会館の壁面緑化のために栽培しているゴーヤが収穫時期　今月末まで来
館者に無料配布　※写真

地域

2014/8/23 朝日新聞 29
県内から入選15人 日本伝統工芸展　第61回日本伝統工芸展の入賞・入選
者が23日付けで発表され、県内から15人が入選　9月17日から29日まで東京・日本
橋三越本店で開催　【陶芸】原清（寄居町）

文化・芸術

2014/8/23 埼玉新聞 7

女性の視点で魅力発信を 寄居・川越など北条五代観光推進協議会
12市町がブロガーコンテスト　北条氏ゆかりの全国12市町でつくる北条五代
観光推進協議会が9月から、歴史や城好きの女性「歴女・城ガール」を対象にブロ
ガーコンテストを実施　各地の魅力を女性ならではの視点で発信してもらい、全国
にPRする狙い　※写真（寄居北條まつり）

行政

2014/8/23 埼玉新聞 7

平和の尊さを文化行事で確認 30、31日に寄居でつどい　「よりい平和と
文化のつどい」が30、31日、寄居町中央公民館で開かれる　平和美術展は、町内
外から寄せられた絵画や彫刻など200点近くを展示　31日はステージイベントの平
和のひろば　長瀞中学校の新井淑則教諭による講演「心にバリアフリーを」

イベント情報

2014/8/23 埼玉新聞 7 [まちひとであい] 催し　♦お月見体験・月よりダンゴ（寄居）　9月7日、県立川の
博物館

イベント情報

2014/8/24 朝日新聞 35 県合唱コンクール開幕　第57回県合唱コンクール　23日、さいたま市文化セン
ター　【高校部門】▷優良賞　寄居城北

文化・芸術

2014/8/24 埼玉新聞 6 ♢弓道　関東高校選抜大会県予選（20、21日・大宮公園弓道場）　▷女子　①青木
英里果（寄居城北）

スポーツ（高校）
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2014/8/24 埼玉新聞 7 [第93回全国高校サッカー埼玉大会]　第1日、23日・上尾橘高校ほか　【1次
予選】▷A組1回戦　三郷工技2-1寄居城北

スポーツ（高校）

2014/8/25 東京新聞 18 [情報ファイル] 展覧会　♦よりい平和美術展　30、31日、寄居中央公民館　※
原文ママ

イベント情報

2014/8/25 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤祥匡 (評)　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤紀
子

投稿

2014/8/26 埼玉新聞 10 [埼玉歌壇]　杜澤光一郎選　（寄居）松村章子 投稿

2014/8/27 朝日新聞 27

●コンビニ前で乗用車が男性はねる　26日午前9時30分ごろ、寄居町寄居
の「ファミリーマートながおかや寄居店」の駐車場で、同町の無職女性（53）運転の
乗用車が、歩いて入店しようとしていた男性客（66）をはねた　男性は右足を骨折
「ブレーキとアクセルを踏み間違えた」

事件・事故

2014/8/28 毎日新聞 26 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2014/8/28 毎日新聞 26
力作742点 埼玉書道展 きょうから県立近代美術館　「第58回埼玉書道
展」が28日、県立近代美術館で開幕する　31日まで　主な受賞者　〈漢字〉知事賞
＝小野田春穂（寄居町）

文化・芸術

2014/8/28 日本経済新聞 39

八高線全線開通80周年 ＤＤ51、1日限りの復活 10月18日に記念列車
運転　東日本旅客鉄道（JR東日本）は10月18日、八高線の全線開通80周年に合
わせ記念列車を運転　DD51型ディーゼル機関車が復活し、客車をけん引する　八
王子駅を午前9時に出発、高崎駅に午後0時11分に到着　※写真

経済・産業

2014/8/28 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

2014/8/29 読売新聞 31 [Ｆｒｉｄａｙさいたま イベントガイド]　＊ギャラリー＊　♦夏期企画展「ふしぎ・
かっこいい 埼玉と日本の爬虫類」　9月7日まで、県立川の博物館

イベント情報

2014/8/29 読売新聞 32
[学校自慢] 地域の大人から学ぶ やまびこ交流会（寄居町立折原小）
地元の大人たちを講師に招き、写真や釣り、お茶などの8講座を学ぶ「やまびこ交
流会」　折原小で10年以上前から続く行事　※写真

地域

2014/8/29 毎日新聞 26 [インフォメーション] イベント　●第10回よりい平和と文化のつどい　寄居町寄
居の中央公民館

イベント情報

2014/8/29 東京新聞 26

中日写協埼玉支部前期撮影会 来月30日から小川町で展示会　中日
写真協会埼玉支部の2014年前期撮影会　「暮らしと産業」をテーマに121点の応募
展示会は9月30日から10月5日、小川町図書館で開催　中日写真協会賞＝武内道
直（寄居町）

文化・芸術

2014/8/29 埼玉新聞 7 幅広い年齢層が力作742点を出品 31日まで埼玉書道展　（8/28毎日新
聞と同内容）

文化・芸術

2014/8/29 埼玉新聞 7 「町の発展目指す」 花輪・寄居町長が初登庁　寄居町長選で初当選した
花輪利一郎町長が28日、町役場に初登庁　※写真

行政

2014/8/29 埼玉新聞 8
手製いかだで夏の荒川満喫 15艇、125人が参加（寄居）　「荒川いかだ
下り」が24日、寄居町で行われた　町内外から15艇、125人が参加　今年で19回目
※写真

地域

2014/8/29 埼玉新聞 8

[長尾景春紀行～五十子から秩父へ～] 1 五十子陣城址（本庄市） 川
に挟まれた古戦場跡　山内上杉家の家宰・長尾景信の嫡男・長尾景春　（景信
の没後）家宰になれなかったことを不満に思い、1476（文明8）年6月、鉢形城（寄居
町）へ移って決起し、五十子陣城の上杉軍を攻撃　「長尾景春の乱」勃発　※写
真、五十子陣城概念図

連載特集

2014/8/30 毎日新聞 24

個性豊かな書25点 あさってまで 秩父で3人展　古典の臨書に励んできた
3人の書家による「見てみてこの書道展」　秩父市の矢尾百貨店　古典から現代作
品まで、寄居町の木附将近さん（61）▷美里町の櫻井重美さん（53）▷越生町の吉澤
節子さん（57）の3人が個性豊かに表現した25点　※写真

文化・芸術

2014/8/30 埼玉新聞 9

団体 深谷[総合女子]3連覇 県スポーツ少年団柔道親善大会 王者の
貫禄で圧倒　第36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　24日、県武道館　女子では中学1年の大谷彩実（明道館寄居
警察署）が初の栄冠　道場を開いて4年目の深谷柔道SEIWA会は、女子、総合の2
部門で3連覇を達成　小学6年の井田朋伽と同5年の井田侑希の姉妹がともに優勝
するなど5部門を制した女子が原動力　「個人」【男子】▷小学3年　③山口青（男衾
柔道クラブ）　▷同4年　③小林優大（男衾柔道クラブ）　【女子】▷小学5年　①井田侑
希（深谷柔道SEIWA会）　▷同6年　①井田朋伽（深谷柔道SEIWA会）　▷中学1年　①
大谷彩実（明道館寄居警察署）　※写真

スポーツ（小学）
スポーツ（中学）

2014/8/31 朝日新聞 35 ●寄居町の山林で白骨死体　30日、寄居町桜沢の山林で白骨死体が見つか
る　同日昼ごろ、墓掃除のため山林に入った近くの男性が発見

事件・事故

2014/8/31 東京新聞 24 手作りいかだで川下り 寄居町 荒川で大会 15チームが熱戦　（8/29埼
玉新聞と同内容）　※写真

地域

2014/9/1 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子 投稿

2014/9/1 埼玉新聞 9 [ニュースクリップ] ♦山林に男性の白骨遺体（寄居）　（8/31朝日新聞と同
内容）

事件・事故

2014/9/2 朝日新聞 28 配達前の新聞って… 中1、ＡＳＡ寄居で職場体験　寄居中学校1年生が
ASA（朝日新聞販売所）寄居で職場体験　8月20日から荻沢輝君ら5人　※写真

地域
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2014/9/2 埼玉新聞 7

[全労災カップ争奪 第39回埼玉県スポーツ少年団小学生軟式野球交
流大会] マッキーズ（寄居）など2回戦へ 足を絡めて大量得点 ○北部
8月31日・岡部中央グラウンドほか　開会式と1回戦15試合　開会式で、松本勇県ス
ポーツ少年団野球部会北部ブロック長があいさつ　マッキーズが足を絡めた攻撃
で一回に大量リードを奪い、妻沼スラッガーズに8-4で逃げ切る　▷1回戦　マッキー
ズ（寄居）8-4妻沼スラッガーズ（熊谷）（五回コールド）※写真　本庄エンゼルス4-1
オブスマクラブ（寄居）（五回コールド）　神川少年野球24-2中町ジュニア（寄居）（四
回コールド）　上里コンドルズ5-3城南キングフィッシャーズ（寄居）（六回コールド）
用土コルツ（寄居）10-0本庄リトルパワーズ（五回コールド）　※写真（マッキーズ-
妻沼スラッガーズ）

スポーツ（小学）

2014/9/2 埼玉新聞 9 ♦郷土力士新番付♦　【序二段】湊竜（寄居・湊） スポーツ（大相撲）

2014/9/2 埼玉新聞 12
[ハロー熊谷！熱き若者たち]＝16＝ バックパッカーズ☆ランチ 鈴木
三保代表 感動のタイカレー再現　※写真2、寄居町出身

連載特集

2014/9/3 読売新聞 28 [記録ファイル] 弓道　関東高校個人選手権選抜大会個人予選会　（8/24埼玉
新聞と同内容）

スポーツ（高校）

2014/9/3 東京新聞 22 第58回埼玉書道展 漢字の部・知事賞に小野田さん　（8/28毎日新聞と
同内容）　※作品画像

文化・芸術

2014/9/4 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　【総評】 投稿

2014/9/4 朝日新聞 29

自民案、定数94維持 「分断区」解消・区数6減 来春の県議選区割り
来春改選の県議選の選挙区　自民党が作成した新たな区割り原案が明らかに　定
数は94で現行を維持　市町村合併後の「分断区」を解消するなど、選挙区数を52に
6減　北3区の美里町を深谷市、寄居町と合わせ新北4区で定数3とする　表-■自
民党の県議選区割り変更原案

県議会

2014/9/4 毎日新聞 20 [短歌]　■水野昌雄選　寄居・町田節子 投稿

2014/9/5 日本経済新聞 31

伐採から木材加工まで 林業作業者を育成 森林活用研究会こぴす 6
次産業化を推進　NPO法人、森林活用研究会こぴす（埼玉県寄居町）が10月か
ら木材の加工もできる林業作業者の育成を始める　伐採から製品の加工までを手
掛けられる人材を育てる　加工や販売を通じて収益力を高める6次産業化を進める
狙い　15人を募集　55日間の訓練を行う

経済・産業

2014/9/5 埼玉新聞 12

秋の味覚を堪能 ブドウ狩りがシーズン（寄居）　寄居町西ノ入の「よりい平
倉観光ぶどう郷」でブドウ狩りがシーズンを迎える　自然休養村として約40年前に
開園　当初10軒あった農園は高齢化などで減少　現在は神田ぶどう園と建川ぶど
う園の2軒のみ　10月上旬まで　※写真

地域

2014/9/6 朝日新聞 28 11日から地区予選 秋季高校野球県大会　【北部地区】　寄居城北-児玉
※トーナメント表　（ほか9/10毎日、9/10埼玉新聞に同様記事）

スポーツ（高校）

2014/9/7 埼玉新聞 15

ご当地ＰＶの出演者を募集 寄居　寄居町で11月に開かれる「ふるさとの祭典
市」の実行委員会が、人気アイドルグループ「AKB48」のヒット曲「心のプラカード」
に合わせて踊るご当地PR動画を撮影する　12日まで出演者を募集　昨年、千人以
上が参加して「恋するフォーチュンクッキー」の動画を制作　第2弾　対象は寄居町
商工会の会員事業所や、寄居町に関わる団体

地域

2014/9/8 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　(寄居)吉澤紀子 投稿

2014/9/9 東京新聞 20

[飛躍 仁川アジア大会] ⑤ 柔道 新井千鶴（三井住友海上） 苦い経験
糧に再出発　昨年11月のグランドスラム東京の決勝で世界ランク1位のポリング
（オランダ）を破る　主要国際大会での鮮烈な勝ちっぷりに女子70㌔級の新星とし
て期待を集めながら、世界選手権の最終選考会、全日本体重別は初戦敗退　苦い
経験を糧として受け入れ、再出発　中学時代は女子選手が同学年で自分だけ　優
勝した高3の高校総体は初の全国大会　小学生のころから頭角を現す選手が多い
日本代表クラスでは珍しい経歴　出来上がっていない分、伸びしろ十分　こつこつ
と積み重ねていくスタイルこそが真骨頂　※写真、プロフィール

連載特集
スポーツ（柔道）

2014/9/10 埼玉新聞 10･11

[埼玉新聞創刊70周年記念 第36回埼玉県アマチュアゴルフ選手権大
会2014 決勝9/11・12] 栄冠は誰の手に！ 強豪集う県アマゴルフ最大
の祭典　今大会唯一の女子選手で寄居城南中3年の吉田莉生（寄居）のプレーに
も注目　予選からの進出者　7/24（木）森林公園GC　32人　吉田莉生（寄居）　表-
決勝第1ラウンド組み合わせ　※写真

スポーツ（アマゴル
フ）

2014/9/10 埼玉新聞 14 林業者養成講座受講生を募集 寄居のＮＰＯ法人　（9/5日本経済新聞と
同内容）

経済・産業

2014/9/11 毎日新聞 26 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2014/9/11 埼玉新聞 7
秩父カップリトルシニア硬式野球大会　第3回秩父カップリトルシニア硬式野
球大会　6日まで　小鹿野町総合運動公園野球場など　▷1回戦　所沢南リトルシニ
ア4-1寄居リトルシニア

スポーツ（中学）

2014/9/11 埼玉新聞 13

かんがい施設改修へ 深谷 国の水利事業所が開所　県北部の国営かん
がい事業を行う関東農政局荒川中部農業水利事務所が深谷市岡部総合支所に
置かれ、9日に開所式　対象地域は深谷市、本庄市、寄居町にまたがる約3200㌶
2022年度まで110億円をかけ、老朽化した農業水利施設を改修する　※写真

行政

2014/9/12 埼北よみうり 4

県北中学バスケ 優勝 女子 男衾中（寄居町）　第44回県北中学生バス
ケットボール大会　8月23日、24日、30日、31日　熊谷市民体育館ほか　県北の男
子41校、女子36校が参加　男子決勝は横瀬中と城南中（寄居町）　前半を城南が
リードして折り返すが、第4クウォーターで横瀬が逆転し、49対39で横瀬が勝利　女
子決勝は男衾中（寄居町）と深谷南中　後半から男衾が連携の取れた攻撃で引き
離し、76対55で深谷南を破る　※写真（男衾中）

スポーツ（中学）

2014/9/12 埼北よみうり 4 自作いかだで荒川下り（寄居町）　（8/29埼玉新聞と同内容）　※写真 地域
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2014/9/12 毎日新聞 24 [インフォメーション] ギャラリー　●寄居青渉会 第64回絵画展　14日まで　寄
居町中央公民館

イベント情報

2014/9/12 埼玉新聞 7 [秋季高校野球地区大会]　11日・熊谷公園ほか　●北部　▷C組1回戦　児玉
8-3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）

2014/9/12 埼玉新聞 9

[埼玉新聞創刊70周年記念 県アマ選手権] 小柄も粘り最終日へ 唯一
女子参加の吉田　〈決勝大会第1日、11日・岡部チサンCC美里コース＝7084
㍎、パー72＝参加171人〉　唯一の女子参加となった寄居城南中の吉田は12オー
バーの84で93位タイに入り、最終日に駒を進めた　♢最終ラウンド進出選手♢
+12(93) 吉田莉生（寄居）84（41、43）　♢最終ラウンド組み合わせ♢　イン　2(組)　吉
田莉生　寄居　※写真

スポーツ（アマゴル
フ）

2014/9/12 埼玉新聞 12

ＱＲコードで桜の情報紹介 プレート100枚設置（寄居）　寄居町で桜の植
樹を進めている「荒川グリーングリン」が7日、桜の情報を紹介するQRコード入りの
プレートを設置　サイトにアクセスすると、花の画像や別称、属などが表示される
※写真

地域

2014/9/12 埼玉新聞 12

[長尾景春紀行～五十子から秩父へ～] 2 鉢形城跡（寄居町） 北武蔵
に名城を築く　1475（文明7）年、関東管領山内上杉氏の家臣長尾景春が築城を
開始　翌年6月、景春の家臣など2500騎が城に集結して五十子の上杉陣城へ攻め
込み、長尾景春の乱が始まる　その後、山内上杉顕定、顕実、憲房と三代の関東
管領の拠点となり、さらに北条氏邦の居城となる　※写真、周辺の概念図

連載特集

2014/9/13 読売新聞 31
県議選区割り見直しへ 協議会設置 自民党案 定数変わらず　県議会
が12日、来春の県議選の区割り見直しなどを検討する「県議会議員定数・選挙区
等検討委員会」を設置　（ほか9/4朝日新聞と同内容）

県議会

2014/9/13 東京新聞 5 [発言]　小渕経産相の核認識に驚き　無職　南部敏明　78　（埼玉県寄居町） 投稿

2014/9/13 埼玉新聞 1 選挙区58から52に 来春県議選自民改正案 定数94は維持　（9/4朝日
新聞と同内容）

県議会

2014/9/13 埼玉新聞 5
[情報クリップ] ♦かんぽの宿寄居リニューアルオープン　かんぽの宿寄
居が11日、リニューアルオープン　客室やレストランを改修　オープン前の10日、内
覧会祝賀会　寄居町長ら30人が出席　日本郵政の山田宿泊事業部長があいさつ

経済・産業

2014/9/13 埼玉新聞 9
[埼玉新聞創刊70周年記念 県アマ選手権]　〈決勝大会最終日、11日・岡
部チサンCC美里コース＝7084㍎、パー72〉　♢最終ラウンドの成績♢　+25(82) 吉田
莉生（寄居）169＝8485　（4144）　※原文ママ（第1日の成績が9/12記事と異なる）

スポーツ（アマゴル
フ）

2014/9/14 読売新聞 26･27 仁川で飛躍 日本勢熱く アジア大会19日開幕 日本選手団　●柔道
【女子】▽70㌔級　新井千鶴（20）（三井住友海上）

スポーツ（柔道）

2014/9/15 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
12,819　人口総数34,352　男17,029　女17,323

統計

2014/9/15 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 投稿
2014/9/15 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や0-0　※秋場所初日 スポーツ（大相撲）
2014/9/17 朝日新聞 35 ●耕運機運転の男性、追突され死亡　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故

2014/9/17 読売新聞 10 [気流]　「特殊詐欺」が急増 助け合い被害防止　自営業　坂本太志男　73　（埼玉
県寄居町）

投稿

2014/9/17 毎日新聞 27 [ニュース24時] 寄居・乗用車が追突、耕運機の男性死亡　（同日の埼玉
新聞と同内容）

事件・事故

2014/9/17 東京新聞 5 [私のイラスト]　中原友美（埼玉県寄居町）　※イラストの投稿 投稿

2014/9/17 東京新聞 26
ネフセタイさん 原発・平和を語る きょう寄居町で　イスラエル出身で皆野
町在住の木工作家、ダニー・ネフセタイさんを招いた講演会　17日、寄居町の鉢形
財産区会館　寄居町シルバー人材センター互助会主催

イベント情報

2014/9/17 東京新聞 26 [NEWSフラッシュ] ★耕運機の男性、車に追突され死亡　（同日の埼玉
新聞と同内容）

事件・事故

2014/9/17 埼玉新聞 1

土砂災害対策 危険マップ全戸配布 県、警戒未指定区域に　広島市の
土砂災害を踏まえ、県は41市町村4219カ所の土砂災害危険箇所のうち、土砂災害
防止法に基づく「警戒区域」に指定されていない（※寄居町を含む）29市町村約千
カ所に住む住民向けの「危険箇所マップ」を作成、今月中に全戸配布する

行政

2014/9/17 埼玉新聞 10
陸上　♢県高校新人大会地区予選（15、16日）＝1位記録　「北部」（第1日、最終
日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場）　▷5000㍍競歩　小池優佳（本庄東）26分
33秒12　※小池優佳（本庄東高2年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2014/9/17 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や1-0　※秋場所3日目 スポーツ（大相撲）
2014/9/17 埼玉新聞 15 [まちひとであい] 催し　♦お月見の会（寄居）　10月4日　鉢形城公園三の曲輪 イベント情報

2014/9/17 埼玉新聞 18

[ニュースクリップ] ♦耕運機の男性、追突され死亡（寄居）　15日午後6
時10分ごろ、寄居町用土の県道で、同町用土、団体職員(男性)（45）が耕運機を運
転中、乗用車に追突され頭などを強く打ち死亡　寄居署は、自動車運転処罰法違
反（過失傷害）の疑いで、車を運転していた秩父市の会社員(男性)容疑者（52）を現
行犯逮捕、容疑を同致死に切り替え

事件・事故

2014/9/18 毎日新聞 24 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2014/9/18 産経新聞 16

[ＩＮＣＨＥＯＮ2014] 仁川アジア大会あす開幕 東京五輪へ 若手飛躍の
時 柔道・新井千鶴 [20歳] 2番手返上誓う　20歳のホープにとって初めての
アジア大会　2年後のリオ五輪、2020年東京五輪へ格好のアピールの場にしようと
気合が前面に出ている　4月の全日本体重別選手権での初戦敗退が響き、今夏の
世界選手権を逃す　その舞台で3歳上のヌンイラ華蓮（了徳寺学園職）が初出場で
銀メダル　ライバルにリードを許す　誓うは「2番手」からの巻き返し　※写真（GS東
京大会決勝）

特集
スポーツ（柔道）

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

県大会出場32チーム出そろう [全労災カップ争奪 第39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39回埼玉
県スポーツ少年団小学生軟式野球交流大会のブロック予選会　北部では4強が決
定　マッキーズ（寄居）などが県大会の出場権を獲得　〈北部ブロック〉　14日、岡部
中央グラウンド　▷2回戦　0マッキーズ（寄居）7-0岡部（深谷）（五回コールド）　荒川
少年野球9-1用土コルツ（寄居）（五回コールド）　▷準々決勝　マッキーズ4-3本庄エ
ンゼルス（六回コールド）

スポーツ（小学）

2014/9/19 朝日新聞 28
基準地価 商業地6年ぶり上昇 県南と県北、広がる差　図-住宅地の地
価の上昇率と下落率のトップ3市町村　下落率トップ3　1寄居町　-3.2％　（ほか同
日の埼玉新聞と同内容）

経済・産業

2014/9/19 読売新聞 28 [よみうり文芸] 俳句　石田郷子選　【佳作】　寄居町　町田節子　(評) 投稿
2014/9/19 日本経済新聞 39 商業地6年ぶりプラス 県内基準地価　（同日の埼玉新聞と同内容） 経済・産業
2014/9/19 産経新聞 27 基準地価 商業地6年ぶり上昇　（同日の埼玉新聞と同内容） 経済・産業

2014/9/19 東京新聞 26 統一地方選 県議選、定数変わらず 自民が区割り案 「分断区」を解消
（9/4朝日新聞と同内容）

県議会

2014/9/19 埼玉新聞 1
県内基準地価 住宅地193地点上昇　県は18日、2014年度の基準地価（7月
1日現在）を公表　住宅地の上昇は前年度より大幅増　一方、住宅地で最も下落し
たのは①寄居町（3.2％減）、商業地では①寄居町（4.8％減）

経済・産業

2014/9/19 埼玉新聞 9
[リトルシニア]　〈北関東支部秋季大会〉　14、15日、所沢中央リトルシニアグラ
ウンドなど　▷2回戦　富士見10-5深谷彩北　「敗者復活トーナメント」　【B組】▷1回戦
深谷彩北12-1戸田（四回コールド）

スポーツ（中学）

2014/9/19 埼玉新聞 9
深谷彩北が公式戦初勝利　「寄居」から「深谷彩北」に生まれ変わった新チー
ムが、敗者復活トーナメントで公式戦初勝利　チームの名前は変わっても猛打は健
在　※写真

スポーツ（中学）

2014/9/19 埼玉新聞 10 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）

2014/9/19 埼玉新聞 12･13 第25回彩の国・埼玉ピアノコンクール 準本選出場者発表　Ｆ部門 12人
岡部有紀（寄居）　※写真

文化・芸術

2014/9/19 埼玉新聞 14･15 [2014年地価調査 県内基準地価格]　大里郡　▷寄居町　（ほか同日の朝
日、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

2014/9/19 埼玉新聞 17
譲り合いで事故防止を 交通安全ドール 黒田官兵衛が登場（寄居）
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16日、
戦国武将の黒田官兵衛をモデルにした交通安全啓発ドールが設置された　※写真

地域

2014/9/19 スポーツニッポン 11

[アジア大会 2014 韓国仁川] 4年に1度〝アジアの五輪〟きょう開幕
柔道女子目標は全階級メダル 新井[70㌔級] 刺激の道　今年の世界選
手権でライバルヌンイラ華蓮が銀メダル　「刺激になったし、離されないためにも結
果を残したい」とモチベーションも高い　表-柔道日本代表メンバー　※写真

特集
スポーツ（柔道）

2014/9/20 毎日新聞 25 来春県議選 新区割り来月決定へ 各会派案出そろう　（同日の埼玉新聞
と同内容）

県議会

2014/9/20 産経新聞 21 定数・区割り見直し本格化 県議会で協議会始動　（同日の埼玉新聞と同
内容）

県議会

2014/9/20 東京新聞 15
北条五代の魅力伝えて 女性ブロガー100人募集 観光推進協 領民
守った実像理解を　（8/23埼玉新聞と同内容）　※写真

行政

2014/9/20 埼玉新聞 1･2 定数94～86本格協議へ 県議会区割り 5会派が改正案　表-県議選区割
り・定数 各会派案

県議会

2014/9/20 埼玉新聞 14 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）

2014/9/20 埼玉新聞 15
♢サッカー　全国シニア大会県予選（14日・深谷UACJグラウンド）　蕨シニア2-0
寄居四十雀

スポーツ（シニアサッ
カー）

2014/9/21 読売新聞 31 [彩人伝] 映画など50本 撮影誘致　YFCヨリイフィルムコミッション事務局 白
川真さん 38 （寄居町）　※写真

連載特集

2014/9/21 さいたま報知 7･8

寄居男衾 部員わずか9人で優勝 第44回県北中学生バスケットボー
ル　部員9人と少数ながら、強固なチームワークと全員が走り切るバスケで初の頂
点　【女子】▷決勝　寄居男衾76-55深谷南　▷準決勝　寄居男衾88-59熊谷大原
【男子】▷決勝　横瀬49-39寄居城南　▷準決勝　寄居城南94-52熊谷大原　（9/12埼
北よみうりと一部同内容）　※写真3、メンバー表

スポーツ（中学）

2014/9/21 毎日新聞 24
[仁川アジア大会]　[第3日のみどころ]　柔道は5階級を実施　女子70㌔級の新
井千鶴（三井住友海上）らが優勝を狙う　（ほか同日のスポーツニッポンに同様記
事）

スポーツ（柔道）

2014/9/21 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や1-2　※秋場所7日目 スポーツ（大相撲）

2014/9/21 埼玉新聞 11
寄居の景色 繊細に表現 きょうまで水彩画展　寄居町の絵画サークル「寄
居水彩画会」が中央公民館で21日まで作品展　水彩画32点を展示　22回目　※写
真

地域

2014/9/22 朝日新聞 13

[2014仁川アジア大会] 柔道　【女子】▷女子70㌔級準々決勝　新井千鶴（三井
住友海上） 送り襟絞め、1分20秒 クダロワ（カザフスタン）　▷同準決勝　新井 優勢
陳飛（中）　▷同決勝　金ソンヨン（韓） 優勢 新井　女子70㌔級銀メダルの新井　※
コメント　（ほか同日の読売、毎日、日経、東京新聞、スポーツニッポンに決勝試合
結果記事）

スポーツ（柔道）

2014/9/22 産経新聞 14

[ＩＮＣＨＥＯＮ2014] 初出場の新井 笑顔なき「銀」　■■女子70㌔級　韓国
選手との決勝　新井はアウェーの大歓声の中で最後まで攻め続けたが、ポイント
は奪えなかった　初出場の舞台で銀メダルに笑顔なし　開始44秒、相手に先に技
ありを奪われ、「焦ってしまった」と悔やんだ

スポーツ（柔道）
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2014/9/22 東京新聞 18 [情報ファイル]　展覧会　♦特別展「荒川流域の鉱山と産業～地下資源の利用と
人々のくらし～」　10月4日～11月24日、県立川の博物館

イベント情報

2014/9/22 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)石澤無涯 (評)　(寄居)吉澤紀子 (評)　(寄居)吉澤
祥匡 (評)

投稿

2014/9/22 埼玉新聞 12 [仁川アジア大会]　柔道は女子70㌔級の新井千鶴（三井住友海上）が銀 スポーツ（柔道）

2014/9/22 埼玉新聞 12

[県高校新人大会] 弓道　20～21日・大宮公園弓道場　女子は寄居城北A（青
木、中野、牧、金子）が決勝で岩槻商Aに競り勝ち初制覇　女子個人は青木英里果
（寄居城北）が団体との2冠　▷女子団体準々決勝　寄居城北A10-4大宮商A　▷同
準決勝　寄居城北A10-9川越女B　▷同決勝　寄居城北A10-9岩槻商A　▷同個人（8
射）　①青木英里果（寄居城北）8中　※牧祐帆（寄居城北高2年、城南中出身）

スポーツ（高校）

2014/9/22 埼玉新聞 13 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○2-2　※秋場所8日目 スポーツ（大相撲）

2014/9/23 埼玉新聞 7 [リトルシニア]　〈北関東支部秋季大会〉　21日、上尾市民球場など　「敗者復活
トーナメント」　【B組】▷2回戦　日高7-6深谷彩北（タイブレーク八回）

スポーツ（中学）

2014/9/23 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●2-3　※秋場所9日目 スポーツ（大相撲）

2014/9/23 埼玉新聞 8 第28回県市町村対抗ゴルフ　ゴルフの第28回県市町村対抗選手権　22日、
霞ケ関CC　▷個人男子55歳以上　⑤吉田素行（寄居）

スポーツ（アマゴル
フ）

2014/9/23 埼玉新聞 15

中間平に秋の使者 深谷の石松さん 寄居でタカの渡り観察　寄居町の
釜伏山中腹の中間平はこの時期、多くの猛禽類と愛好家で賑わう　深谷市長在家
の石松康幸さん（60）は、20年ほど前から渡りをするタカの仲間を観察し、2008年か
らは記録も続ける　※写真2

地域

2014/9/24 朝日新聞 17
[2014仁川アジア大会] 日本女子、団体金 柔道　地元韓国を後押しする
声援の中で行われた柔道団体女子決勝を日本が制した　※写真（攻める新井千
鶴）

スポーツ（柔道）

2014/9/24 読売新聞 30 [仁川アジア大会] 日本 女子団体「金」 柔道　▷女子団体決勝　日本4-1韓
国　(※副将)○新井（三井住友海上） 優勢 金省然　※写真

スポーツ（柔道）

2014/9/24 毎日新聞 20 [仁川アジア大会] 柔道 女子は実りの金　（同日の朝日新聞と同内容） スポーツ（柔道）

2014/9/24 産経新聞 20 [ＩＮＣＨＥＯＮ2014] 女子「金」 若手飛躍　（同日の朝日新聞と同内容）　※写
真（韓国選手を破った新井）

スポーツ（柔道）

2014/9/24 東京新聞 22 [2014仁川アジア大会] 団体女子 金 柔道　▷女子団体準決勝　日本5-0カ
ザフスタン　(※副将)○新井 腕ひしぎ十字固め1分16秒 クダロワ

スポーツ（柔道）

2014/9/24 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10日目 スポーツ（大相撲）
2014/9/24 スポーツニッポン 7 韓国に逆転金　（同日の朝日新聞と同内容） スポーツ（柔道）

2014/9/25 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

1

小学生団体 修心館Ａが優勝 県スポーツ少年団剣道交流大会　第38
回埼玉県スポーツ少年団剣道交流大会　8月31日、戸田市スポーツセンター　男女
混合の小学5・6年は修心館剣道Aが優勝　先鋒の杉浦啓示がコテで先取　※杉浦
啓示（桜沢小6年）、写真

スポーツ（小学）

2014/9/25 毎日新聞 26 [短歌]　■水野昌雄選　寄居・町田節子　[俳句]　■星野光二選　寄居・町田節
子

投稿

2014/9/25 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○3-3　※秋場所11日目 スポーツ（大相撲）

2014/9/26 読売新聞 32
[Ｆｒｉｄａｙさいたま イベントガイド]　＊ギャラリー＊　♦心はここに ふるさと風布
水彩画展　29日～10月3日、寄居町役場1階ロビー　上尾市在住の宮下登志江さん
が週末を過ごす寄居の風景を描いた15点を展示

イベント情報

2014/9/26 読売新聞 32 [よみうり文芸] 川柳　岡部美雄選　【入選】寄居町　町田節子 投稿

2014/9/26 埼北よみうり 3
[わたしの小学校](70) 寄居町立男衾小学校　「縦割り遊びで成長」　※写
真2

連載コラム

2014/9/26 埼玉新聞 9

[全労災カップ争奪 第39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39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　21日、岡部中央グラウンド　▷準決勝
小鹿野カージナルス7-0マッキーズ（寄居）（五回コールド）　【個人賞】▷優秀選手賞
高橋悠希（マッキーズ）　※写真

スポーツ（小学）

2014/9/26 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や3-3　※秋場所12日目 スポーツ（大相撲）

2014/9/26 埼玉新聞 13

[長尾景春紀行～五十子から秩父へ～] 3 用土が原古戦場（寄居町・
深谷市） 旧家の古老 秘話語る　用土駅のあたりから深谷市の針ケ谷のあた
りまでが用土が原古戦場　1478（文明9）年5月14日、用土が原で長尾景春軍と太
田道灌、大森氏頼などの上杉軍との激戦　※写真（JR八高線用土駅）、用土が原
古戦場概念図

連載特集

2014/9/26 埼玉新聞 13
秋空の下で173人はつらつプレー グラウンドゴルフ大会（寄居）　寄居
町体育協会主催のグラウンドゴルフ大会　寄居運動公園　今年で3回目　※写真、
成績上位者名

地域

2014/9/27 読売新聞 31 [Ｓａｔｕｒｄａｙさいたま レジャー]　イベント　♦お月見の会　10月4日　鉢形城公
園「三の曲輪」

イベント情報

2014/9/27 読売新聞 33 来春県議選 選挙区 市内で分断せず 区割り案 飛び地ほぼ解消へ
（同日の埼玉新聞と同内容）

県議会

2014/9/27 埼玉新聞 2

県議会議員定数「北部は10維持」 区割り協議で自民　来春の県議選に
向けた県議会の議員定数・区割り検討協議会の2回目会合　26日　最大会派の自
民党案では、北3区と北4区、北5区（深谷市、寄居町＝定数3）の区割りを見直し、
新北3区、新北4区（深谷市、寄居町、美里町＝定数3）とする

県議会

2014/9/27 埼玉新聞 7 [まちひとであい] 催し　♦北条流鏑馬（寄居）　10月19日　鉢形城公園外曲輪 イベント情報
2014/9/27 埼玉新聞 13 郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や3-3　※秋場所13日目 スポーツ（大相撲）

2014/9/28 朝日新聞 29 [学校がなくなる 教育2014] [中] 統廃合 通学負担ずしり　表-■1998～
2013年に閉校した小中学校計61校の内訳　1校　寄居町

連載特集
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2014/9/28 埼玉新聞 5 郷土力士星取表　【序二段】☆湊竜（寄居）○4-3　※秋場所14日目　※本紙
「や」だが、読売新聞により「○」に修正

スポーツ（大相撲）

2014/9/29 埼玉新聞 13 郷土力士星取表　【序二段】☆湊竜（寄居）や4-3　※秋場所千秋楽 スポーツ（大相撲）
2014/9/29 埼玉新聞 13 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)石澤無涯 投稿
2014/9/30 読売新聞 12 [Ｕ-25]　中原友美　22　埼玉県寄居町　※イラストの投稿 投稿

2014/9/30 埼玉新聞 5
[情報クリップ] ♦「彩の国工場」21カ所を指定　県が2014年度の「彩の国工
場」に、新たに21工場を指定する　10月3日に知事公館で指定式　▷エスケイフーズ
（寄居町）

経済・産業

2014/10/1 埼玉新聞 2 [高齢者叙勲]　30日　▷瑞宝単光章　元寄居町議 鳥塚守良氏＝寄居町保田原
（ほか同日の読売新聞に同様記事）

叙位叙勲

2014/10/2 朝日新聞 25 寄居の火災2人焼死 放火の罪で起訴 殺人容疑不起訴　（同日の埼玉
新聞と同内容）

事件・事故

2014/10/2 読売新聞 33 放火罪で起訴 寄居の親子死亡火災　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故

2014/10/2 毎日新聞 23 寄居の親子死亡 放火で男を起訴 殺人罪は不起訴　（同日の埼玉新聞と
同内容）

事件・事故

2014/10/2 日本経済新聞 33

東武東上線沿線写真コンテスト 東武鉄道など募集開始　東武鉄道と川
越などで構成する「東武東上線沿線サミット実行委員会」が沿線の観光名所イベン
トなどを撮影した写真のコンテスト実施　ほか豊島区、東松山市、寄居町が参加
観光や教育など幅広い分野で協力する協定を結んでいる

行政

2014/10/2 産経新聞 23 寄居の放火で容疑者を起訴 殺人は不起訴　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故

2014/10/2 埼玉新聞 8
[県高校新人大会] 陸上　1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　②福島（聖望学園）14㍍66　※福島弦也（聖望学園高2年、男
衾中出身）

スポーツ（高校）

2014/10/2 埼玉新聞 19

放火罪で男起訴 殺人罪は不起訴 寄居の母子死亡火災　寄居町で
2011年12月、自営業(男性)＝当時（64）＝方から出火、焼け跡から(男性)と母(女
性)＝同（84）＝が遺体で見つかった事件　さいたま地検は1日、現住建造物等放火
の罪で、同町西ノ入、無職(男性)容疑者（27）をさいたま地裁に起訴　殺人罪は不
起訴処分　裁判員裁判で審理　被告は6月26日から3カ月間、鑑定留置されていた

事件・事故

2014/10/3 東京新聞 26 クジャクソウ 園児が花摘み 小川町特産　※写真（武内道直さん撮影） その他

2014/10/3 埼玉新聞 4
ホンダ狭山工場減産 販売低迷 在庫圧縮　ホンダは、埼玉製作所狭山工
場で10～11月の毎週金曜日に操業を休止し、生産を従来計画よりも2割減らす　完
成車在庫を圧縮する　寄居工場は生産台数を維持

経済・産業

2014/10/3 埼玉新聞 6
[リトルシニア] 深谷彩北 無傷の8勝　〈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　9月28日、久喜西大輪グラウンドなど
深谷彩北2-0加須

スポーツ（中学）

2014/10/3 埼玉新聞 13
釣り客らが感謝 ヘラブナ供養祭 円良田湖（寄居）　円良田湖で9月27日、
「へら鮒供養祭」　寄居町観光協会や釣り客ら約20人が参加　釣り場の魚たちを手
厚く供養　※写真

地域

2014/10/3 埼玉新聞 17 [つれづれ]　人権意識の高揚願って　石沢邦彦　（寄居町、69歳） 投稿
2014/10/4 読売新聞 32 [よみうり文芸] 俳句　石田郷子選　【入選】寄居町　町田節子 投稿

2014/10/4 読売新聞 32 [自然しらべ2014 赤とんぼさがし！] 謎の多いアキアカネ　※NPO法人
むさしの里山研究会理事長・新井裕さん（66）解説・コメント、写真

環境

2014/10/4 毎日新聞 22 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2014/10/5 読売新聞 30

書評合戦 今村さんＶ 高校生ビブリオバトル 小説「数学ガール」魅力
熱弁　「彩の国 高校生ビブリオバトル2014」が4日、さいたま文学館で開かれ、20
校の生徒30人が熱戦　決勝戦に5人が進出　県立松山高校2年の今村大哉さん
（16）がチャンピオン　今村さんら5人は、11月15日の「高校生書評合戦首都大会
2014」に県代表として出場　※今村大哉（松山高2年、城南中出身）、写真

受賞・表彰

2014/10/6 読売新聞 28･29
[仁川アジア大会 激闘の記録2014] ●柔道　▽女子70㌔級　②新井千鶴
（三井住友海上）　▽女子団体　①日本　※写真　（ほか同日の朝日、東京新聞に
同様記事）

スポーツ（柔道）

2014/10/6 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
12,839　人口総数34,335　男17,023　女17,312

統計

2014/10/6 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　星野光二選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)石澤無涯 投稿
2014/10/6 埼玉新聞 15 [つれづれ]　菜園　松本喜美子　（寄居町、67歳） 投稿

2014/10/7 埼玉新聞 19

19日開幕 32チーム組み合わせ決定 [全労災カップ争奪 第39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39回
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
5日、川島町　マッキーズ（寄居）-須影少年野球（羽生）　※トーナメント表

スポーツ（小学）

2014/10/9 読売新聞 30

内田さん、山下君、新井君特選 作文コンクール 県審査に2694点応募
第64回全国小・中学校作文コンクールの県審査　8日　各部門の特選作品は中央
審査に送られる　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2
年）の「『かべのらくがき』～わたしのしてしまったことで～」が選ばれた　特選・入選
作品一覧　【特選】♢小学校低学年の部（県教育長賞）　「『かべのらくがき』～わたし
のしてしまったことで～」　（寄居町立寄居小2年　内田早紀）

受賞・表彰

2014/10/9 読売新聞 31 県議選の定数1減 区割り 自民最終案 選挙区52に　（同日の埼玉新聞と
同内容）

県議会

2014/10/9 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
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2014/10/9 埼玉新聞 1

県議選区割り 定数1減93 選挙区52 自公合意 美里町は深谷地域　県
議会最大会派の自民党と第3会派の公明党が8日、次期県議選の議員定数・選挙
区割りについて、定数1減の93、現行58から52選挙区とすることで合意　9月定例会
最終日の10日に関連条例改正案を共同提案、可決の見通し　美里町は現行の北5
区（深谷市、寄居町＝定数3）に加え、新北4区として定数3を維持　表-自民・公明
会派の県議選定数・選挙区割り条例改正案

県議会

2014/10/9 埼玉新聞 9
上毛新聞社中学生硬式野球大会　第18回上毛新聞社中学生硬式野球大会
前橋市民球場など　▷1回戦　前橋桜ボーイズ4-3深谷彩北リトルシニア（タイブレー
ク九回）

スポーツ（中学）

2014/10/10 読売新聞 33 学テ 35市町分を公表 県教委 28市町村教委同意せず　表-■学力テス
ト結果 公表状況　寄居 ○　（ほか同日の毎日新聞と同内容）

行政

2014/10/10 埼北よみうり 3

荒川で砂金採り体験（寄居町）　県立川の博物館で4日、砂金採り体験　同館
付近の荒川で　特別展「荒川流域の鉱山と産業～地下資源の利用と人々のくらし
～」の関連イベント　親子連れなど27人が参加　約1時間で7人が砂金を採取できた
※写真

地域

2014/10/10 埼北よみうり 6 [エンタメ] イベント　北条流鏑馬　10月19日（日）　鉢形城公園外曲輪 イベント情報

2014/10/10 毎日新聞 24 [インフォメーション] ギャラリー　●荒川流域の鉱山と産業～地下資源の利
用と人々のくらし～　11月24日まで　寄居町の県立川の博物館

イベント情報

2014/10/10 毎日新聞 25

学テ結果35市町同意 「数値のみ公表」に疑問の声　県教委が9日に公表
した「全国学力・学習状況調査」（全国学力テスト）の市町村別結果　「序列化につ
ながる」などの指摘もある中、全63市町村の過半数を占める35市町が公表に同意
同意した寄居町は「数字は真摯に受け止めながらもデータは慎重に扱う」とし、学
校名の公表については「授業が点数をとるための学習になる」と懸念を示す　表-♦
全国学力・学習状況調査の県内市町村別平均正答率（％）♦　寄居町　小学校
71.8(国語A) 52.8(国語B) 75.8(算数A) 53.8(算数B)　中学校　78.9(国語A) 50.0(国語
B) 61.1(算数A) 54.7(算数B)

行政

2014/10/10 産経新聞 26 [イベントガイド] 埼玉　★特別展「荒川流域の鉱山と産業～地下資源の利用と
人々のくらし～」　11月24日まで　寄居町の県立川の博物館

イベント情報

2014/10/10 東京新聞 24 「今年も味楽しみ」 児童が稲刈り挑戦 小川町立八和田小　※写真（武
内道直さん撮影）

その他

2014/10/10 埼玉新聞 14
[長尾景春紀行～五十子から秩父へ～] 4 山王の渡しと川越岩（寄居
町） 昔実のにぎわいいずこ　※写真、略図

連載特集

2014/10/10 埼玉新聞 14
母校ＨＰ作り 中学生が挑戦 寄居城北高で体験授業（寄居）　県立寄居
城北高校で8日、地元の中学生を対象に体験授業　寄居中の2年生138人が参加
※写真

地域

2014/10/10 埼玉新聞 18 学力テスト結果 35市町ＨＰで公開 県教委　（同日の毎日新聞と同内容） 行政

2014/10/11 朝日新聞 29 注目は県議選 準備加速 新・選挙区割りも確定　表-統一地方選で実施さ
れる選挙（10日現在）　4月26日投票　町議選　寄居町

選挙

2014/10/11 読売新聞 33 県議会 定数1減を可決 選挙区6減の52に　（同日の埼玉新聞と同内容） 県議会

2014/10/11 毎日新聞 23 県議定数1減93 選挙区52に改正　図-県議選の選挙区　（ほか同日の埼玉
新聞と同内容）

県議会

2014/10/11 産経新聞 23 議員数削減案など可決 県議会閉会 選挙区58から52に　（同日の埼玉
新聞と同内容）

県議会

2014/10/11 埼玉新聞 1

県議選 新区割り可決 定数1減93 選挙区は52 自公案で決着　県議会
は9月定例会最終日の10日、議員定数・選挙区割りの見直しについて、自民、公明
の共同提案による関連条例改正案を賛成多数で可決　美里町が現行の北5区（深
谷市、寄居町＝定数3）に入り、新北4区（定数3）となる　図-県議会議員選挙区

県議会

2014/10/11 埼玉新聞 3
危険業務従事者叙勲（埼玉）　▽瑞宝双光章　♢警察功労　今井充雄 71 元
県警部 寄居　▽瑞宝単光章　♢消防功労　物部茂則 65 元深谷市消防指令長 寄
居　（ほか同日の朝日、読売、毎日、日経、産経、東京新聞の各紙に同様記事）

叙位叙勲

2014/10/12 埼玉新聞 5

[ニュースクリップ] ♦振り込め詐欺で100万円被害（寄居）　寄居署は10
日、寄居町の無職女性（84）が振り込め詐欺被害にあったと発表　9月29日午前11
時ごろから数回にわたり証券会社社員を名乗る男から電話　30日と10月1日、現金
を50万円ずつ指定口座に振り込む

事件・事故

2014/10/12 埼玉新聞 8･9
[ずっと埼玉もっと埼玉 第1回フォトコンテスト] 息づく伝統と自然 美し
さ再発見　カレンダー賞　表紙 SL発車！（撮影場所・寄居町） 池田勝美さん（深
谷市）　3月 誘春（撮影場所・寄居町） 大木晴雄さん（東松山市）　※作品写真

受賞・表彰

2014/10/13 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　星野光二選　(寄居)吉澤紀子 (評)　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥
匡

投稿

2014/10/14 読売新聞(夕刊) 14

■護岸に転落か 69歳死亡　13日午前9時35分頃、埼玉県寄居町三品の三品
川脇で、近くに住む無職男性（69）が倒れているのを家族が発見し119番　男性は
その後死亡確認　コンクリート護岸上　滑ったような跡　目立った外傷はなく、転落
した可能性が高い

事件・事故

2014/10/15 読売新聞 32 英語弁論 県大会　第66回県中学校英語弁論大会　14日、朝霞市民会館　【そ
のほかの出場者】▷岡野拓洋（男衾3年）

その他

2014/10/15 読売新聞 32 [記録ファイル] 弓道　県民総体兼高校新人戦　（9/22埼玉新聞と同内容） スポーツ（高校）
2014/10/15 毎日新聞 27 [ニュース24時] 寄居・男性が滑落死か　（10/14読売新聞(夕刊)と同内容） 事件・事故

2014/10/15 埼玉新聞 13 [ニュースクリップ] ♦川岸で69歳男性が死亡（寄居）　（10/14読売新聞(夕
刊)と同内容）

事件・事故

2014/10/16 毎日新聞 22 [短歌]　■水野昌雄選　寄居・町田節子 【評】　[俳句]　■星野光二選　寄居・町
田節子

投稿
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2014/10/16 埼玉新聞(第2部) 36

[埼玉新聞70th 伝説への挑戦 それは埼玉から始まった] 伝統校43年
目の悲願 ’91全国高校ラグビー熊谷工初Ｖ [新井昭夫主将（当時）に
聞く]　優勝に大きく貢献した新井昭夫主将（41）は日体大、社会人の三洋電機を
経て、現在は教員として寄居中ラグビー部の監督　※写真

特集

2014/10/17 読売新聞 34 [Ｆｒｉｄａｙさいたま イベントガイド] ＊ギャラリー＊　♦よりい絵画展　19日ま
で、寄居町中央公民館

イベント情報

2014/10/17 毎日新聞 24 [インフォメーション] ギャラリー　●第15回よりい絵画展　19日まで　寄居町
中央公民館

イベント情報

2014/10/17 東京新聞 5 [発言]　庭にハチ来ず 農薬のせいか　無職 南部敏明 79 （埼玉県寄居町） 投稿

2014/10/17 埼玉新聞 17
水彩や油絵など 力作ぞろい105点 19日まで公募展（寄居）　寄居町の
絵画サークルなどが主催する公募展「よりい絵画展」　町中央公民館で寄せられた
105点を展示　19日まで　※写真

地域

2014/10/18 埼玉新聞 10･11
[全労災カップ争奪 第39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　マッキーズ（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）

2014/10/19 読売新聞 32 [自然しらべ2014 赤とんぼさがし！] 観察後、そっと放す　※NPO法人む
さしの里山研究会理事長・新井裕さん（66）解説・コメント、写真

環境

2014/10/19 埼玉新聞 4 深谷と寄居決勝へ ラグビー中学東日本予選　ラグビーの東日本中学大会
埼玉・栃木予選　18日、荒川緑地公園ラグビー場　▷準決勝　寄居59-12熊谷大幡

スポーツ（中学）

2014/10/20 読売新聞 33 北条流鏑馬 演武に大歓声　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真 地域

2014/10/20 産経新聞 7 [談話室][ひこばえ倶楽部]　中原友美　22　（埼玉県寄居町　無職）　※イラス
トの投稿

投稿

2014/10/20 埼玉新聞 7 [文化情報]　☆小林裕児「よみがえりの木」　25日まで中央区京橋の「椿」　小林
さんは、寄居町在住　多摩美大教授

イベント情報

2014/10/20 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　星野光二選　(寄居)石澤無涯 (評)　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀
子

投稿

2014/10/20 埼玉新聞 9 [今週のこよみ]　25日（土）　【県内】かわはくでハロウィン（寄居町・県立川の博
物館）

その他

2014/10/20 埼玉新聞 13 深谷が大勝 ラグビー中学東日本予選　ラグビーの東日本中学大会埼玉・
栃木予選　19日、荒川緑地公園ラグビー場　▷決勝　深谷68-0寄居　※メンバー表

スポーツ（中学）

2014/10/20 埼玉新聞 19 響く弓音 射抜く的 寄居・鉢形城で流鏑馬　寄居町の鉢形城公園で19日、
北条流鏑馬が行われた　2回目　倭式騎馬会が演武　※写真

地域

2014/10/21 東京新聞 24 見事的中！歓声と拍手 寄居・鉢形城公園で「北条流鏑馬」　（10/20埼
玉新聞と同内容）　※写真

地域

2014/10/21 埼玉新聞 2
個人住民税徴収 桶川市など表彰 さいたまで表彰式　2013年度に個人
住民税の徴収で優秀な成績を挙げた市町村の表彰式　20日、知事公館　14市町
村が表彰　【納税率アップ率部門】▷町村別　寄居町　※写真

行政

2014/10/21 埼玉新聞 13 東武東上線沿線写真作品を募集 川越など4自治体が企画　（10/2日本
経済新聞と同内容）

行政

2014/10/22 朝日新聞 20
埼玉マリオン [イチ押し！] 県内の鉱山 資料で紹介　♦特別展「荒川流域
の鉱山と産業-地下資源の利用と人々のくらし」　11月24日まで　寄居町の県立川
の博物館

イベント情報

2014/10/22 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

2014/10/22 埼玉新聞 7

32チーム参加し開幕 [全労災カップ争奪 第39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39回県スポーツ少年団
小学生軟式野球交流大会　19日、吉見総合運動公園野球場　▷1回戦　須影少年
野球（羽生）5-2マッキーズ（寄居）

スポーツ（小学）

2014/10/22 埼玉新聞 14
小学生の環境新聞 入選作品を展示 寄居　小学生がつくる環境新聞「ジュ
ニアエコタイムス」の入選作品展　31日まで、寄居町役場　県知事賞などに輝いた
11作品　※写真

地域

2014/10/23 毎日新聞 26 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿
2014/10/24 埼北よみうり 3 中学生が高校授業を体験（寄居町）　（10/10埼玉新聞と同内容）　※写真 地域

2014/10/24 埼北よみうり 6 [埼北11月ｉｎｆｏ]　1日（土）～2日（日）　♦寄居秋まつり　寄居市街地（寄居町）
16日（日）　♦ふるさとの祭典市　寄居市街地（寄居町）

イベント情報

2014/10/24 埼玉新聞 7
[長尾景春紀行～五十子から秩父へ～] 5 波久礼の難所と雉岡城跡
（長瀞町・本庄市） 尾根上に騎馬隊の道　※写真、略図

連載特集

2014/10/24 埼玉新聞 7

活性化へ新組織 5商店会が一丸（寄居）　寄居町中心市街地の5商店会の
事業者42人で組織する「ふるさと寄居商店会」の創立総会　20日、よりい会館　岩
崎、本町、中町、栄町、武町の5商店会　規模小さく、高齢化、空き店舗目立つ
国、県、町の補助事業を活用するため受け皿となる新組織　※写真

経済・産業

2014/10/24 埼玉新聞 13

[リトルシニア] 深谷彩北に栄冠　〈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　19日、加須リトルシニアグラウンドなどで4試
合が行われ、全日程が終了　深谷彩北が9勝1敗で優勝　佐野1-0深谷彩北　深谷
彩北9-8宇都宮　「最終成績」①深谷彩北（9勝1敗）

スポーツ（中学）

2014/10/25 読売新聞 31 ［Ｓａｔｕｒｄａｙさいたま レジャー］ まつり　♦寄居秋まつり　11月1日、寄居町の
市街地

イベント情報

2014/10/25 東京新聞 5 ［時事川柳］　（埼玉県寄居町　ひとり蜂） 投稿
2014/10/25 埼玉新聞 19 [つれづれ]　報道力　大野順一（大里郡寄居町、68歳） 投稿

2014/10/26 東京新聞 24 大きな実 甘い仕上がり 神川町 梨の晩生種「王秋」収穫　※写真（武内
道直さん撮影）

その他
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2014/10/26 埼玉新聞 6 ♢陸上　彩の国HIGH-KIDSカーニバル（25日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技
場）＝1位記録　【女子】▷中学3000㍍　松本優澄（寄居男衾）10分50秒42

スポーツ（中学）

2014/10/27 埼玉新聞 9
♢陸上　関東高校選抜新人選手権最終日（26日・笠松運動公園陸上競技場）
【男子】▷三段跳び　①福島弦也（聖望学園）14㍍71　※福島弦也（聖望学園高2
年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2014/10/27 埼玉新聞 13 [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

2014/10/28 埼玉新聞 7 ♢ソフトボール　第27回県民総合体育大会小学生大会（11、18日・狭山市上奥富
運動公園ほか）　【女子】▷14回戦　東松山選抜7-3寄居ジュニアクラブ

スポーツ（小学）

2014/10/28 埼玉新聞 8 ♦郷土力士新番付♦　【三段目】湊竜（寄居・湊） スポーツ（大相撲）

2014/10/28 読売新聞 31

作文コンクール県審査 思いの丈を文章に 寄居町立寄居小2年 内田
早紀さん 落書き 勇気出し謝罪　「第64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　下校途中にあ
る家の壁に軽い気持ちで落書きをし、「人に迷惑をかけない」という母との約束を
破ったことへの反省の気持ちをまとめた　♢特選♢【小学校低学年の部（県教育長
賞）】　「『かべのらくがき』～わたしのしてしまったことで～」　寄居町立寄居小2年
内田早紀（佐藤公亮教諭）　※写真

受賞・表彰

2014/10/29 読売新聞 32 [記録ファイル] ソフトボール　第13回県中学生大会（12、13日・深谷市岡部中
央グラウンド）　♢女子　③埼北ウィンズ

スポーツ（中学）

2014/10/29 埼玉新聞 20 八代さんと都さん 4千人の前で熱唱 埼玉新聞創刊70周年公演　※寄
居の堀口みえ子さん（61）のコメント

その他

2014/10/29 埼玉新聞 20 [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

2014/10/30 毎日新聞 26 [短歌]　■水野昌雄選　寄居・町田節子 【評】　[俳句]　■星野光二選　寄居・町
田節子

投稿

2014/10/30 埼玉新聞 7
深谷彩北が大勝 [リトルシニア] 勢いづけた4番の一打　〈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　26日、熊谷村岡
グラウンドなど　▷1回戦　深谷彩北12-3八潮

スポーツ（中学）

2014/10/30 埼玉新聞 7 [リトルシニア] 4強決まる　〈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　26日、旧騎西高校など　▷準々決勝　深谷彩北2-0熊谷

スポーツ（中学）

2014/10/31 朝日新聞 26

首都圏ナビ [記者推し！] 北条五代 「安定」いいね 小田原萌え　信
長、秀吉、家康の戦国三英傑　信玄や謙信、政宗らと比べ、いまひとつ影が薄いの
が小田原城を拠点にした北条氏　乱世にあって5代続いた北条氏を再評価し、「萌
える」人たちの輪が広がりつつある　（8/23埼玉新聞と一部同内容）　※写真

特集

2014/10/31 毎日新聞 24 [インフォメーション] ギャラリー　●ユネスコ作品展　11月8～9日　寄居町中
央公民館

イベント情報

2014/10/31 埼玉新聞 14
お囃子の練習に熱 あすから秋まつり（寄居）　寄居町の宗像神社例大祭
「寄居秋まつり」が11月1、2日、中心市街地で行われる　山車の曳き回しに向け、
子どもたちがお囃子の練習に励んでいる　※写真

地域

2014/11/1 読売新聞 31
全国小・中学校作文コンクール県審査 特選3作品㊤ 「『かべのらくが
き』～わたしのしてしまったことで～」 小学校低学年の部 内田早紀さ
ん （寄居町立寄居小2年）　※写真、作品全文

受賞・表彰

2014/11/1 埼玉新聞 6 [情報クリップ] ♦プレミアム付き商品券、あす発売　110店舗で使用できる
寄居町プレミアム付き商品券　11月2日、寄居町商工会で販売

経済・産業

2014/11/2 毎日新聞 18

全日本への切符かけ競う 男子 2強追うＨｏｎｄａ 東日本実業団対抗駅
伝 あす号砲　全日本大会3連覇を目指すコニカミノルタ、3大会ぶりの全日本制
覇を狙う日清食品クループの「2強」が軸　コニカミノルタは、東洋大の中心選手とし
て今年の箱根駅伝を制した設楽啓太も加入し選手層は厚い　2強を追うのはHonda
双子の兄啓太とともに箱根駅伝で優勝した設楽悠太らが加入し戦力が大幅にアッ
プ　※写真（設楽啓太選手）

スポーツ（陸上）

2014/11/2 産経新聞 21

[春の高校バレー 全日本選手権]地方大会　第67回全日本バレーボール
高校選手権大会の代表選考会を兼ねた埼玉県大会　1次予選、1日　♢女子　【北
部】▷2回戦　0寄居城北2-0滑川総合　▷準々決勝　寄居城北2-0北本　（ほか同日
の埼玉新聞に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2014/11/2 埼玉新聞 4

5日号砲 第65回全国高校男子駅伝県予選 都大路懸けて争う70校
※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
（男衾・1）　本庄（城南・1、寄居・1）　小川（城南・1）　聖望学園（男衾・2）　武蔵越生
（男衾・2）　坂戸（城南・1）　越生（男衾・1）　埼玉平成（城南・1）

スポーツ（高校）

2014/11/2 埼玉新聞 16
[第94回全国高校ラグビー 埼玉大会] 4強決定　第94回全国高校ラグビー
埼玉大会第4日　1日、熊谷ラグビー場　▷準々決勝　昌平73-7慶応志木　【昌平】
FW 梶井　※梶井直斗（昌平高1年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2014/11/3 毎日新聞 21

男子 コニカミノルタ万全 きょう号砲 駅伝 東日本実業団対抗　男子第
55回、女子第25回東日本実業団対抗駅伝競走大会　2日、各チームのオーダー発
表　全日本3連覇を狙うコニカミノルタは新人の設楽啓太を最長の2区（15.3㌔）に
据える　Hondaも設楽の双子の弟、悠太が2区を担う　今年の箱根駅伝を制した東
洋大の主力だった2人の直接対決に注目　表-男子オーダー表　❶コニカミノルタ
2区 15.3㌔ 設楽　❻Honda　2区 設楽　❽SUBARU　7区 13.5㌔ 小山

スポーツ（陸上）

2014/11/3 産経新聞 22
[春の高校バレー 全日本選手権]地方大会　第67回全日本バレーボール
高校選手権大会の代表選考会を兼ねた県大会　1次予選2日目、2日　♢女子　【北
部】▷準決勝　成徳深谷2-0寄居城北　（ほか同日の埼玉新聞に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2014/11/3 埼玉新聞 4
秋の叙勲受章 県内関係者　▽瑞宝小綬章　吉沢祥匡 74 元県農林部長 寄
居　吉田顕彦 71 元陸自航空学校長 寄居　（ほか同日の朝日、読売、毎日、日
経、産経、東京新聞に同様記事）

叙位叙勲
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2014/11/3 埼玉新聞 7
5日号砲 第26回全国高校女子駅伝県予選 都大路出場権狙う46校
※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・2）　松山女（男衾・1）　埼玉平成（男衾･1、城南・1）　本庄東（男衾・1）

スポーツ（高校）

2014/11/3 埼玉新聞 13 [埼玉俳壇]　鎌倉佐弓選　(寄居)石澤無涯 投稿

2014/11/4 朝日新聞 14 陸上 東日本実業団対抗駅伝 コニカミノルタ3年連続で優勝　（同日の
読売、埼玉新聞と同内容）

スポーツ（陸上）

2014/11/4
定年時代埼玉版
（朝日新聞）

6
[インフォメーション]　♦秩父鉄道・東武鉄道合同「紅葉の中間平から日本の里
山を訪ねるハイキング」　8日、秩父鉄道寄居駅で当日受付　寄居駅→鉢形城公園
→中間平緑地公園→日本の里（解散）→みかん狩り（自由参加）→波久礼駅

イベント情報

2014/11/4 読売新聞 28 コニカミノルタＶ 陸上・東日本実業団対抗駅伝 ■設楽啓の走りで勢い
（同日の毎日新聞と同内容）

スポーツ（陸上）

2014/11/4 毎日新聞 21

コニカミノルタＶ3 男子 2区以降トップ譲らず 東日本実業団駅伝　男子
第55回、女子第25回東日本実業団対抗駅伝競走大会　3日、さいたま市から熊谷
市・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場のコース　男子（7区間、77.5㌔）はコニカミノ
ルタが3時間49分34秒で3年連続8回目の優勝　最長区間の2区　東洋大出身の
ルーキー設楽啓太は1秒差の2位でたすきを受けると、スピードに乗ってすぐに首位
へ浮上　双子の弟、悠太（Honda）との直接対決が注目されたが、競り合う場面すら
作らせず、区間賞の快走　東日本男子総合成績　①コニカミノルタ　3時間49分34
秒（菊池、設楽、タイラ、野口、山本、伊藤、谷川）　男子区間賞　▽2区（15.3㌔）
設楽啓太（コニカミノルタ）45分55秒

スポーツ（陸上）

2014/11/4 毎日新聞 24 ホンダ 男子3位 東日本実業団駅伝　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）
2014/11/4 日本経済新聞 33 コニカミノルタ 男子3年連続Ｖ　（同日の毎日新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2014/11/4 産経新聞 14
コニカミノルタ3連覇 即戦力・設楽 上々の初陣 東日本実業団対抗駅
伝　（同日の毎日新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2014/11/4 東京新聞 17 コニカミノルタ8度目Ｖ　（同日の毎日新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2014/11/4 東京新聞 20 山車7台巡行 恒例「寄居秋まつり」　寄居秋まつりが2日、寄居町の中心市
街地で行われた　約7千人の人出　※写真

地域

2014/11/4 埼玉新聞 8

ホンダ3位に躍進 男子 東日本実業団対抗駅伝 沿道沸かせた新戦力
昨年6位のホンダが3時間51分17秒で3位　ホンダは新戦力が沿道を沸かせた
エース区間の2区を務めた設楽兄弟の弟・悠太　ロードで初めて相対した兄・啓太
（コニカミノルタ）に22秒差の区間4位　※写真（設楽悠太選手）　（ほか同日の毎日
新聞と同内容）

スポーツ（陸上）

2014/11/4 スポーツニッポン 11 2区で逆転コニカミノルタＶ3  双子対決快勝　（同日の毎日新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2014/11/5 読売新聞 33

小型家電をリサイクル 昨年から倍 61市町村　小型家電のリサイクルに取
り組む自治体増える　小型家電リサイクル法が施行された昨年4月時点で31市町
村　現在61市町村に拡大　うち40市町村は自治体が回収後に選別する「ピックアッ
プ」方式　21市町は公共施設に専用の回収ボックスを設置　表-小型家電リサイク
ルの取り組み状況　寄居町　「その他」方式

行政

2014/11/5 産経新聞 23

[春の高校バレー 全日本選手権]県最終予選　第67回全日本バレーボー
ル高校選手権大会の代表選考会を兼ねた県大会の最終予選　組み合わせ抽選
会　4日、権利tスポーツ総合センター　※トーナメント表　女子　伊奈学園-寄居城
北

スポーツ（高校）

2014/11/5 埼玉新聞 9
春高目指し男女64校激突 [第67回全国高校バレー 埼玉大会] 組み
合わせ決定　※トーナメント表　（同日の産経新聞と同内容）

スポーツ（高校）

2014/11/5 埼玉新聞 9 ♢野球　第9回マスターズ甲子園埼玉大会（2、3日・東松山市営ほか）　▷2回戦　花
咲徳栄11-10川本・寄居

スポーツ（その他）

2014/11/6 埼玉新聞 1

[さきたま抄]　2014･11･6　ユネスコの無形文化遺産登録が内定した細川紙　小
川町、東秩父村周辺での和紙作りの歴史は古い　▶正倉院文書（774年）に「武蔵国
紙」という記述、「類聚三代格」（841年）に男衾郡（現寄居町）での製紙を紹介　起
源は1300年ほど遡る

コラム

2014/11/6 埼玉新聞 8 [リトルシニア]　〈フレッシュマン大会〉　2、3日、大宮リトルシニアグラウンドなど
▷2回戦　深谷彩北6-0入間　▷3回戦　深谷彩北9-2川口A（五回コールド）

スポーツ（中学）

2014/11/6 埼玉新聞 10
[県中学新人大会] 柔道　5日（第1日・県武道館）　【男子】▷個人66㌔級準決勝
大谷（寄居） 一本勝ち 岡田（さいたま田島）　▷同決勝　西願寺（埼玉栄） 一本勝ち
大谷　【女子】▷個人57㌔級準決勝　高橋（本庄東） 一本勝ち 大谷（寄居）

スポーツ（中学）

2014/11/6 埼玉新聞 10
[県中学新人大会] 卓球　5日（最終日・上尾運動公園体育館）　▷女子シング
ルス準々決勝　浅見（寄居）3-0小田（富士見東）　▷同準決勝　平川（越谷富士）3-1
浅見

スポーツ（中学）

2014/11/6 埼玉新聞 10･11

全国高校駅伝県予選　5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]♢総合成績　③武蔵越生　第2区（3㌔） ⓫(通過順位)力丸倖成 ⑤
(区間順位)9分0秒　第6区（5㌔） ❸時田俊吾 ⑨15分56秒　④松山　第2区 ❷金子
瑞輝 ⑪9分14秒　[女子]♢総合成績　⑥熊谷女　第2区（4.0975㌔） ❻坂本尚子 ⑦
14分46秒　※力丸倖成（武蔵越生高3年、男衾中出身）、時田俊吾（武蔵越生高2
年、男衾中出身）、金子瑞輝（松山高2年、男衾中出身）、坂本尚子（熊谷女高1年、
寄居中出身）　（ほか同日の毎日新聞に同様記事）

スポーツ（高校）

2014/11/6 埼玉新聞 13

愛好会手作り 菊花展に380点 16日まで道の駅はなぞの　「花園大菊花
展」　深谷市の道の駅はなぞの　16日まで　寄居町の桜沢小学校と用土小学校の
児童の作品も展示　主な入賞者　▷県知事賞＝中島彰子「盆養三幹」（寄居町末
野）、渡辺孜江「千輪」（寄居町桜沢）　※写真

地域

2014/11/7 読売新聞 31
[Ｆｒｉｄａｙさいたま イベントガイド] 鉱石や鉄道ジオラマ展示　特別展「荒
川流域の鉱山と産業-地下資源の利用と人々のくらし」　県立川の博物館（寄居町
小園）　※展示パネル写真

イベント情報
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2014/11/7 日本経済新聞 35
県民の日、イベント続々　11月14日の県民の日にちなみ、県内各地で記念イ
ベントや割引特典　表-県民の日に開かれる主なイベント　県立川の博物館（寄居
町）　施設無料公開

イベント情報

2014/11/7 産経新聞 24 [イベントガイド] 埼玉　★かわはく秋まつり　14日　寄居町の県立川の博物館 イベント情報

2014/11/7 埼玉新聞 7 [リトルシニア]　〈北部ブロック長杯〉　3日、旧川本高校　▷準決勝　深谷彩北6-5
久喜　▷決勝　加須1-0深谷彩北

スポーツ（中学）

2014/11/7 埼玉新聞 9
[県中学新人大会] 柔道　6日（最終日・県武道館）　▷男子団体1回戦　川口戸
塚2-2寄居（代表勝ち）　▷女子団体1回戦　寄居2-1草加谷塚　▷同2回戦　寄居2-1
吉川南　▷同準々決勝　さいたま田島3-0寄居

スポーツ（中学）

2014/11/7 埼玉新聞 10･11

納税率向上へ努力 県と市町村が連携 「平成26年度個人住民税市町
村表彰」受賞市町村の長と知事との意見交換会　自主納付の原点を重視
花輪寄居町長　表-平成26年度個人住民税市町村表彰受賞市町村　納税率アップ
部門　寄居町　1.75ポイント　表-平成25年度県内市町村個人市町村民税納税率
一覧　寄居町 89.7(納税率％) 48(順位)　※写真、意見コメント

特集
行政

2014/11/7 埼玉新聞 12
鉱山や鉱石など 地下資源を紹介 川の博物館で特別展（寄居）　県立
川の博物館は24日まで、特別展「荒川流域の鉱山と産業」　県内で採掘された鉱
石など約220点を展示　※写真

文化・芸術

2014/11/8 読売新聞 34 [Ｓａｔｕｒｄａｙさいたま レジャー] イベント　♦かわはく秋まつり　14日、寄居町
の県立川の博物館

2014/11/8 毎日新聞 26 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子　（評） 投稿

2014/11/8 埼玉新聞 10
東日本中学ラグビーあす開幕 深谷、寄居が出場　ラグビーの第34回東
日本中学校大会　埼玉から県予選優勝の深谷、準優勝の寄居が出場　12年ぶり2
度目の寄居は慶応中等部（東京2位）と対戦　※写真、登録メンバー表

スポーツ（中学）

2014/11/9 読売新聞 26

柔道・講道館杯全日本体重別選手権第1日　1日・千葉ポートアリーナ　女
子70㌔級は、ロンドン五輪代表の田知本遥（ALSOK）が韓国・仁川アジア大会銀メ
ダルの新井千鶴（三井住友海上）に優勢勝ちし初優勝　♢各階級決勝記録　【女
子】▷70㌔級　田知本 優勢(延長) 新井　（ほか同日の朝日、毎日新聞に同様記事）

スポーツ（柔道）

2014/11/9 読売新聞 32 作文コンクール 13人出席で表彰式　「第64回全国小・中学校作文コンクー
ル」県審査の表彰式　8日、埼玉会館　※写真（内田早紀さん）

受賞・表彰

2014/11/9 読売新聞 32 県中学駅伝　第82回埼玉県駅伝競走大会（中学校の部）　8日、熊谷スポーツ文
化公園　■男子11位以下　㊱寄居男衾　■女子11位以下　⑱寄居男衾

スポーツ（中学）

2014/11/9 埼玉新聞 5 [今週のこよみ]　14日（金）　【県内】かわはく秋まつり（寄居町・県立川の博物
館）

その他

2014/11/9 埼玉新聞 6 [県中学新人大会] ラグビー　8日、第2日・熊谷ラグビー場　▷準々決勝　寄居
62-5熊谷東

スポーツ（中学）

2014/11/9 埼玉新聞 11

[学校発 元気だより]地元の民話紙芝居に 寄居鉢形小 自由な発想で
〝現代版〟　寄居町立鉢形小学校の2年生23人が7日、町に伝わる民話「賽取
左衛門」の手作り紙芝居をお披露目　23場面、一人一人が文章と絵を担当　授業
に読み聞かせを取り入れ、子供たちにさまざまな民話を紹介　郷土愛の育成につ
なげる　※写真

地域

2014/11/9 埼玉新聞 16
[第94回全国高校ラグビー 埼玉大会]　第94回全国高校ラグビー埼玉大会
第5日　8日、熊谷ラグビー場　▷準決勝　昌平53-12正智深谷　【昌平】 FW 梶井
※梶井直斗（昌平高1年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2014/11/11 朝日新聞 28 [埼玉マリオン] ●イベント　♦かわはく秋まつり　14日、寄居町の県立川の博
物館

イベント情報

2014/11/11 朝日新聞 29

住民税納付アップへ知恵 一緒に完納計画■催告書、目立つ色に　個
人住民税の滞納を減らそうと、市町村が様々な取り組み　寄居町は13年度に滞納
者へ送る催告書の色を白からピンクへ、封筒も茶封筒から黄色に変えて目立つよ
うに工夫　納税率が1.75㌽上がった　※写真

行政

2014/11/11 埼玉新聞 6 [リトルシニア]　〈フレッシュマン大会〉　9日、大宮リトルシニアグラウンドなど　▷
準々決勝　栃木下野A8-1深谷彩北（五回コールド）

スポーツ（中学）

2014/11/11 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】湊竜（寄居）○1-0　※九州場所2日目 スポーツ（大相撲）

2014/11/11 埼玉新聞 8 [県中学新人大会] バスケットボール　第1日、9日・本庄児玉総合公園体育
館ほか　▷男子1回戦　寄居城南71-52川越城南　▷同2回戦　久喜84-56寄居城南

スポーツ（中学）

2014/11/11 埼玉新聞 8 ♢ハンドボール　県高校新人大会地区大会（10月31日～11月3、8日・東農大三
高ほか）　【北部】▷女子リーグ　①寄居城北3勝

スポーツ（高校）

2014/11/12 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

3
科学　■第66回科学教育振興展覧会中央展、第58回日本学生科学賞埼玉地区
展覧会（10月25日・27日、深谷市立深谷中学校）　♢中学校　【優良賞】▷髙橋綾香・
髙橋彩香（寄居1）

受賞・表彰

2014/11/12 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【三段目】湊竜（寄居）○2-0　※九州場所3日目 スポーツ（大相撲）

2014/11/12 埼玉新聞 10 [県中学新人大会] バスケットボール　11日　第2日・上尾運動公園体育館ほ
か　▷女子1回戦　草加新栄80-50寄居男衾

スポーツ（中学）

2014/11/12 埼玉新聞 13 [まちひとであい]　♦かわはく秋まつり（寄居）　14日、県立川の博物館 イベント情報

2014/11/13 読売新聞 10 [気流]　地域で支えたい独居の90歳男性　自営業 坂本太志男 73 （埼玉県寄居
町）

投稿

2014/11/13 読売新聞 32
平成26年度社会福祉功労厚生労働大臣表彰　（表彰式は21日、日比谷公
会堂・全国福祉大会）　【社会福祉事業従事功労者】▷加藤京子（山鳩よりい生活支
援課主任）　（ほか11/14埼玉新聞に同様記事）

受賞・表彰

2014/11/13 毎日新聞 22 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2014/11/13 東京新聞 25 [情報の道しるべ ほっとなび][実り前線]　▸埼玉　★寄居みかん狩り　12月
中旬まで

観光
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2014/11/13 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】湊竜（寄居）や2-0　※九州場所4日目 スポーツ（大相撲）

2014/11/13 埼玉新聞 7 男女各32校出場 あすから決勝Ｔ [第67回全国高校バレー 埼玉大会]
※トーナメント表　（11/5の産経新聞と同内容）

スポーツ（高校）

2014/11/13 埼玉新聞 7 [県中学新人大会] 熊谷吉岡と寄居で決勝 ラグビー　12日、第3日・熊谷
ラグビー場　▷準決勝　寄居14-12深谷南　【寄居メンバー】

スポーツ（中学）

2014/11/13 埼玉新聞 7
寄居は初戦敗退 東日本中学ラグビー　ラグビーの第34回東日本中学校大
会第3日、筑波大グラウンドなど　▷1回戦　慶応中等部（東京）19-7寄居　【寄居メン
バー】

スポーツ（中学）

2014/11/13 埼玉新聞 8

県スポ少野球北部ブロック結成記念大会　第33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　上里町忍保パブリック公園野球場　▷1回戦　城
南キングフィッシャーズ（寄居）5-1本庄エンゼルス（六回コールド）　根住少年野球
（深谷）7-0中町ジュニア（寄居）（五回コールド）　秩父ドリームズ13-7用土コルツ
（寄居）（六回コールド）　オブスマクラブ（寄居）6-2本庄北泉ジェッターズ（五回コー
ルド）　▷2回戦　城南キングフィッシャーズ6-2上里JBマリーンズ（六回コールド）　オ
ブスマクラブ5-2妻沼スラッガーズ（熊谷）（五回コールド）　▷準々決勝　妻沼ホー
マーズ（熊谷）12-2城南キングフィッシャーズ（五回コールド）　オブスマクラブ5-5皆
野少年野球（オブスマクラブの抽選勝ち）　▷準決勝　長瀞ジャイアンツ5-5オブスマ
クラブ（長瀞ジャイアンツのサドンデス勝ち）　【個人賞】▷優秀選手賞　平沼陽介（オ
ブスマクラブ）　※写真

スポーツ（小学）

2014/11/13 埼玉新聞 19

[ニュースクリップ] ♦手渡し詐欺で100万円被害（寄居）　寄居署は11日、
寄居町の無職男性（81）が手渡し詐欺に遭ったと発表　7日午前9時40分ごろから数
回にわたり男性方に長男やその上司を名乗る男から、「会社の方で780万が必要、
いくらか用意できますか」などと電話　男性は同日午後3時10分ごろ、JR行田駅近く
で上司の息子を名乗る男に現金100万円を手渡す　10日になって長男と連絡をとり
詐欺と分かる

事件・事故

2014/11/13 埼玉新聞 19

埼玉Ｓ級グルメとセット 東武鉄道が1日フリー乗車券　東武鉄道は14日
から、東上線の1日フリー乗車券と「埼玉S級グルメ」の食事券をセットにした「東上
線埼玉S級グルメきっぷ」を発売　開業100周年記念事業の一環　利用できる店舗
とメニュー　【寄居町】京亭（紅葉弁当）

経済・産業

2014/11/14 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

2014/11/14 読売新聞 33
132商店街 一斉イベント きょうから3日間　「県民の日」の14日に合わせ、
県内132の商店街が「全県一斉商店街まつり」を初めて開催する　▷全県一斉商店
街まつりが開催される商店街がある市町　寄居

経済・産業

2014/11/14 埼北よみうり 6 小2児童が制作＆発表 地域の民話を紙芝居に（寄居町）　（11/9埼玉新
聞と同内容）　※写真

地域

2014/11/14 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【三段目】湊竜（寄居）や2-0　※九州場所5日目 スポーツ（大相撲）

2014/11/14 埼玉新聞 14

総勢500人軽快にステップ 「心のプラカード」でご当地動画 1000人
バージョンも撮影へ（寄居）　AKB48の「心のプラカード」に合わせて踊る寄居
町のご当地PR動画が完成　寄居町商工会のホームページなどで公開　16日の「ふ
るさとの祭典市」宣伝用に制作　当日千人規模の動画撮影も行われる　※写真

地域

2014/11/15 朝日新聞 21

●寄居で高齢女性がはねられ死亡　13日午後5時ごろ、寄居町富田の県道
交差点を横断していた近くに住む無職(女性)（78）が軽乗用車にはねられ、約5時
間後に死亡　寄居署は、軽乗用車を運転していた深谷市のパート従業員(女性)
（61）を自動車運転死傷処罰法違反の疑いで現行犯逮捕

事件・事故

2014/11/15 読売新聞 32
トンネル事故想定 寄居の国道で訓練　寄居町折原の国道140号皆野寄居
バイパス寄居トンネルで12日、トンネル事故を想定した救助訓練　県道路公社や
県、深谷市消防本部などから約130人が参加　※写真

行政

2014/11/15 読売新聞 33 78歳はねられ死亡　（同日の朝日新聞と同内容） 事件・事故

2014/11/15 産経新聞 21
[春の高校バレー 全日本選手権]県最終予選　第67回全日本バレーボー
ル高校選手権大会の代表選考会を兼ねた県大会の最終予選　14日、さいたま市
記念総合体育館など　♢女子　▷1回戦　伊奈学園2-1寄居城北

スポーツ（高校）

2014/11/15 産経新聞 21 女性はねられ死亡　（同日の朝日新聞と同内容） 事件・事故

2014/11/15 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12,849　人口総数34,300　男17,007　女17,293

統計

2014/11/15 埼玉新聞 5
[情報クリップ] ♦県北地域で融資相談会　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「年末資金融資相談会（一日公庫）」を実施　▷21日＝
寄居町商工会

経済・産業

2014/11/15 埼玉新聞 7
[ニュースクリップ] ♦県道を歩いて横断中の78歳女性、ひかれて死亡
（寄居）　（同日の朝日新聞と同内容）

事件・事故

2014/11/15 埼玉新聞 12 [第67回全国高校バレー 埼玉大会]　（同日の産経新聞と同内容） スポーツ（高校）

2014/11/15 埼玉新聞 12 [県高校新人大会] ハンドボール　14日（第1日・三郷総合体育館ほか）　▷女
子1次トーナメントb組1回戦　寄居城北18-13久喜北陽

スポーツ（高校）

2014/11/15 埼玉新聞 13 郷土力士星取表　【三段目】湊竜（寄居）●2-1　※九州場所6日目 スポーツ（大相撲）
2014/11/15 埼玉新聞 17 [つれづれ]　埼玉新聞と私　石沢邦彦（寄居町、69歳） 投稿
2014/11/16 埼玉新聞 5 郷土力士星取表　【三段目】湊竜（寄居）●2-2　※九州場所7日目 スポーツ（大相撲）

2014/11/16 埼玉新聞 6

寄居 逆転で初優勝 熊谷吉岡2度のリード守れず [県中学新人大会]
ラグビー ＦＷで押し込み念願　15日（最終日・熊谷ラグビー場）　決勝が行わ
れ、寄居が熊谷吉岡を下して初の栄冠を獲得　創部20年目の寄居が昨年準優勝
の悔しさを晴らした　▷決勝　寄居22-12熊谷吉岡　※写真、出場メンバー

スポーツ（中学）
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2014/11/16 埼玉新聞 11

「町の宝物」描いたよ 寄居地方ユネスコ協会絵画展 小学生8人に特
別賞　第9回「わたしの街のたからもの」絵画展の表彰式　寄居町中央公民館　▷
寄居地方ユネスコ会長賞＝浅見俊輔（鉢形小6年）▷寄居町長賞＝丸橋奈々（用土
小2年）▷寄居町議会議長賞＝町田みのり（折原小4年）▷町教育長賞＝高田和（折
原小3年）▷町観光協会長賞＝新井凛之助（寄居小5年）　※写真

受賞・表彰

2014/11/16 埼玉新聞 16
[第94回全国高校ラグビー 埼玉大会]　第94回全国高校ラグビー埼玉大会
最終日　15日、熊谷ラグビー場　▷決勝　深谷36-14昌平　【昌平】 FW 梶井　※梶
井直斗（昌平高1年、寄居中出身）　（ほか同日の毎日新聞に同様記事）

スポーツ（高校）

2014/11/17 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　鎌倉佐弓選　(寄居)石澤無涯 投稿

2014/11/17 埼玉新聞 8

荒川図画コンクール 入選作品を表彰　「荒川図画コンクール」の表彰式　15
日、浦和コミュニティーセンター　県内34市町村の177校から1618点の応募　審査
の結果、入選作品72点が決定　入選、佳作を含めた120点の作品は、寄居町の県
立川の博物館（12月20日から来年1月12日まで）などで展示　【埼玉新聞社賞】酒
井麻祐（寄居小）　【二瀬ダム管理所長賞】和知航生（寄居小）　※写真

受賞・表彰

2014/11/17 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【三段目】湊竜（寄居）や2-2　※九州場所8日目 スポーツ（大相撲）

2014/11/17 埼玉新聞 10 [県高校新人大会] ハンドボール　第2、3日、15、16日・吉川美南高校ほか　▷
女子b組代表決定戦　三郷北38-6寄居城北

スポーツ（高校）

2014/11/17 埼玉新聞 12 [今週のこよみ]　23日（日）　【県内】▷みかん狩りハイキング（長瀞町～寄居町・
岩根神社、風布みかん山など）

その他

2014/11/17 埼玉新聞 15 [僕のゆるゆる定年学] 父が訪ねた史跡② 鉢形城跡～大里郡寄居町
文・深見六彦　※イラスト

連載コラム

2014/11/18 埼玉新聞 9
♢太極拳　県武術太極拳選手権大会（10月26日・蕨市民体育館）＝1位記録　【女
子個人】▷総合太極拳C　伊藤悠希（寄居町協会）　8.81点②　▷24式太極拳B　真尾
久美子（寄居町協会）8.80点　【団体】▷集団　寄居町協会　9.00点

スポーツ（その他）

2014/11/18 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【三段目】湊竜（寄居）や2-2　※九州場所9日目 スポーツ（大相撲）

2014/11/19 読売新聞 32

[記録ファイル] 太極拳　第27回県民総体兼第22回県選手権大会（10月26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）8.81点②
斉藤明（同）　♢24式▷男子B　②松尾洋平（寄居町協会）　▷女子B　①真尾久美子
（寄居町協会）8.80点　▷女子C　①(※ﾀｲ)藤波樹花（寄居町協会）8.68点　♢48式・88
式▷女子　②前田穏子（寄居町協会）　♢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）9.00点　（11/18埼玉新聞と一
部同内容）

スポーツ（その他）

2014/11/19 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【三段目】湊竜（寄居）●2-3　※九州場所10日目 スポーツ（大相撲）

2014/11/20 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

2014/11/20 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【三段目】湊竜（寄居）や2-3　※九州場所11日目 スポーツ（大相撲）

2014/11/21 読売新聞 29 [よみうり文芸] 短歌　梅内美華子選　【入選】寄居町　町田節子　俳句　石田
郷子選　【入選】寄居町　町田節子

投稿

2014/11/21 東京新聞 21
ホンダの名車50台 寄居町をパレード　ホンダの1960年代を中心にした名車
が集まる「第4回寄居町交通安全クラシックカーパレード」　ホンダ寄居工場までを
パレード　16日の「ふるさとの祭典市」の関連イベント　※写真

地域

2014/11/21 埼玉新聞 7 [リトルシニア 関東連盟北関東支部チーム紹介] 深谷彩北　※写真 スポーツ（中学）
2014/11/21 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【三段目】★湊竜（寄居）●2-4　※九州場所12日目 スポーツ（大相撲）

2014/11/21 埼玉新聞 8

関東高校駅伝あす号砲 武蔵越生、松山も地力　[男子]武蔵越生㉝
2(区) 力丸倖成 3(年) 寄居男衾(出身中)　補 時田俊吾 2 寄居男衾　松山㉞　補
金子瑞輝 2 寄居男衾　[女子]本庄東㉝　補 小池優佳 2 寄居男衾　熊谷女㊱　2
坂本尚子1 寄居　補 大沢真珠美 2 寄居城南

スポーツ（高校）

2014/11/21 埼玉新聞 12 往年の名車ずらり 全国から50台パレード（寄居）　（同日の東京新聞と同
内容）　※写真

地域

2014/11/22 東京新聞 5 [時事川柳]　埼玉県寄居町　ひとり蜂 投稿
2014/11/22 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【三段目】★湊竜（寄居）や2-4　※九州場所13日目 スポーツ（大相撲）
2014/11/23 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】★湊竜（寄居）や2-4　※九州場所14日目 スポーツ（大相撲）

2014/11/23 埼玉新聞 12 テレビ番組解説 テレ玉　平成26年度埼玉県中学校ラグビー新人大会　★テレ
玉 後7・00　熊谷ラグビー場で行われた決勝・寄居×熊谷吉岡の模様を送る

その他

2014/11/24 読売新聞 33
愛読書の魅力語り 関東・甲信越大会　東京都千代田区のよみうりホールで
23日に開かれた「全国高校ビブリオバトル2014」の関東・甲信越大会　県内から6
校の代表が出場　寄居城北

文化・芸術

2014/11/24 埼玉新聞 1 6部門10氏受賞 第57回埼玉文化賞　埼玉新聞社制定の「第57回埼玉文化
賞」　農林部門は前県森林組合連合会長の坂本全平氏

受賞・表彰

2014/11/24 埼玉新聞 3 第57回埼玉文化賞 10氏略歴　農林部門 坂本全平氏（86）　前県森林組合連
合会長　※略歴、写真

受賞・表彰

2014/11/24 埼玉新聞 9 [埼玉俳壇]　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤紀子 投稿

2014/11/24 埼玉新聞 10
第57回埼玉文化賞 受賞者のプロフィール 農林部門 坂本全平氏
（86） 前県森林組合連合会長 故郷の森と水を後世に　※写真

受賞・表彰

2014/11/24 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【三段目】★湊竜（寄居）●2-5　※九州場所千秋楽 スポーツ（大相撲）
2014/11/24 埼玉新聞 15 [つれづれ]　筑波山ハイキング　高橋正樹（寄居町、47歳） 投稿
2014/11/25 読売新聞 12 [Ｕ-25]　中原友美　22　埼玉県寄居町　※イラストの投稿 投稿
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2014/11/25 埼玉新聞 9

[県高校新人大会] 少林寺拳法　23日・越ケ谷高校　【男子】▷規定組演武　③
清水、堀（小川）　【女子】▷規定組演武　①大谷綾花、中島帆乃香（小川）　※清水
勇里（小川高1年、男衾中出身）、大谷綾花（小川高1年、寄居中出身）、中島帆乃
香（小川高1年、城南中出身）

スポーツ（高校）

2014/11/26 読売新聞 32 [記録ファイル] ソフトボール　第11回都道府県対抗全日本中学生大会（15、
16日・さいたま市荒川総合運動公園）　♢女子　③埼北ウィンズ

スポーツ（中学）

2014/11/26 埼玉新聞 10･11
埼玉新聞環境キャンペーン[ECO贔屓] 私のECO贔屓宣言 一年中桜
に出会える町よりい実行委員会委員長 大久保和勇さん 1万本の植
樹で地域を元気に 一年中桜に出会える町・寄居　※写真

環境

2014/11/26 埼玉新聞 10･11
埼玉新聞環境キャンペーン[ECO贔屓] 桜にQRコード付きプレート。ス
マホで情報を 一年中桜に出会える町よりい実行委が設置　※写真

環境

2014/11/27 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

2014/11/27 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2

柔道　■平成26年度県中学新人体育大会兼県民総体柔道の部　【女子団体戦の
記録】▷準々決勝　さい田島中3-0寄居中　【男子個人戦】▷66㎏級②大谷望夢（寄
居）　【女子個人戦】▷57㎏級③大谷彩実（寄居）　（11/6、11/7埼玉新聞と一部同内
容）

スポーツ（中学）

2014/11/27 毎日新聞 26 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿
2014/11/27 産経新聞 25 [衆院選2014]▶戦いの構図 11～15区◀ 選挙

2014/11/27 埼玉新聞 7

「心のよりどころに」 熊谷の大栄神社 氏子ら「願い石」設置　熊谷市大
麻生の大栄神社で24日、古札納所と内部に設置された「願い石」の竣工祭　「願い
石」は寄居町風布産の銘石「もみじ石」が本体　総代長の馬場さんは「寄居の銘石
は、400年ほど前には江戸城を築く折、荒川の水運によるいかだで運ばれたとされ
ている」と由緒を話す　※写真

その他

2014/11/28 埼北よみうり 5 ホンダ 懐かしの名車 50台がパレード（寄居町）　（11/21東京新聞と同内
容）　※写真

地域

2014/11/28 埼北よみうり 6
[ｐｉｃｋ ｕｐ]　音楽　宮城道雄の世界を訪ねて 朗読と筝曲演奏の集い　11月30日
（日）　寄居町立図書館　演劇　落語DE芝居　劇団「お伽座」　11月29日（土）・30日
（日）、12月6日（土）・7日（日）　アクトスペース鉢形

イベント情報

2014/11/28 毎日新聞 26 [インフォメーション] イベント　●お伽座年末公演・落語DE芝居　29日、30日、
12月6日、7日　寄居町鉢形のアクトスペース鉢形（劇団お伽座）

イベント情報

2014/11/28 毎日新聞 27 衆院選各選挙区の情勢③ 11区 選挙

2014/11/28 埼玉新聞 1

13人受賞 功績たたえる 埼玉文化賞・自治功労賞授賞式　第57回埼玉
文化賞、第43回埼玉県地方自治功労賞の授賞式　27日、さいたま市内　埼玉文化
賞6部門10人、県地方自治功労賞3部門3人の計13人が受賞　※写真（集合写真、
坂本全平氏）

受賞・表彰

2014/11/28 埼玉新聞 18
草の根活動 励みに 埼玉文化賞 自治功労賞 喜びの受賞者　埼玉文
化賞と埼玉県自治功労賞の懇親パーティー　27日、さいたま市のホテルブリランテ
武蔵野　【埼玉文化賞】▷農林部門＝前県森林組合連合会長・坂本全平氏（86）

受賞・表彰

2014/11/29 朝日新聞 27 [15選挙区の情勢][下]　11区 選挙

2014/11/29 読売新聞 27

[第64回全国小・中学校作文コンクール] 入賞者　第64回全国小・中学校
作文コンクールの中央審査会が行われ各賞が決定　応募は3万1193点（小学校低
学年4490点、高学年8147点、中学校1万8556点）　【入選】〈小学校低学年〉▽埼玉
県寄居町立寄居小2年　内田早紀

受賞・表彰

2014/11/29 東京新聞 26 [2014衆院選 各小選挙区情勢]③ 11区 選挙

2014/11/29 埼玉新聞 2 [高齢者叙勲]　28日　▷旭日単光章　元寄居町議 堀口好治氏＝寄居町今市
（ほか同日の読売新聞に同様記事）

叙位叙勲

2014/11/29 埼玉新聞 13 [まちひとであい] 音楽　♦チャリティーコンサート（寄居）　12月14日、中央公民
館　出演は寄居城北高校、さんらんぼマンドリンアンサンブルなど

イベント情報

2014/11/30 毎日新聞 28 [2014衆院選] 3氏、持論展開 11区 立候補予定者の討論会 選挙
2014/11/30 読売新聞 31 [14衆院選]戦いの構図-[4] 11区 選挙
2014/11/30 埼玉新聞 13 [つれづれ]　寄居町戦没者追悼式　大野順一（寄居町、68歳） 投稿

2014/12/1 東京新聞 22

寄居の城南中で柴崎さんが講演 「乙姫ちゃん」生みの親　寄居町商工
会のイメージキャラクター「乙姫ちゃん」の生みの親で同町出身のイラストレー
ター、柴崎マイさん（40）を招いた「ふれあい講演会」が城南中学校で行われた　※
写真

地域

2014/12/1 埼玉新聞 9 [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

2014/12/2 読売新聞 32

読者が選ぶ県内10大ニュース2014 応募の手引き　[1月]　①箱根駅伝で
東洋大が総合優勝（3日）　武蔵越生高出身の双子の兄弟、設楽啓太主将・悠太副
主将はともに区間賞の活躍　[5月]　⑪東武東上線が開業100周年（1日）　池袋-寄
居駅間を結ぶ東武東上線が開業100周年を迎えた

その他

2014/12/2 読売新聞（夕刊） 9 埼玉48人が名乗り 小選挙区立候補者 11区 選挙

2014/12/2 東京新聞 24
衆院選有権者数（国内分）　（1日現在）　【11区】　寄居町 14,619(男)
14,836(女) 29,455(計) ▼189(前回比)　（同日の朝日、読売、毎日、産経新聞の各
紙、12/4埼玉、12/14産経新聞に同様記事）

選挙

2014/12/3 埼玉新聞 8･9 衆院選県内15選挙区立候補者 11区　（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

2014/12/3 埼玉新聞 12

名水の里きれいに 戸田市山岳会連盟 鐘撞堂山で清掃ハイク　戸田市
山岳会連盟が11月30日、寄居町など1市2町にまたがる鐘撞堂山で清掃ハイキン
グを実施　約30人が参加し、空き缶やペットボトルなどのごみを拾う　11回目　名水
の里と知られる寄居は6回目で地元住民も協力　寄居町の小林秀年さん（68）が地
元を代表してお礼を述べる　※写真

地域
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2014/12/4 読売新聞 30･31 [14衆院選] 世論調査情勢分析 11区 選挙

2014/12/4 毎日新聞 21 [ニュース24時] 深谷・会社員の男を公然わいせつ容疑で逮捕　（同日
の埼玉新聞と同内容）

事件・事故

2014/12/4 東京新聞 5 [発言]　平和あるから子は夢描ける　無職 南部敏明 79 （埼玉県寄居町） 投稿
2014/12/4 埼玉新聞 8･9 衆院選県内15選挙区 候補者プロフィル 11区 選挙

2014/12/4 埼玉新聞 17 [おひさしぶり！～同窓会だより～] 恩師の傘寿に感謝状　寄居町立寄
居中 昭和43年度卒業　※写真

投稿

2014/12/4 埼玉新聞 22

[ニュースクリップ] ♦レジ前で下半身露出、容疑の男逮捕（寄居署）
県警子ども女性安全対策課と寄居署は3日、公然わいせつの疑いで寄居町鉢形、
自動車用品販売員男（37）を逮捕　7月27日午前9時45分ごろ、深谷市のスーパー
で店員の高校女子生徒（18）に自分の下半身を露出した疑い　容疑を認める

事件・事故

2014/12/5 埼玉新聞 5

熊農ポークのハム好評 生徒ら八木橋で販売　県立熊谷農業高校の生徒
11人が、八木橋百貨店で生徒が肥育した豚肉「熊農ポーク」を使ったハムを販売、
好評を集める　寄居町にある手づくりハム工房「バルツバイン」の製造協力を得て
初めて商品化　バルツバインはドイツ農業協会主催の国際食品品質協議会で金賞
を受賞した実績　卒業生が経営している縁で製造協力が実現　※写真

経済・産業

2014/12/5 埼玉新聞 12
鳩山町スポ少野球大会　第32回鳩山町スポーツ少年団野球大会　梅沢運動
場　▷1回戦　オブスマクラブ（寄居）10-0都幾川アストロ（四回コールド）　▷準々決勝
坂戸スターズ9-0オブスマクラブ（四回コールド）

スポーツ（小学）

2014/12/6 毎日新聞 24 候補者アンケート ♢11区 選挙

2014/12/7 朝日新聞 25 柔道 グランドスラム東京　6日（第2日）　【女子】▷70㌔級　（新井＝三井住友海
上は1回戦敗退）

スポーツ（柔道）

2014/12/7 朝日新聞 32 [朝日 東大 共同調査] 政策・争点 候補者のスタンス 11区　候補者一覧 選挙
2014/12/8 東京新聞 22 [師走の決戦-’14総選挙-]㊦ 「自民代表」かけ激突 11区 選挙
2014/12/8 毎日新聞 27 [2014衆院選] 中盤情勢 11区 選挙

2014/12/8 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12,845　人口総数34,247　男16,962　女17,285

統計

2014/12/8 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)吉澤祥匡 (評)　(寄居)吉澤紀子 投稿
2014/12/9 産経新聞 25 候補者アンケート -11区- 選挙

2014/12/9 埼玉新聞 1
[決戦 14衆院選] 県内市町村長に聞く[上]　埼玉新聞が県内63市町村長
に安倍政権が推進する経済改革「アベノミクス」の2年間の評価や地方創生などを
問うアンケート　56市町長から回答　寄居町は無回答

選挙

2014/12/10 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

1

寄居中が初Ｖ 県中学校新人大会ラグビーの部 中澤が決勝トライ　▶
19人部員全員が中学から初心者　「これしかない。絶対に逃げるな。やり切るしか
ない」と新井昭夫監督が言うFW戦　戦い方はぶれなかった　全員が中学からラグ
ビーを始めた初心者だが、新井監督就任2年目の今年、東日本大会に出場するな
ど力をつけた　【決勝トーナメントの記録】　（ほか11/9、11/13、11/16埼玉新聞と同
内容）　※写真2

スポーツ（中学）

2014/12/10 毎日新聞 32 [2014衆院選] 候補者の横顔（中） 11区　（ほか12/11読売新聞に同様記
事）

選挙

2014/12/10 東京新聞 26 [衆院選埼玉2014] 終盤情勢 11区 選挙
2014/12/11 朝日新聞 28 衆院選中盤　情勢調査 11区 選挙
2014/12/11 毎日新聞 26 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子　【評】 投稿
2014/12/11 埼玉新聞 4 各区の終盤情勢 衆院選県内15選挙区 11区 選挙
2014/12/11 埼玉新聞 13 衆院選立候補者アンケート 11区 選挙
2014/12/12 朝日新聞 26 小選挙区の候補者に聞く㊦ 11区 選挙

2014/12/12 埼北よみうり 3 登山愛好団体 鐘撞堂山で清掃ハイク　（12/3埼玉新聞と同内容、ただし実
施日の記録が異なる）　※写真

地域

2014/12/12 埼北よみうり 6

[エンタメ]　（作品展）　手わざ展　寄居町や東秩父村、関東近郊の工芸作家・団
体が作品を展示　開催中～12月27日（土）　埼玉伝統工芸会館　（音楽）　復興チャ
リティーコンサート　寄居町を中心にした音楽団体が合唱や吹奏楽など披露　12月
14日（日）　寄居町中央公民館

イベント情報

2014/12/12 毎日新聞 24 [インフォメーション] コンサート　●復興チャリティコンサート　14日　寄居町中
央公民館

イベント情報

2014/12/12 産経新聞 27 [衆院選2014] 終盤情勢 ■下（11～15区） 選挙

2014/12/12 埼玉新聞 7
[味な出逢い] 父と店主の優しさ支えに おまかせコース「日本料理 喜
楽」（寄居）　清水美枝・「小さなホテル セラヴィ」オーナー（長瀞町）　※店舗プロ
フィール、写真（料理）

連載コラム

2014/12/12 埼玉新聞 16 [さいたま希望の翼]　▶寄居ロータリークラブと川本ロータリークラブ　※写真 その他
2014/12/13 読売新聞 30 [よみうり文芸] 短歌　梅内美華子選　【佳作】寄居町　田中広美　（評） 投稿
2014/12/13 東京新聞 5 [時事川柳]　埼玉県寄居町　ひとり蜂 投稿

2014/12/13 埼玉新聞 8･9 衆院選県内15選挙区立候補者 11区　（ほか同日の読売、毎日、産経、東京
新聞の各紙、12/14朝日新聞に同様記事）

選挙

2014/12/13 埼玉新聞 13
[まちひとであい] 音楽　♦復興チャリティーコンサート（寄居）　14日、中央公民
館　寄居城北高校吹奏楽部、さくらんぼマンドリンアンサンブル、寄居地方ユネスコ
協会少年少女合唱団など

イベント情報

2014/12/14 朝日新聞 10 [朝日俳壇]　稲畑汀子選　（埼玉県寄居町）新井あい子 投稿



平成26（2014）年 寄居町新聞記事索引（7～12月） 2020年1月修正

2014/12/14 埼玉新聞 1

期日前投票5.88％増　県選挙管理委員会が13日、衆院選小選挙区の県内期
日前投票者数を発表　3～12日の10日間　選挙人名簿と在外選挙人名簿の登録
者数（12月1日現在）に占める期日前投票者の割合　市町村別では北本市が
13.76％で最も高く、寄居町（12.18％）など9市町が10％超え

選挙

2014/12/14 埼玉新聞 10 [今週のこよみ]　20日（土）　【県内】▷荒川図画コンクール展（寄居町・県立川の
博物館）

その他

2014/12/15 読売新聞 16 市区町村別得票 【11区】　寄居町　（ほか同日の毎日新聞、12/16朝日、産
経、東京、埼玉新聞の各紙に同様記事）

選挙

2014/12/16 読売新聞 30
比例選市区町村別得票　（ほか同日の朝日、毎日、東京新聞の各紙に同様記
事）

選挙

2014/12/16 読売新聞 30 与党VS野党 小選挙区でみる比例選得票率　※市区町村別棒グラフ 選挙

2014/12/16 埼玉新聞 6
県内小選挙区の投票者数と投票率 11区　寄居町　29,369(有権者数)
8,022(投票者数：男) 7,948(女) 15,970(合計) 55.09(投票率％：男) 53.68(女)
54.38(平均)　（ほか同日の読売、毎日、東京新聞の各紙に同様記事）

選挙

2014/12/17 日本経済新聞 39

人材求め本社移転 好アクセス、採用しやすく　埼玉県内の企業が県南部
や東京都内に本社機能を移転する動き相次ぐ　食品スーパーのベルクは2015年2
月に県北部の寄居町から県中央部の鶴ケ島市に本社を移転する　都内から寄居
町の本社まで電車を乗り継いで2時間近くかかるため、採用のネックになっていた
図-より都心へ本社（機能）を移した主な企業（予定を含む）

経済・産業

2014/12/17 産経新聞 27 熊谷で初雪 平年より13日早く　16日、有人の観測所では県内で今季初とな
る初雪を観測　県内の最低気温　▷寄居＝0.8度

気象

2014/12/17 埼玉新聞 15
小川和紙マラソン大会 4836人が健脚競う　第22回小川和紙マラソン大会
14日、小川町・埼玉伝統工芸会館発着　上位入賞者　▷ハーフ一般男子③坂井徳
浩（寄井）※原文ママ　▷3㌔中学女子①松本優澄（寄居）

スポーツ（その他）
スポーツ（中学）

2014/12/17 埼玉新聞 15

[ニュースクリップ] ♦工場火災、けが人なし（寄居）　14日午後1時ごろ、寄
居町三ケ山のリサイクル業「環境サービス寄居工場」から出火、鉄骨3階建ての工
場を焼く　けが人はなかった　燃えたのは1階倉庫部分　可燃性ごみをまとめた固
形燃料を保管　同日は休業日

事件・事故

2014/12/18 毎日新聞 26 [俳句]　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿
2014/12/19 毎日新聞 26 [インフォメーション] イベント　●寄居・大凧揚げ　1月1日　寄居運動公園 イベント情報

2014/12/19 埼玉新聞 7

佐々紅華 観光客にＰＲ 町が寄居駅に音響設備　寄居町は、町内で後半
生を過ごした作曲家佐々紅華（1886～1961）の代表曲「君恋し」のメロディーが自動
で流れる音響設備を寄居駅改札口前の展示ケースに設置　※写真　（同日の同紙
1面に見出し記事）

行政

2014/12/20 埼玉新聞 7

深谷彩北シニア杯小学生軟式野球大会　第7回深谷彩北リトルシニア杯小
学生軟式野球大会　7、13日、寄居運動公園　▷1回戦　幡羅ライオンズ13-2中町
ジュニア（五回コールド）　城南キングフィッシャーズ8-0上柴ドリームス（四回コール
ド）　▷2回戦　桜ケ丘ファイターズ7-1用土コルツ（六回コールド）　常盤少年野球10-
5マッキーズ（六回コールド）　大台スピアーズ8-1城南キングフィッシャーズ（五回
コールド）

スポーツ（小学）

2014/12/20 埼玉新聞 7 [今週のホームラン]　12月7日＝坂本堅也（中町ジュニア）志村瞭（城南キング
フィッシャーズ）

スポーツ（小学）

2014/12/20 埼玉新聞 7 若鳥杯争奪少女ソフトボール大会　第14回若鳥杯争奪少女ソフトボール大
会　北本SC　▷2回戦　川越MARINERS11-4寄居

スポーツ（小学）

2014/12/20 読売新聞 32

新井くん、内田さん入選 作文コンクール中央審査　小学校低学年の部・
入選　内田早紀さん（寄居町立寄居小2年）　叱ってくれて感謝　家の壁に落書きを
したことへの反省や叱ってくれた先生や両親への感謝の思いをまとめた　昨年も県
審査で特選　1年に7度も作文コンクールに挑戦し腕を磨く　※写真、コメント
（10/28、11/29同紙と一部同内容）

受賞・表彰

2014/12/21 さいたま報知 7

小川和紙マラソン 松本下りでＶ決めた 3㌔中学生女子　第22回小川和
紙マラソン大会　12月14日、小川町・埼玉伝統工芸会館発着　○3㌔中学生女子の
部では松本優澄（ゆずみ、寄居男衾2年）が10分45秒で制する　※写真、コメント
【男子】▷2㌔小学生　⑦萩原崇敬（寄居）7分15秒⑧土橋駿太（寄居町）7分22秒　▷3
㌔中学生　⑦金子候生（寄居男衾）10分0秒⑧荻野翔大（寄居男衾）10分3秒　【女
子】▷2㌔小学生　⑦伊東愛（寄居桜沢）7分44秒　▷3㌔中学生　①松本優澄（寄居
男衾）10分45秒⑤新井悠香（寄居男衾）11分23秒⑥福田舞菜（寄居城南）11分23
秒　（12/17埼玉新聞と一部同内容）

スポーツ（小学）
スポーツ（中学）

2014/12/21 埼玉新聞 7

[関東高校選抜大会] 少林寺拳法　20日・桐生大学グリーンアリーナ　【男
子】▷規定組演武　①清水勇里、堀和樹（小川）251点　【女子】▷規定組演武　⑥大
谷、中島（小川）247点　※清水勇里（小川高1年、男衾中出身）、大谷綾花（小川高
1年、寄居中出身）、中島帆乃香（小川高1年、城南中出身）

スポーツ（高校）

2014/12/22 産経新聞 7 [談話室][ひこばえ倶楽部]　中原友美　22　（埼玉県寄居町　無職）　※イラス
トの投稿

投稿

2014/12/22 埼玉新聞 11 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子　(寄居)石澤無涯 投稿

2014/12/22 埼玉新聞 14
[関東高校選抜大会] 卓球　20、21日・栃木県宇都宮市体育館　【男子】「2部」
▷1次リーグC組　明大中野八王子（東京）3-2寄居城北、岩瀬日大高（茨城）3-2寄
居城北、寄居城北3-0綾瀬（神奈川）　▷同組最終順位　③寄居城北1勝2敗

スポーツ（高校）

2014/12/24 埼玉新聞 12 [首長が選んだ わが街5大ニュース]　寄居町　花輪利一郎町長　※写真 連載特集
2014/12/25 東京新聞 24 「愛し合う大根」 小川町の畑で育んだ　※写真（武内道直さん撮影） その他
2014/12/25 埼玉新聞 6 ♦郷土力士新番付♦　【序二段】湊竜（寄居・湊） スポーツ（大相撲）
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2014/12/25 スポーツニッポン

10･11 ニューイヤー駅伝2014 箱根スター上州路に集結 設楽啓[東洋大→コ
ニカミノルタ] あるぞ‼設楽兄弟対決　東洋大に2度の箱根Vをもたらした双子
の設楽兄弟は、兄・啓太がコニカミノルタ、弟・悠太がHondaに進み、初めて別々の
チーム　上州路で同区間に配置される可能性　[東日本地区代表]　コニカミノルタ
設楽啓太（東洋大）　Ｈｏｎｄａ　設楽啓太（東洋大）　ＳＵＢＡＲＵ　小山司（帝京大）
※写真（設楽啓太選手）

スポーツ（陸上）

2014/12/26 埼北よみうり 1
[地域ガイドに聞く② 旅気分 まち再発見] 歴史ロマンと豊かな自然
（寄居町）　寄居町を代表する観光スポットのひとつ、鉢形城跡　※写真2

観光

2014/12/26 埼北よみうり

2 県立2校による合同ビブリオバトル（滑川町・寄居町）　お薦めの本を紹介
し、聴衆が読みたくなった本に投票する「ビブリオバトル」　16日、滑川総合高校　同
校と寄居城北高校の生徒約50人が参加　西尾維新さんの小説『りぽぐら！』を紹介
した寄居城北高校の原田愛理さん（18）が初代チャンピオンに輝く　※写真

文化・芸術

2014/12/26 埼北よみうり
6 [ｐｉｃｋ ｕｐ]　募集　受講生募集 森林ビルダー養成科　2015年2月17日（火）に開

講する「森林ビルダー養成講座」の受講生を募集　NPO法人森林活用研究会こぴ
す

イベント情報

2014/12/26 埼北よみうり 7 世界遺産祝うランナーも 小川和紙マラソン（小川町）　各部門優勝者　【3
㎞】中学女子/松本優澄　（12/17埼玉新聞と同内容）

スポーツ（中学）

2014/12/26 埼北よみうり 8

世界遺産「細川紙」の大凧 元旦に大空へ（寄居町）　寄居町の「竹とんぼ
の会」が来年の元日、寄居運動公園で和紙で作った大凧を揚げる　ユネスコの無
形文化遺産に登録された小川町、東秩父村の特産和紙「細川紙」と、地元の竹で
作った大凧を毎年揚げている　当日の揚げ手も募集　※写真

地域

2014/12/26 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

2014/12/26 埼玉新聞 8
データで見る衆院選 選択肢見えず低投票に 多様な民意、反映でき
ず　表-衆院選比例代表 政党別県内市区町村得票　寄居町

選挙

2014/12/27 読売新聞 28
2014年 県内10大ニュース　読者の投票で選ぶ2014年の「県内10大ニュース」
7位　箱根駅伝で東洋大が総合優勝（1月3日）　武蔵越生高出身の双子の兄弟、設
楽啓太主将・悠太副主将はともに区間賞の活躍

特集

2014/12/28 毎日新聞 20
速さと強さ 兼ね備え [黄金世代、挑む 元日号砲ニューイヤー駅伝]㊥
設楽啓太（23）＝コニカミノルタ　※写真

スポーツ（陸上）

2014/12/30 朝日新聞 17
3連覇へ成長実感 コニカミノルタ 陸上 全日本実業団対抗駅伝 元日
号砲　優勝争いは3連覇をめざすコニカミノルタと王座奪還を期する日清食品グ
ループが中心　※写真（設楽啓太選手）

スポーツ（陸上）

2014/12/30 読売新聞 23 飛び入りで大凧揚げを　（12/26埼北よみうりと同内容）　※写真 地域

2014/12/30 毎日新聞 16
上州路で日本一競う ニューイヤー駅伝 元日号砲　❶コニカミノルタ　設
楽啓太23　東洋大(出身校)　❽Ｈｏｎｄａ　設楽悠太23　東洋大　❾SUBARU　小山
司22　帝京大

スポーツ（陸上）

2014/12/30 毎日新聞 23
[この1年-事件・事故・裁判]　表-今年の県内の主な事件、事故、裁判　6月12
日　2011年12月に寄居町で住宅が放火され男性と母親が死亡した事件で、同町の
無職の男（27）を殺人と現住建造物等放火の疑いで逮捕

特集

2014/12/31 東京新聞 21 寄居の空に細川紙大凧 元日に恒例イベント　（12/26埼北よみうりと同内
容）　※写真2

地域

2014/12/31 埼玉新聞 9
新しい年のご利益祈願 七福神を巡って健康に ④武州寄居七福神 迫
力満点のご神体　※写真（蓮光寺、福禄寿と布袋尊）、案内図

特集


