
記事見出し 掲載紙 掲載日 紙 件名
箱根駅伝　あす号砲　３強激突　東洋大挑む王座奪還　エー
ス設楽兄弟

埼玉新聞 2014/1/1 12 箱根駅伝

＇寄居（お正月あそび　５日　県立川の博物館 読売新聞 2014/1/1 31 文化
新春俳壇　松本旭選　＇寄居（石澤無涯　＇同（吉澤祥匡
＇同（吉澤紀子

埼玉新聞 2014/1/1 16 新春俳壇

箱根駅伝　　 前々回覇者の東洋大　設楽兄弟ら 東京新聞 2014/1/1 19 箱根駅伝
若者の発想で新商品　特産ハーブ　工夫で変身　エキナセア
マドレーヌ　寄居城北高校レシピを開発

埼玉新聞 2014/1/1 34 寄居城北高校

箱根駅伝　東洋大　設楽ツインズW区間賞＇往路3区、5区（ スポーツニッポン 2014/1/3 1 箱根駅伝
箱根駅伝　設楽ツイン区間賞＇往路3区、5区（ 読売新聞 2014/1/3 23 箱根駅伝
１９市町長選予定　議員選は７市町　寄居町長選　8月27日 朝日新聞 2014/1/3 33 行政
箱根駅伝　東洋大　往路V 読売新聞 2014/1/3 1 箱根駅伝
箱根駅伝　東洋大　2年ぶり往路V　双子エースW投入的中 東京新聞 2014/1/3 20 箱根駅伝
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 朝日新聞 2014/1/3 29 箱根駅伝
箱根駅伝　東洋大、往路制す　２年ぶり設楽兄弟けん引 日本経済新聞 2014/1/3 41 箱根駅伝
箱根駅伝　最速双子3区悠太5区啓太好走往路V 埼玉新聞 2014/1/3 11 箱根駅伝
箱根駅伝　東洋大往路V　2年ぶり 毎日新聞 2014/1/3 15 箱根駅伝
箱根駅伝　設楽兄弟、流れ呼ぶダブル区間賞 産経新聞 2014/1/3 15 箱根駅伝
箱根駅伝　双子兄弟　有終の美　次の舞台へ決意新た 埼玉新聞 2014/1/4 9 箱根駅伝
箱根駅伝　東洋大完全制覇　「柏原」の呪縛解き　結束力発 産経新聞 2014/1/4 17 箱根駅伝
菜の国oｈ！ベジタブル　農場長見習い　シュレスタ勝さん＇寄
居町今市（

毎日新聞 2014/1/4 22 農業

箱根駅伝　東洋大2年ぶり完全V 東京新聞 2014/1/4 19 箱根駅伝
埼玉県内の酒蔵　個性ある地酒３５蔵　白扇＇寄居（ 埼玉新聞 2014/1/4 11 商業
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

読売新聞 2014/1/3 2 箱根駅伝

東欧で単身飛躍に挑む　元J1大宮の川辺隆弥選手＇寄居町
鉢形出身（　厳しい環境で己磨く

埼玉新聞 2014/1/9 17 サッカー

川辺、東欧で挑戦続く 埼玉新聞 2014/1/9 1 サッカー
新春祝う大凧揚げ　地域住民400人参加　寄居町折原　寄居
町運動公園

埼玉新聞 2014/1/9 13 文化

「第12回奥むさし駅伝競走大会」＇飯能市主催（　川内、服部
両選手設楽兄弟ら参加　見どころ満載

毎日新聞 2014/1/9 9 駅伝

読書講演会　１月２５日　寄居町立図書館　元県立川の博物
館長で現在史跡鉢形城跡保存整備委員会座長　梅沢太久夫
さん　「戦国の境目」と題した公演を行う。

埼北よみうり 2014/1/10 6 町立図書館

寄居署　暴行容疑で中二を逮捕 読売新聞 2014/1/10 3 事件
服装注意され教論殴る　容疑の中2尐年逮捕＇寄居署（ 埼玉新聞 2014/1/10 18 事件
様々な事業が動き出す年　寄居町 埼玉新聞 2014/1/10 15 行政
元旦の空に大凧＇寄居町（　寄居町男衾地区「竹とんぼの会」
寄居　運動公園で

埼北よみうり 2014/1/10 8 文化

埼北スナップ「あなたの身近な埼北風景」　「おかめとひょっと
こ」＇松井利行　寄居町（、「寄居町新春大凧揚げ」＇斉藤芳明

埼北よみうり 2014/1/10 4 文化

19首長選と7議員選　首長選　寄居町　8月27日 読売新聞 2014/1/10 31 選挙
暴行容疑で尐年を逮捕　寄居署 朝日新聞 2014/1/10 33 事件
県産食材でＳ級グルメ　県、高級30店を認定　京亭＇寄居町（ 読売新聞 2014/1/11 29 観光
2014首長選展望　現職、再選に向けて意欲　島田誠氏＇寄居 埼玉新聞 2014/1/14 1 選挙
埼玉歌壇　沖ななも選　寄居　松村章子 埼玉新聞 2014/1/14 12 埼玉歌壇
県高校新人大会　バスケットボール、サッカー女子予選リーグ
寄居城北高校出場

埼玉新聞 2014/1/14 11 寄居城北高校

郷土力士【序二段】湊竜＇寄居（●０－１ 埼玉新聞 2014/1/14 8 相撲
高速ＳA、ＰＡ楽しんで　寄居星の王子さまPA　童話テーマ
南仏の街並み　ツアーも

埼玉新聞 2014/1/16 5 観光

10市町給食費値上げ　寄居町　小学校３，７００円を３００円増
額　中学４，６００円を４００円増額

埼玉新聞 2014/1/16 1 行政

俳句　星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2014/1/16 22 俳句
郷土力士【序二段】湊竜＇寄居（●０－２ 埼玉新聞 2014/1/16 12 相撲



県が認定伝統料理や県産食材使用　厳選３０店舗　埼玉S級
グルメ　日本料理　京亭＇寄居町（

東京新聞 2014/1/17 22 観光

東日本震災復興支援金　埼玉西北地区郵便局長会＇会長・近
藤雄喜雄寄居用土郵便局長（

埼玉新聞 2014/1/17 18 震災復興支援

箱根駅伝V「応援のおかげ」　東洋大陸上競技部が報告会 朝日新聞 2014/1/17 35 駅伝
強制わいせつ致傷容疑で男を再逮捕　＇寄居署（ 埼玉新聞 2014/1/17 18 事件
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 埼玉新聞 2014/1/17 12 観光
寄居町立図書館・読書講演会　２５日　「戦国の境目」　梅沢
太久夫さんの講演

毎日新聞 2014/1/17 22 町立図書館

よみうり文芸　岡部美雄選　【入選】寄居町　町田節子 読売新聞 2014/1/17 31 読売文芸
映画・ドラマロケ続々 「都会と田舎が同居」魅力　2012年５月
寄居町荒川河川敷で「そして父になる」が撮影された。

読売新聞 2014/1/18 33 地域、映画

郷土力士【序二段】湊竜＇寄居（○１－２ 埼玉新聞 2014/1/18 10 相撲
かわせみ河原で野鳥の観察会　２５日、県立川の博物館

埼玉新聞 2014/1/19 11
県立川の博物
館

今年東洋大を総合優勝に導いた設楽啓は調整不足としなが
らも３区で14人抜きの快走　１９日　全国都道府県対抗男子

スポーツニッポン 2014/1/20 6 駅伝

全国都道府県対抗男子駅伝　１９日　埼玉過去最高の2位 埼玉新聞 2014/1/20 1 駅伝
郷土力士【序二段】湊竜＇寄居（○２－２ 埼玉新聞 2014/1/20 7 相撲
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

埼玉新聞 2014/1/20 13 埼玉俳壇

全国都道府県対抗男子駅伝　埼玉意地の２位　14人抜き設
楽啓アンカー服部

埼玉新聞 2014/1/20 9 駅伝

「東上線100歳」祝う　旧塗装車両も運行 日本経済新聞 2014/1/22 31 東武東上線
郷土力士【序二段】湊竜＇寄居（○３－２ 埼玉新聞 2014/1/22 8 相撲
サッカー　県民総体兼県高校女子新人大会　寄居城北高校
出場

読売新聞 2014/1/22 32
高校女子サッ
カー

設楽兄弟　箱根V報告　２２日　東洋大監督と県庁訪問 東京新聞 2014/1/23 26 駅伝
俳句　星野光二選　寄居・町田節子　寄居・井口千晶 毎日新聞 2014/1/23 24 俳句
郷土力士【序二段】湊竜＇寄居（●３－３ 埼玉新聞 2014/1/23 10 相撲
箱根の快挙笑顔で報告　２２日　設楽兄弟　知事を訪問 埼玉新聞 2014/1/23 18 駅伝
箱根駅伝「完全制覇」を報告　東洋大陸上部が知事表敬 産経新聞 2014/1/23 25 駅伝
小さな桜に夢託す　２２日　寄居・折原小児童24人卒業記念 埼玉新聞 2014/1/24 13 学校
寄居城北高生徒の芸術作品240点展示　町役場1階ロビー
３１日まで

埼玉新聞 2014/1/24 12 寄居城北高校

郷土力士【序二段】湊竜＇寄居（●３－４ 埼玉新聞 2014/1/25 9 相撲
郷土力士【序二段】湊竜＇寄居（●３－５ 埼玉新聞 2014/1/26 6 相撲
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

埼玉新聞 2014/1/27 7 埼玉俳壇

寄居の製造業5社　埼玉の技術宇宙へ　民間チーム「ハクト」
と月面探査車で協力

埼玉新聞 2014/1/28 1 産業

「大石蔵之助」名で100万円　寄居の学童保育に寄付金 毎日新聞 2014/1/28 26 社会
寄居の桜　名所復活の願い　芽吹いた　３月には3,000本 東京新聞 2014/1/28 22 観光
俳壇　鎌倉佐弓選　＇寄居（奥隆夫 朝日新聞 2014/1/30 32 俳句
東洋大設楽兄弟　箱根V母校に報告　２９日　武蔵生越高校 朝日新聞 2014/1/30 15 駅伝
駅伝Ⅴ設楽兄弟　後輩たちに報告　２９日　武蔵越生高 埼玉新聞 2014/1/30 33 駅伝
俳句　星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2014/1/30 24 俳句
レトロでキュートおもちゃカメラ展　来月４日まで熊谷市八木橋
百貨店　寄居町桜沢　中村広三さん

埼玉新聞 2014/1/31 13 地域

設楽兄弟　後輩にⅤ報告　２９日　箱根駅伝母校・武蔵越生
高校訪問

毎日新聞 2014/2/1 25 駅伝

寄贈資料　戦争語る東松山＇ピースミュージアム（で展示　寄
居町の男性の日章旗展示

読売新聞 2014/2/1 32 地域

経済指標軒並み改善　ホンダの寄居工場受注が好調な小型
車「フィット」をフル生産

読売新聞 2014/2/1 9 ホンダ

県内週間日誌　２７日　寄居の自動車関連製造業５社の技術
が宇宙へ

埼玉新聞 2014/2/3 4 産業

埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　＇寄居（吉澤祥匡 埼玉新聞 2014/2/3 7 文芸



俳壇　西村和子選　埼玉　町田節子 毎日新聞 2014/2/3 11 俳壇
中日写協埼玉支部13年後期撮影会　知事賞に木島宏さん
＇寄居町（

東京新聞 2014/2/3 22 写真

サッカー　県民総体兼県高校女子新人大会　寄居城北高校
出場

読売新聞 2014/2/5 30
高校女子サッ
カー

俳句　星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2014/2/6 24 俳句
イベント　第５回図書館まつり　15～16日　寄居町立図書館 毎日新聞 2014/2/7 24 町立図書館
図書館まつり　15～16日　寄居町立図書館 読売新聞 2014/2/7 31 町立図書館
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
＇寄居町（ 埼玉新聞 2014/2/7 12 地域

過去最低に並ぶ氷点下8.2度に　６日午前２時５１分　寄居 東京新聞 2014/2/7 22 地域
玉淀河原をきれいに　寄居中２年生徒が清掃活動　６日 埼玉新聞 2014/2/8 7 学校
吹雪県内覆う　寄居町の県立高校3年生新井友也さん＇１８（
予備校早めに帰宅を　８日

埼玉新聞 2014/2/9 15 地域

関越道で玉突き　保冷車の寄居町用土トラック運転手逮捕 産経新聞 2014/2/11 25 事件
俳句　星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2014/2/13 22 俳句
平成26年書きぞめ中央展覧会　さいたま市教育委員会教育
長賞　小林由茉＇寄居町男衾小４年（

朝日新聞 2014/2/13 3 学校

読売文芸　短歌　梅内美華子選　【入選】寄居町　町田節子 読売新聞 2014/2/14 31 読売文芸
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」　NPO寄居観光クリエイションが企画　1月28

埼北よみうり 2014/2/14 3 地域

夢とともに育て　小学生桜植樹＇寄居町（　折原小6年生　1月 埼北よみうり 2014/2/14 4 学校
魚道のあれこれ23日まで企画展　県立川の博物館

埼玉新聞 2014/2/14 14
県立川の博物
館

月面レース　日本チーム支援　寄居の企業グループ　無人探
査機を製作

東京新聞 2014/2/15 26 産業

寄居署保護　46歳死亡　15日 読売新聞 2014/2/16 33 事件
保護の男性死亡＇寄居（ 埼玉新聞 2014/2/17 13 事件
埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　＇寄居（吉澤紀子　＇寄居（石澤無涯 埼玉新聞 2014/2/17 7 埼玉俳壇
孤立続く秩父　寄居方面から車両による除雪も　18日から寄
居－秩父間で運転再開の見込み

読売新聞 2014/2/18 31 大雪被害

『埼玉クイズ王』県職員ら優勝　第2回埼玉クイズ王決定戦
寄居町職員の広島暁之さん＇４０（ほか2名　16日

産経新聞 2014/2/18 23 地域

関東や東北を中心とする大雪によって物流が寸断され　ホン
ダ埼玉製作所寄居工場＇埼玉県寄居町（で18日午後に再開

日本経済新聞 2014/2/19 11 大雪被害

俳句　星野光二選　寄居　町田節子 毎日新聞 2014/2/20 24 俳句
ハウス壊滅も　大雪、県北中心に農業打撃 埼玉新聞 2014/2/21 1 大雪被害
高梨選手4位めげないでね　南部敏明＇埼玉県寄居町（ 東京新聞 2014/2/21 5 読者投稿
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　寄居署　20日

東京新聞 2014/2/21 24 事件

立教新座から4人　県中学ベスト15選出　県ラグビー協会22
日　ベストフィフティーンを発表　④梶井直斗＇寄居（が選出さ

埼玉新聞 2014/2/23 6 中学ラグビー

埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　＇寄居（吉澤祥匡　＇寄居（石澤無涯 埼玉新聞 2014/2/24 9 埼玉俳壇
第56期埼玉囲碁名人戦　本戦一回戦　黒　森屋偉作＇寄居（ 埼玉新聞 2014/2/24 7 囲碁
第56期埼玉囲碁名人戦　本戦一回戦　黒　森屋偉作＇寄居（ 埼玉新聞 2014/2/25 9 囲碁
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　製造を担当する「はぐくみ園」

埼玉新聞 2014/2/25 9 寄居城北高校

大雪で農業被害の8市町　支援求め県に要望書　寄居町も含
む＇21日県内まとめ（

埼玉新聞 2014/2/25 1 大雪被害

埼玉歌壇　杜澤光一郎選＇寄居（松村章子 埼玉新聞 2014/2/25 6 埼玉歌壇
県北8市町長、農業支援要望　知事に　新たな融資制度など
寄居町も含む　24日

読売新聞 2014/2/25 33 大雪被害

大雪被害農家支援を要請　知事「資金返済猶予も必要」　寄
居町も含む　24日

産経新聞 2014/2/25 27 大雪被害

第56期埼玉囲碁名人戦　本戦一回戦　黒　森屋偉作＇寄居（ 埼玉新聞 2014/2/26 14 囲碁
第56期埼玉囲碁名人戦　本戦一回戦　黒　森屋偉作＇寄居（ 埼玉新聞 2014/2/27 11 囲碁
短歌　水野昌雄選　寄居・町田節子 毎日新聞 2014/2/27 26 短歌
川柳　岡部美雄選　寄居町　町田節子 読売新聞 2014/2/28 31 川柳



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　寄居町含む

埼玉新聞 2014/2/28 1 大雪被害

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

埼玉新聞 2014/2/28 15 アグリン館

思いで詰まった絵手紙100点展示　3月3日～14日まで　寄居 埼玉新聞 2014/2/28 12 地域
清流食すような絶品　「京亭」＇寄居（鮎飯 埼玉新聞 2014/2/28 5 観光
ハウス廃材など無料で受け入れ寄居町 埼玉新聞 2014/3/1 14 大雪被害
『101系』ラストラン　秩父鉄道で別れ惜しむ 埼玉新聞 2014/3/2 19 秩父鉄道
走行中の秩父鉄道に投石？　寄居町の桜沢駅付近を走行中 朝日新聞 2014/3/2 37 秩父鉄道
寄居町は、大雪で被災した住宅用カーポートと農業用ハウス
の廃材の処分を無料で引き受けると発表した。

東京新聞 2014/3/2 22 大雪被害

高齢者变勲＇3月1日（旭日単光章　田島貞雄氏＇元寄居町議
会議員（　寄居町金尾

読売新聞 2014/3/2 34 变勲

電車窓に投石か　秩父鉄道桜沢駅付近 読売新聞 2014/3/3 35 秩父鉄道
寄居町長選は8月10日投開票 朝日新聞 2014/3/3 29 選挙
走行中の電車に投石　寄居の秩父鉄道ガラス2枚破損 埼玉新聞 2014/3/3 16 秩父鉄道
寄居町長選は8月10日投開票 埼玉新聞 2014/3/3 2 選挙
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

埼玉新聞 2014/3/3 7 埼玉俳壇

寄居町長選は8月10日投票 毎日新聞 2014/3/3 28 選挙
電車に投石、ガラス割れる　寄居町桜沢付近を走行中の秩父 東京新聞 2014/3/3 21 秩父鉄道
クリーム色の郷愁　東上線北端の小川町―寄居間 東京新聞 2014/3/5 30 東武東上線
鉢形城歴史館、展示を新装　寄居町 埼玉新聞 2014/3/5 11 鉢形城歴史館
俳句　星野光二選　寄居　町田節子 毎日新聞 2014/3/6 26 俳句
若い感性結集の新商品　エキナセアスコーン発売へ＇寄居（ 埼玉新聞 2014/3/7 17 町商工会
埼玉俳壇　内野修選　＇寄居（石澤無涯　　＇寄居（吉澤祥匡 埼玉新聞 2014/3/8 7 埼玉俳壇
郷土力士【序二段】湊竜＇寄居（●0－1 埼玉新聞 2014/3/11 8 相撲
リトルシニア　春季関東大会代表決定戦　寄居２－１所沢南 埼玉新聞 2014/3/11 7 リトルシニア
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

朝日新聞 2014/3/12 2 リトルシニア

災害弱者支援　個別計画　まだ３０市町　公共施設の耐震化
率寄居町８８．４％

埼玉新聞 2014/3/13 1 社会

短歌　水野昌雄選　寄居・町田節子 毎日新聞 2014/3/13 26 短歌
ホンダ寄居新工場記念の切手を販売 東京新聞 2014/3/13 2 ホンダ
郷土力士【序二段】湊竜＇寄居（○1－1 埼玉新聞 2014/3/13 8 相撲
あすから「荒川流域のいきもの絵画展」

産経新聞 2014/3/14 27
県立川の博物
館

ホンダ工場お披露目記念フレーム切手販売 埼玉新聞 2014/3/14 15 ホンダ
埼玉新聞社賞　寄居町立男衾小学校　浅野愛香＇6年（　学校
特別賞　寄居町立寄居小学校

埼玉新聞 2014/3/14 11 学校

舞姫など5種の桜を植樹＇寄居町（ 埼北よみうり 2014/3/14 3 地域
清澤正孝＇寄居町在住（　水彩画展 埼北よみうり 2014/3/14 6 文化
ホンダ人気車種　切手に 日経新聞 2014/3/14 39 ホンダ
郷土力士【序二段】湊竜＇寄居（○3－1 埼玉新聞 2014/3/16 6 相撲
寄居町立寄居中昭和43年度3月卒　還暦祝いで桜を植樹 埼玉新聞 2014/3/17 15 地域
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

埼玉新聞 2014/3/17 7 埼玉俳壇

脱原発へ行動すべき時　大野順一　＇68歳・寄居町（ 埼玉新聞 2014/3/17 4 読者投稿
郷土力士【序二段】湊竜＇寄居（○4－1 埼玉新聞 2014/3/18 10 相撲
設楽兄弟が始球式　西武ドーム 読売新聞 2014/3/18 27 野球
ホンダ寄居新工場一般公開記念切手 毎日新聞 2014/3/18 26 観光
リトルシニア春季関東大会代表決定戦　寄居８－４栃木下野 埼玉新聞 2014/3/19 17 リトルシニア
公示地価6年ぶり上昇　寄居２地点▲ 埼玉新聞 2014/3/19 1 経済
俳句　水野昌雄選　　寄居・小渕美津子　寄居・町田節子 毎日新聞 2014/3/20 26 俳句
「トトロ小屋」再び輝く　学校応援団が塗り替え　用土小 埼玉新聞 2014/3/21 12 学校
郷土力士【序二段】☆湊竜＇寄居（●4－2 埼玉新聞 2014/3/21 8 相撲
郷土力士【序二段】☆湊竜＇寄居（や4-3 埼玉新聞 2014/3/23 6 相撲
談話室　イラスト　中原友美２１＇埼玉県寄居町（ 産経新聞 2014/3/24 7 地域



郷土力士【序二段】☆湊竜＇寄居（○5-2 埼玉新聞 2014/3/24 7 相撲
第２回埼玉クイズ王決定戦 埼玉新聞 2014/3/24 4 地域
埼玉俳壇　内野修選　＇寄居（石澤無涯　＇寄居（吉澤祥匡 埼玉新聞 2014/3/24 13 俳壇
【金尾山のツツジ】＇寄居（　４月中旬～５月中旬 埼玉新聞 2014/3/24 3 観光
さいたま県武術交流大会　寄居町武術太極拳協会の「クリス
タル・RIN」が参加する予定。

埼玉新聞 2014/3/24 14 太極拳

埼玉詩欄　石原武選　大野順一＇寄居町（ 埼玉新聞 2014/3/25 14 埼玉詩欄
現職・島田氏が再出馬を表明　寄居町長選 朝日新聞 2014/3/25 29 選挙
寄居町長が再出馬表明 読売新聞 2014/3/25 33 選挙
島田・寄居町長再選へ出馬表明 毎日新聞 2014/3/25 27 選挙
再選を目指して島田町長出馬意向 東京新聞 2014/3/25 26 選挙
現職島田氏が再出馬表明　寄居町長選 埼玉新聞 2014/3/25 21 選挙
リトルシニア敗者復活T大宮、上尾、栃木下野、寄居、関東大 埼玉新聞 2014/3/27 7 リトルシニア
カタクリを題材水彩画や写真も　来月２日まで作品展＇寄居町 埼玉新聞 2014/3/28 15 文化
寄居町のカタクリ群生地＇寄居町（ 埼北よみうり 2014/3/28 8 観光
寄居とホンダ工場　記念切手でPR 埼北よみうり 2014/3/28 6 ホンダ
埼玉の母なる荒川　黒瀬正治さん＇寄居町在住（ 埼北よみうり 2014/3/28 4 文化
私の小学校『児童見守る地域の愛』　用土小 埼北よみうり 2014/3/28 3 学校
東武東上線開業100年　肌色電車が復活 朝日新聞 2014/3/29 29 東武東上線
設楽兄弟決めた　西武開幕戦　始球式に臨む東洋大設楽兄 朝日新聞 2014/3/29 29 西武開幕戦
“最速双子〗が始球式　箱根駅伝で活躍　設楽兄弟 埼玉新聞 2014/3/29 22 西武開幕戦
懐かしい塗装再現「セイジクリーム」塗装 東京新聞 2014/3/29 24 東武東上線
ライオンズ地元開幕戦始球式　東洋大設楽兄弟 東京新聞 2014/3/29 24 西武開幕戦
埼玉俳壇　内野修選　＇寄居（吉澤祥匡　＇寄居（吉田紀子 埼玉新聞 2014/3/31 9 埼玉俳壇
寄居えの会展　４日～６日　寄居町中央公民館 朝日新聞 2014/4/2 24 町中央公民館
寄居町長選に新顔出馬表明 朝日新聞 2014/4/3 25 選挙
新人の花輪氏出馬を表明 埼玉新聞 2014/4/3 2 選挙
寄居町長選に花輪氏出馬表明 読売新聞 2014/4/3 27 選挙
手渡し詐欺未遂　容疑の男逮捕＇寄居署（ 埼玉新聞 2014/4/3 18 事件
俳句　星野光二選　寄居・町田節子　寄居・高橋達男 毎日新聞 2014/4/3 22 俳句
観光テーマに写真作品募集　寄居町 東京新聞 2014/4/3 22 観光
寄居町長選には県の元出納局長　花輪氏出馬表明 毎日新聞 2014/4/3 23 選挙
寄居町長選　元町監査委員の花輪氏が出馬へ 東京新聞 2014/4/3 22 選挙
古城に浮かぶ夜桜　10日までライトアップ 埼玉新聞 2014/4/4 12 鉢形城公園
マスコット　愛称決定で8人に感謝状　寄居町立折原小6年、
藤巻陽菜乃さん＇11（

埼玉新聞 2014/4/4 16 県警察

ポポ美ちゃん命名者に感謝状 産経新聞 2014/4/4 23 県警察
名付け親に感謝状　県警マスコット「ポポ美ちゃん」 朝日新聞 2014/4/4 25 県警察
リトルシニア関東連盟春季大会出場チーム紹介　寄居 埼玉新聞 2014/4/5 7 リトルシニア
春季高校野球県大会　寄居城北１４日 毎日新聞 2014/4/5 22 高校野球
主役演じる人生楽しむ　大野順一　＇寄居町（ 埼玉新聞 2014/4/6 18 読者投稿
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

埼玉新聞 2014/4/6 5 埼玉俳壇

気軽に来てね　移転の「よりいトンボ自然館」 東京新聞 2014/4/8 20 自然
寄居が無傷の３連勝　リトルシニア北部ブロックリーグ 埼玉新聞 2014/4/8 7 リトルシニア
市町村予算3.9％増　寄居町０．８％増＇対前年度比（ 埼玉新聞 2014/4/8 1 行政
寄居の魅力歩いて体感　無料冊子町が発行 埼玉新聞 2014/4/9 13 行政
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

埼玉新聞 2014/4/10 12
埼玉伝統工芸
会館

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

埼玉新聞 2014/4/10 13 交通安全運動

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

毎日新聞 2014/4/10 22 短歌、俳句

国内種の半分トンボを展示　自然館移転＇寄居町寄居（ 埼玉新聞 2014/4/11 14 自然
町の花　カタクリ観察　＇寄居町鉢形城公園など（ 埼北よみうり 2014/4/11 4 自然
100種の標本　トンボ自然館が移転　旧ナショナルクラウン工 埼北よみうり 2014/4/11 8 自然
大雪農業被害意見を交わす　県北７市町が知事訪問 埼玉新聞 2014/4/12 2 農業被害
危険業務従事者勲章　埼玉関係＇220人（ 埼玉新聞 2014/4/12 4 勲章



設楽悠太さん中学生に訴え 埼玉新聞 2014/4/13 14 学校
俳句　星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2014/4/17 26 俳句
巨大人形で「交通安全」　自転車はヘルメット着用 毎日新聞 2014/4/17 26 交通安全運動
ラジコンヘリ空からとる町　カメラマン高田さん 埼玉新聞 2014/4/18 13 地域
山林で白骨遺体発見　寄居町風布 読売新聞 2014/4/18 33 事件
県庁で寄居町長ら北條まつりをPR 埼玉新聞 2014/4/18 18 社会
9条に平和賞機運高めたい　無職　南部敏明＇埼玉県寄居町（ 東京新聞 2014/4/19 5 読者投稿
「夢はSL機関士」27歳実現　秩父鉄道の「パレオエクスプレ
ス」寄居町に住む黒澤勇樹さん。

朝日新聞 2014/4/20 33 秩父鉄道

熊谷さくらマラソン　５キロ　久保直也＇寄居男衾中（16分48秒 埼玉報知新聞 2014/4/20 1 マラソン
武将姿でPR　寄居北條まつり 東京新聞 2014/4/21 22 北條まつり
埼玉俳壇　星野光二選　＇寄居（石澤無涯　＇寄居（吉澤祥匡 埼玉新聞 2014/4/21 7 文化
酒気帯び運転容疑で男逮捕＇寄居署（ 埼玉新聞 2014/4/22 13 事件
教諭への傷害容疑　中3男子を逮捕 読売新聞 2014/4/24 33 事件
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 朝日新聞 2014/4/24 29 事件
教諭に足蹴り容疑の中3逮捕　寄居署 埼玉新聞 2014/4/24 19 事件
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

毎日新聞 2014/4/24 24 短歌、俳句

寄居・教師に頭突きした中学生を逮捕 毎日新聞 2014/4/24 25 事件
かわはくGWまつり　５月３日～６日

埼玉新聞 2014/4/24 11
県立川の博物
館

寄居北條まつり　５月１１日 埼北よみうり 2014/4/25 6 北條まつり
彩北花だより　蓮光寺　寄居町用土 埼北よみうり 2014/4/25 1 蓮光寺
「無事カエル」願い込め　寄居城北高校　新小学生にマスコッ 埼玉新聞 2014/4/25 10 寄居城北高校
斜面燃やす5000株　金尾山のツツジ 埼玉新聞 2014/4/25 1 金尾山
かわはくGWまつり　５月３日～６日

読売新聞 2014/4/25 31
県立川の博物
館

彩北花だより　金尾山＇寄居町（ 埼北よみうり 2014/4/25 8 金尾山
戦国時代へタイムスリップ！　来月「北條まつり」　５月１１日 産経新聞 2014/4/25 25 北條まつり
若葉の会　５月３日　鉢形城歴史館 読売新聞 2014/4/26 32 鉢形城歴史館
俳句　星野光二選　＇寄居（石澤無涯　＇寄居（吉田紀子　＇寄
居（吉澤祥匡

埼玉新聞 2014/4/28 7 埼玉俳壇

春の变勲受章者 日本経済新聞 2014/4/29 34 变勲
春の变勲　県内は191人 毎日新聞 2014/4/29 22 变勲
春の变勲　受章者 東京新聞 2014/4/29 22 变勲
喜びの受章者 産経新聞 2014/4/29 19 变勲
受章者 読売新聞 2014/4/29 28 变勲
春の变勲、県内は191人　瑞宝小綬章　新井喜八郎　瑞宝単
光章　柴崎はる子＇警察（７８寄居

朝日新聞 2014/4/29 32 变勲

春の变勲　県内受章者 埼玉新聞 2014/4/29 变勲
かわはくGWまつり＇寄居（　５月３日～６日

埼玉新聞 2014/4/30 8
県立川の博物
館

「牛乳月間」に販売　寄居町のアグリン館　女子高生発案の
スープ商品化

埼玉新聞 2014/4/30 9 アグリン館

寄居町の農産物　施設で加工・直売　ドイツ風のかわいい建
物　里の駅アグリン館

埼玉新聞 2014/4/30 9 アグリン館

鉢形城跡から構想練る　寄居町出身の福田さん　大福御前
の生涯を小説に

読売新聞 2014/5/1 26 文化

俳句　星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2014/5/1 24 俳句
寄居で10日から　鍾雲書道展覧会　寄居町立総合体育館・ア
タゴ記念館

産経新聞 2014/5/1 21 文化

人の流れ活性化に期待　東武東上線開業１００年 東京新聞 2014/5/1 東武東上線
工場火災1人けが　「岡山製作所埼玉工場」　＇寄居（ 埼玉新聞 2014/5/2 17 事件
毎日俳壇　小川軽舟選・　埼玉　町田節子 毎日新聞 2014/5/5 12 俳壇
俳句　星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2014/5/8 22 俳句
寄居北條まつり＇埼玉（　５月１１日 東京新聞 2014/5/8 20 北條まつり
俳句　石川郷子選　寄居・町田節子 読売新聞 2014/5/9 30 俳句
北条、豊臣両軍の攻防戦を再現　第53回寄居北條まつり 埼玉新聞 2014/5/9 12 北條まつり



マルチコプターに寄せる期待　高田早苗さん＇寄居町（ 埼北よみうり 2014/5/9 2 地域
強風４人重軽傷　寄居町20.4メートル 読売新聞 2014/5/10 29 地域
寄居風の道と日本の里ウォーク　11日 読売新聞 2014/5/10 30 観光
第53回寄居北條まつり　11日 埼玉新聞 2014/5/10 8 観光
寄居女性死体遺棄　求刑通り懲役７年 埼玉新聞 2014/5/10 19 事件
郷土力士【序二段】☆湊竜＇寄居（○1－0 埼玉新聞 2014/5/12 10 相撲
寄居北條まつり　過去最高４万9000人 毎日新聞 2014/5/12 24 北條まつり
寄居北條まつり　甲冑姿で600人激突 東京新聞 2014/5/12 18 北條まつり
いざ勝負！　寄居北條まつり 埼玉新聞 2014/5/12 1 北條まつり
寄居北條まつり　汗滴らせ武士体感 埼玉新聞 2014/5/12 16 北條まつり
戦国時代の合戦再現　寄居北條まつり 読売新聞 2014/5/12 33 北條まつり
俳句　大峯　あきら選　埼玉・町田節子 毎日新聞 2014/5/12 10 俳壇
郷土力士【序二段】☆湊竜＇寄居（●1－1 埼玉新聞 2014/5/14 10 相撲
設楽兄弟ら育てた　川音マジック スポーツ報知 2014/5/14 8 箱根駅伝
全国スポーツ尐年団軟式野球大会予選北部ブロック　マッキ
―ズ準決勝6-7で敗戦　優秀選手　五十畑新之介＇マッキ―

埼玉新聞 2014/5/15 7
スポーツ尐年
団

俳句　星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2014/5/15 24 俳句
熱中症で4人搬送　県内４カ所で真夏日　寄居30.4度 産経新聞 2014/5/15 23 気候
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 埼玉新聞 2014/5/16 12 町役場
郷土力士【序二段】☆湊竜＇寄居（●1－2 埼玉新聞 2014/5/17 10 相撲
寄居の畑に身元不明遺体　＇寄居町赤浜（ 朝日新聞 2014/5/17 31 事件
庭の穴で死体発見　＇寄居町赤浜（ 読売新聞 2014/5/17 27 事件
郷土力士【序二段】☆湊竜＇寄居（●1－3 埼玉新聞 2014/5/19 10 相撲
俳句　鎌倉佐弓選　＇寄居（吉澤祥匡 埼玉新聞 2014/5/19 7 俳壇
新車で行った家族旅行　大野順一＇寄居町（ 埼玉新聞 2014/5/19 4 読者投稿
作業中に木倒れる　男性が挟まれ重傷＇寄居（ 産経新聞 2014/5/21 23 事件
伐採作業員、木の間に挟まれ重傷＇寄居（ 埼玉新聞 2014/5/21 18 事件
郷土力士【序二段】☆湊竜＇寄居（○2－3 埼玉新聞 2014/5/21 8 相撲
俳句　星野光二選　寄居・町田節子　寄居・小渕美津子 毎日新聞 2014/5/22 22 俳句
創刊７０周年記念　埼玉新聞社杯グラウンド・ゴルフ大会　北
部地区女子個人７位　森下節子＇寄居（

埼玉新聞 2014/5/23 4 地域

サンショウウオ触って知って　折原小で観察会 埼玉新聞 2014/5/23 12 学校
今こそ読もう　わだつみの本　新井一久＇寄居町（ 東京新聞 2014/5/23 5 地域
戦国時代の合戦を再現　600人の武者勇壮に 埼北よみうり 2014/5/23 5 北條まつり
短歌　梅内美華子選　寄居町・田中広美 毎日新聞 2014/5/22 22 よみうり文芸
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

埼玉新聞 2014/5/24 3 産業

金　寄居・ソーセージ　長年の取り組み結実 産経新聞 2014/5/25 21 産業
郷土力士【序二段】☆湊竜＇寄居（●2－5 埼玉新聞 2014/5/26 11 相撲
俳句　鎌倉佐弓選　＇寄居（吉澤紀子　＇寄居（石澤無涯 埼玉新聞 2014/5/26 7 埼玉俳壇
埼玉県ジュニアゴルフ選手権女子の部　入賞　吉田莉生 埼玉新聞 2014/5/28 1 ジュニアゴル
メルヘンな世界演出　心癒やすキルト300点　寄居町役場で 埼玉新聞 2014/5/28 14 町役場
県高校総体　ハンドボール女子F組2回戦　寄居城北高校16-
12で勝利

埼玉新聞 2014/5/28 8 高校総体

本場ドイツの品評会　ソーセージなど3点金賞受賞　男衾食肉
加工組合＇寄居町（

東京新聞 2014/5/29 22 産業

短歌　水野昌雄選　＇寄居（安良岡正二 朝日新聞 2014/5/29 28 歌壇
県ジュニアゴルフ女子　中学の部３位タイ　吉田莉生＇寄居城 埼玉新聞 2014/5/29 6 ジュニアゴル
「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

埼玉新聞 2014/5/29 11 アグリン館

バラの庭楽しんで　寄居町　中嶋誠さん 埼玉新聞 2014/5/30 1 地域
バラの庭楽しんで　寄居の中島さん宅　オープンガーデン好 埼玉新聞 2014/5/30 13 地域
小中高生が協力　環境美化で花植え替え 埼玉新聞 2014/5/30 14 地域
川柳　岡部美雄選　寄居町・田中美枝子 毎日新聞 2014/5/30 20 よみうり文芸
俳句　内野修選　＇寄居（吉澤紀子　＇寄居（石澤無涯　＇寄
居（　吉澤祥匡

埼玉新聞 2014/6/2 9 埼玉俳壇

2014年リトルシニア関東連盟夏季大会2回戦　寄居8-1山梨
市川＇山梨（

東京新聞 2014/6/2 16 リトルシニア



県内全域で真夏日　熱中症の疑い　鳩山や寄居など全８地点
で30度以上を観測

朝日新聞 2014/6/3 29 気候

＇関東連盟夏季大会（2回戦　寄居8-1山梨市川＇山梨（　コー
ルドで快勝

埼玉新聞 2014/6/3 9 リトルシニア

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 朝日新聞 2014/6/4 29 町役場
俳句　星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2014/6/5 22 俳句
集え！女性みこし担ぎ手＇寄居（　来月開催、夏祭り 埼玉新聞 2014/6/6 12 観光
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

産経新聞 2014/6/6 22
県立川の博物
館

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

毎日新聞 2014/6/6 22
県立川の博物
館

市街地活性化へ高松の事例学ぶ　寄居でシンポジウム 東京新聞 2014/6/8 24 商業
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」

読売新聞 2014/6/10 35 産業

寄居町長選で新人花輪氏推薦　自民県連 埼玉新聞 2014/6/11 2 寄居町
萠松杯中学生剣道錬成大会　＇男子（　準々決勝　寄居男衾
中＇本数勝ち（2-2坂戸中　準決勝　熊谷富士見中2-1寄居男

朝日新聞埼玉尐年尐女スポーツ 2014/6/11 2 剣道

短歌　水野昌雄選　寄居・町田節子　寄居・福田秋子 毎日新聞 2014/6/12 22 短歌
放火殺人容疑27歳男を逮捕　寄居の住宅火災 東京新聞 2014/6/13 27 事件
放火殺人容疑で男逮捕　埼玉・寄居　2人死亡の全焼火災 毎日新聞 2014/6/13 31 事件
放火殺人容疑で男逮捕　23年寄居民家全焼被害者と「面識 産経新聞 2014/6/13 13 事件
放火親子殺害の疑い　知人に告白　27歳男逮捕 読売新聞 2014/6/13 31 事件
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 読売新聞 2014/6/13 19 事件
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　寄居町他7自治体

読売新聞 2014/6/13 31 行政

自然災害に備えて　川博で22日まで企画展
埼玉新聞 2014/6/13 13

県立川の博物
館

市街地活性化を考える　＇寄居町（　シンポジウムが行われた 埼北よみうり 2014/6/13 2 商業
手作り和小物展示販売　安くて良質と評判　＇寄居町（ 埼北よみうり 2014/6/13 4 地域
埼玉プレシア　＇寄居町赤浜（　和洋菓子の製造工場 埼北よみうり 2014/6/13 1 地域
寄居放火殺人容疑の男を送検　発生2年半で急展開 埼玉新聞 2014/6/14 19 事件
寄居の放火殺人容疑の男を送検 毎日新聞 2014/6/14 25 事件
県内で取り組み活発　タクシー、高齢者気軽に「デマンド交
通」の導入　寄居町他

日本経済新聞 2014/6/14 37 行政

築城主　長尾景春を解説　寄居鉢形城歴史館で10周年講演 埼玉新聞 2014/6/16 15 鉢形城歴史館
写真愛好家があすから写真展　小川町や寄居町の写真愛好 東京新聞 2014/6/16 22 地域
埼玉俳壇　内野修選　＇寄居（吉澤紀子 埼玉新聞 2014/6/16 13 埼玉俳壇
短歌　水野昌雄選　寄居・福田秋子 毎日新聞 2014/6/19 24 短歌
秩父鉄道の鉄道むすめ「桜沢みなの」が誕生 埼玉新聞 2014/6/20 12 秩父鉄道
６３市町村いちおし事業　寄居町　男衾駅周辺整備事業 埼玉新聞 2014/6/24 1 行政
第９６回全国高校野球選手権埼玉大会　寄居城北高校、７月
１１日初戦

産経新聞 2014/6/25 13 高校野球

県中学校ラグビー兼関東中学大会県予選　準優勝 朝日新聞埼玉尐年尐女スポーツ 2014/6/25 2 ラグビー
俳句　星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2014/6/26 24 俳句
短歌　水野昌雄選　＇寄居（安良岡正二 朝日新聞 2014/6/26 28 歌壇
寄居の放火殺人容疑者鑑定留置 毎日新聞 2014/6/27 25 事件
寄居の火災、放火殺人容疑の男を鑑定留置 東京新聞 2014/6/27 24 事件
寄居の放火殺人容疑者鑑定留置 朝日新聞 2014/6/27 29 事件
関越道の壁に衝突し４人重軽傷　＇寄居町の建設作業員（ 朝日新聞 2014/6/27 29 事件
寄居の放火殺人容疑者を鑑定留置 読売新聞 2014/6/27 33 事件
寄居の放火殺人、男を鑑定留置 産経新聞 2014/6/27 27 事件
寄居放火殺人男を鑑定留置 埼玉新聞 2014/6/27 19 事件
故郷の風景　絵はがきに　＇寄居（　宮下登志江 埼玉新聞 2014/6/27 12 地域
「鉄道むすめ」記念乗車券　秩父鉄道、2000セット限定 日本経済新聞 2014/6/27 41 秩父鉄道
よりい夏まつり　寄居市街＇寄居町（　７月１２・１３日 埼北よみうり 2014/6/27 6 観光
担ぎ手募集中　夏まつり　女性みこし＇寄居町（ 埼北よみうり 2014/6/27 7 観光
寄居の福祉施設　図書館マスコットの貼り絵寄贈 埼玉新聞 2014/6/29 5 町立図書館
沿線の各キャラでラッピング列車　東武東上線100周年で 埼玉新聞 2014/6/30 7 東武鉄道



俳句　内野修選　＇寄居（吉澤祥匡　＇寄居（石澤無涯 埼玉新聞 2014/6/30 7 俳壇
けやき　読者の声　平和だから野球できる　大野順一＇６８歳・
寄居町（

埼玉新聞 2014/6/30 4 読者投稿

四季を巡る水彩画展　＇寄居町・清澤正孝（
朝日新聞 2014/7/2 28

埼玉伝統工芸
会館

県小学生学年別柔道大会　男子　６年50キロ以下級　②石岡
秀星＇寄居男衾道場（

埼玉新聞 2014/7/2 6 柔道

第６回図書館まつり　＇寄居（１９・２０日 埼玉新聞 2014/7/2 13 町立図書館
俳句　星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2014/7/3 26 俳句
透明水彩に魅せられて　清澤正孝「四季を巡る水彩画展」

埼玉新聞 2014/7/3 14
埼玉伝統工芸
会館

特産ハーブの花見頃＇寄居町・エキナセア（ 埼玉新聞 2014/7/4 1 観光
鮮やかなピンク　エキナセア見頃＇寄居（ 埼玉新聞 2014/7/4 15 地域
ド迫力、荒川の放水模型　埼玉・寄居「かわはく」で体感

日本経済新聞 2014/7/5 37
県立川の博物
館

県知事杯市町村交流囲碁　１５４人参加で初開催　個人全勝
賞　一般・森屋偉作＇寄居（

埼玉新聞 20141/07/08 14 地域

第９６回全国高校野球選手権埼玉大会　＇出場校・選手紹介
／内寄居町中学出身選手１６名（

埼玉新聞 2014/7/9 11 高校野球

ホンダ寄居工場　稼働１年　部品各社、増設相次ぐ
日本経済新聞 2014/7/10 37 ホンダ

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　＇寄居町立用土小学校出場（

埼玉新聞 2014/7/10 8 交通安全運動

寄居玉淀水天宮祭花火大会　８月２日 読売新聞 2014/7/11 34 観光
よみうり文芸　５月の月間賞受賞作品　短歌　寄居町・田中広 読売新聞 2014/7/11 34 短歌
よりい夏まつり＇寄居町（　７月１２・１３日 埼北よみうり 2014/7/11 4 観光
鳩山で３７．０度今年一番の暑さ　＇寄居３５．７度（ 埼玉新聞 2014/7/12 18 気候
寄居町の観光写真コンクール　県知事賞に川副さんの「桜吹
雪」

東京新聞 2014/7/13 24 観光
上尾市民球場２回戦　浦和実８－１寄居城北 埼玉新聞 2014/7/13 9 高校野球
馬場が力投　８失点も堂々　寄居城北 埼玉新聞 2014/7/13 9 高校野球
爬虫類　不思議に迫る　川博で企画展　生体・標本を紹介 産経新聞 2014/7/14 24

県立川の博物
館

埼玉俳壇　星野光二選　＇寄居（吉澤祥匡　＇寄居（石澤無涯 埼玉新聞 2014/7/14 5 俳壇
勇壮　みこし６基練り歩き　寄居夏祭り 東京新聞 2014/7/15 26 観光
郷土力士【序二段】☆湊竜＇寄居（○1－０ 埼玉新聞 2014/7/15 7 相撲
郷土力士【序二段】☆湊竜＇寄居（○２－０ 埼玉新聞 2014/7/16 6 相撲
１９日に討論会　寄居町長選の予定者 朝日新聞 2014/7/17 29 選挙
寄居町長選で公開討論会　１９、２６日 東京新聞 2014/7/17 22 選挙
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

毎日新聞 2014/7/17 26 短歌、俳句

寄居出身のバンドがジャズコンサート　あす、町役場 埼玉新聞 2014/7/18 13 町役場
短歌　梅内美華子選　寄居町・町田節子　川柳　岡部美雄選
寄居町・町田節子

読売新聞 2014/7/18 31 よみうり文芸

郷土力士【序二段】☆湊竜＇寄居（●２－１ 埼玉新聞 2014/7/19 6 相撲
郷土力士【序二段】☆湊竜＇寄居（○３－１ 埼玉新聞 2014/7/20 6 相撲
深谷と寄居決勝へ　県中学新人大会　ラグビー 埼玉新聞 2014/7/21 7 ラグビー
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 埼玉新聞 2014/7/21 11 埼玉俳壇

高速道ＳА 　楽しい！　寄居ＰА ＇上り線（ 読売新聞 2014/7/22 14 地域
郷土力士【序二段】☆湊竜＇寄居（●３－２ 埼玉新聞 2014/7/22 6 相撲
ラグビー／深谷48-7寄居　バスケット／男子・八潮大原71-59
寄居　女子・和光二92-66寄居男衾

埼玉新聞 2014/7/23 8 中学スポーツ

寄居玉淀水天宮祭花火大会　８月２日 埼玉新聞 2014/7/23 14 観光
郷土力士【序二段】☆湊竜＇寄居（○４－２ 埼玉新聞 2014/7/24 9 相撲
俳句　星野光二選　寄居・小渕美津子 毎日新聞 2014/7/24 26 俳句
埼玉県吹奏楽　北部地区大会　８月２日　寄居町立寄居中出 朝日新聞 2014/7/25 5 吹奏楽



爬虫類の魅力紹介　川の博物館で企画展　＇寄居（
埼玉新聞 2014/7/25 9

県立川の博物
館

役場庁舎でコンサート　３年前から町民に開放　＇寄居町（ 埼北よみうり 2014/7/25 3 行政
寄居玉淀水天宮祭　8月2日 埼北よみうり 2014/7/25 4 観光
かわはく夏まつり　７月２７日

埼北よみうり 2014/7/25 6
県立川の博物
館

埼玉新聞創刊７０周年記念　県アマ選手権　第１予選通過
吉田莉生＇寄居（

埼玉新聞 2014/7/25 12 ゴルフ

１４年度地方交付税　市町村、県２年連続減　＇寄居町▲ 埼玉新聞 2014/7/26 1 行政
熊谷36.8度今年一番　猛暑日、全国で187地点＇寄居町35.8 埼玉新聞 2014/7/26 18 気候
寄居で住宅全焼 東京新聞 2014/7/27 22 事件
郷土力士【序二段】☆湊竜＇寄居（○５－２ 埼玉新聞 2014/7/28 6 相撲
埼玉俳壇　星野光二選　＇寄居（吉澤祥匡　＇寄居（石澤無涯 埼玉新聞 2014/7/28 5 埼玉俳壇
「関東一の水祭り」今年も　寄居玉淀水天宮祭　8月2日 朝日新聞 2014/7/30 24 観光
短歌　水野昌雄選　＇寄居（安良岡正二 朝日新聞 2014/7/31 24 歌壇
俳句　星野光二選　寄居・町田節子　寄居・小渕美津子 毎日新聞 2014/7/31 24 俳句
中学生がお店体験　空き店舗活用　食品など65品販売　＇寄 埼玉新聞 2014/7/31 15 学校
寄居　開幕５連勝　リトルシニア＇北部ブロックリーグ（ 埼玉新聞 2014/7/31 7 リトルシニア
送迎バス需要増　寄居に営業所　イーグルバス 日本経済新聞 2014/7/31 35 地域
河川敷　にぎわい呼ぼう　予約制バーベキュウ場＇寄居・かわ
せみ河原（

日本経済新聞 2014/7/31 35 観光

寄居玉淀水天宮祭　「関東一の水祭り」と呼ばれる同祭は昭
和初期から続く伝統行事　8月2日

東京新聞 2014/8/1 22 観光

よみうり文芸　俳句　石田郷子選　　【入選】寄居町　町田智志 読売新聞 2014/8/1 25 俳句
カンヌ国際映画祭審査員賞を受賞「そして父になる」近所の河
原が聖地に　協力の男性、生の証し刻む

朝日新聞 2014/8/3 33 観光

ぼんぼりと花火の競演　寄居玉淀水天宮祭　8月2日 読売新聞 2014/8/3 29 観光
花火と舟山車の競演に酔いしれ　寄居玉淀水天宮祭　8月2 毎日新聞 2014/8/3 25 観光
舟山車と5000発の花火　光の競演　寄居玉淀水天宮祭花火 東京新聞 2014/8/3 26 観光
水面に映える山車のあかり　打ち上げ花火をバックに舟山車
の万灯が川面に映えた

朝日新聞 2014/8/3 33 観光

川面に光の競演　寄居の水天宮祭　伝えたい埼玉の祭り 埼玉新聞 2014/8/3 1 観光
埼玉ピアノコンクールＥ・Ｆ部門　59人が準本選進出　＇Ｆ部
門（岡部有紀＇寄居（

埼玉新聞 2014/8/3 14 地域

寄居　無傷の７勝目　リトルシニア＇北部ブロックリーグ（ 埼玉新聞 2014/8/5 8 リトルシニア
寄居町長選は現新の対決か　あす告示、投開票１０日 朝日新聞 2014/8/4 31 選挙
寄居町長選あす告示 毎日新聞 2014/8/4 24 選挙
寄居町長選あす告示 東京新聞 2014/8/4 16 選挙
あす町長選告示　ホンダ稼働どう生かす　進まぬ駅前整備も 埼玉新聞 2014/8/4 4 選挙
現新一騎打ち　寄居町長選　投開票は10日 毎日新聞 2014/8/6 23 選挙
現新の一騎打ち　寄居町長選 産経新聞 2014/8/6 25 選挙
暑さ吹き飛ばす舌戦　寄居町長選告示　両陣営が出陣式 埼玉新聞 2014/8/6 15 選挙
熱中症で44人搬送　県内各地、今年一番の暑さ＇寄居38.0 産経新聞 2014/8/6 25 気候
寄居町長選立候補者の横顔＇届け出順（　花輪利一郎＇69（無
新　議会との対話進める　島田誠＇56（無現　さらなる町の発

埼玉新聞 2014/8/7 15 選挙

Ｗeekiyランキング　埼玉ロケ地巡り　そして父になる　寄居 朝日新聞 2014/8/7 28 観光
秩父鉄道　ゲームカード、周遊し収集　沿線の自然・歴史も学
ぶ　１日乗車券寄居駅ほかで購入

日本経済新聞 2101/8/8 35 秩父鉄道

軟式野球　第46回小川町営グラウンド開設記念中学生大会
準決勝で惜しくも敗退　寄居0-7滑川

埼玉新聞 2014/8/8 8
スポーツ尐年
団

読売書法展　入賞・入選者　＇入選（　相沢玉泉＇寄居町（ 読売新聞 2014/8/8 32 文化
第28回読売旗争奪県北尐年野球選手権大会　32チーム頂点
目指す　8月9日開幕　オブスマクラブ＇寄居町（出場

県北よみうり 2014/8/8 1
スポーツ尐年
団

寄居町長選あす投票　立候補者＇届け出順（花輪利一郎＇69（
無新　島田誠＇56（無現

読売新聞 2014/8/9 27 選挙

現新が対決　あす投開票　立候補者＇届け出順（花輪利一郎
＇69（無新　島田誠＇56（無現

朝日新聞 2014/8/9 27 選挙



寄居町長選　あす投開票　立候補者＇届け出順（花輪利一郎
＇69（無新　島田誠＇56（無現

毎日新聞 2014/8/9 23 選挙

寄居・ひき逃げ容疑者で男を逮捕＇寄居署（ 毎日新聞 2014/8/9 23 事件
俳句　大峯あきら選　寄居・町田節子 毎日新聞 2014/8/10 19 俳壇
県内の週刊日誌　5日　町の活性化争点に　寄居町長選告示
現新の一騎打ち　立候補者　花輪利一郎＇69（無新　島田誠

埼玉新聞 20141/08/10 4 選挙

花輪氏が初当選　寄居町長選　現職・島田氏破る　当　9185
花輪利一郎69無新　5741　島田誠56無現

毎日新聞 2014/8/12 22 選挙

寄居町長に花輪氏　初当選　当　9185　花輪利一郎69無新
5741　島田誠56無現

読売新聞 2014/8/12 31 選挙

花輪氏が初当選　寄居町長選　当　9185　花輪利一郎69無
新　5741　島田誠56無現

産経新聞 2014/8/12 19 選挙

新人花輪氏が初当選　「町を再生、立て直す」　当　9185　花
輪利一郎69無新　5741　島田誠56無現

東京新聞 2014/8/12 22 選挙

寄居町長に花輪氏　現職破り初当選　議会と強調路線へ　当
9185　花輪利一郎69無新　5741　島田誠56無現

埼玉新聞 2014/8/12 1 選挙

反現職で町議結束　寄居町長選　対立際立ち争点ぼやける 埼玉新聞 2014/8/12 9 選挙
福島の小学生ら寄居の自然満喫　保養支援プロジェクト　寄
居町立原「学びの里」

埼玉新聞 2014/8/12 9 地域

読売俳壇　正木ゆう子選　寄居・町田節子 読売新聞 2014/8/12 29 俳壇
平成26年度県中学校総体ラグビーフットボール大会　順々決
勝　寄居中21-14深谷南中　準決勝　寄居中47-7熊谷大幡中

朝日　埼玉尐年尐女スポーツ 2014/8/13 2 ラグビー

平成26年度県中学校総体ラグビーフットボール大会　決勝
寄居中7-48深谷中

朝日　埼玉尐年尐女スポーツ 2014/8/13 1 ラグビー

お盆を満喫　恒例まつり　きょう秩父音頭まつり　　昨年度優
勝チーム寄居町カタクリチームなどが流し踊りを披露する

毎日新聞 2014/8/14 22 観光

手渡し詐欺、300万円被害＇深谷（　寄居署 埼玉新聞 2014/8/15 13 事件
埼玉詩欄　田中美千代選　六月雨　大野順一＇寄居町（ 埼玉新聞 2014/8/19 14 埼玉詩欄
俳句　星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2014/8/21 22 俳句
ゴーヤ食べて夏バテ予防を　商工会が無料配布　＇寄居（ 埼玉新聞 2014/8/22 13 地域
よりい夕やけマルシェinかわはく　8月24日　県立川の博物館

埼北よみうり 2014/8/22 6
県立川の博物
館

小学生　司書を体験　　8月12、19日　＇寄居町（ 埼北よみうり 2014/8/22 6 町立図書館
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

埼玉新聞 2014/8/23 7 観光

平和の尊さを文化行事で確認　30、31日に寄居でつどい 埼玉新聞 2014/8/23 7 町中央公民館
お月見体験・月よりダンゴ＇寄居（　9月9日　県立川の博物館

埼玉新聞 2014/8/23 7
県立川の博物
館

よりい平和美術展　8月30、31日　町中央公民館 東京新聞 2014/8/25 18 町中央公民館
埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　＇寄居（吉澤祥匡　＇寄居（石澤無涯
＇寄居（吉澤紀子

埼玉新聞 2014/8/25 7 埼玉俳壇

埼玉歌壇　杜澤光一郎選　＇寄居（松村章子 埼玉新聞 2014/8/26 10 埼玉歌壇
コンビニ前で乗用車が男性はねる　＇寄居町（ 朝日新聞 2014/8/27 27 事件
俳句　星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2014/8/28 26 俳句
第10回よりい平和と文化のつどい　8月30、31日　町中央公民 毎日新聞 2014/8/29 26 町中央公民館
地域の大人から学ぶ　学校自慢　やまびこ交流会＇寄居町立
折原小（

読売新聞 2014/8/29 32 学校

長尾景春紀行　五十子から秩父へ　鉢形城＇寄居町（ 埼玉新聞 2014/8/29 8 鉢形城
手製いかだで夏の荒川満喫　15艇、125人が参加＇寄居（ 埼玉新聞 2014/8/29 8 観光
「町の発展目指す」花輪・寄居町長が初登庁 埼玉新聞 2014/8/29 7 行政
県スポーツ尐年団柔道親善大会　女子中学1年大谷彩実＇明
道館寄居警察署（が初の栄冠　＇男子（小学3年③山口青＇男
衾柔道クラブ（　4年③小林優大＇男衾柔道クラブ（

埼玉新聞 2014/8/30 1
スポーツ尐年
団

手作りいかだで川下り　＇寄居町（　荒川で大会　15チームが 東京新聞 2014/8/31 24 観光
寄居町の山林で白骨死体 朝日新聞 2014/8/31 35 事件
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

埼玉新聞 2014/9/1 5 埼玉俳壇

配達前の新聞って　寄居中1年生、AＳＡ寄居で職場体験 朝日新聞 2014/9/2 28 学校



マッキーズ＇寄居（など2回戦へ　＇ほか出場チーム（オブスマ
クラブ、中町ジュニア、城南キングフィッシャーズ、用土コルツ

埼玉新聞 2014/9/2 7
スポーツ尐年
団

第58回埼玉書道展　漢字の部・知事賞に小野田春穂さん＇寄 東京新聞 2014/9/3 22 文化
短歌　水野昌雄選　寄居・町田節子 毎日新聞 2014/9/4 20 短歌
短歌　沖ななも選　＇寄居（安良岡正二 朝日新聞 2014/9/4 28 歌壇
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＇寄居町（

日本経済新聞 2014/9/5 31 産業

秋の味覚を堪能　ブドウ狩りがシーズン＇寄居（ 埼玉新聞 2014/9/5 12 観光
ご当地ＰＶの出演者を募集　「ふるさとの祭典」市実行委員会
＇寄居（

埼玉新聞 2014/9/7 15 商業、観光

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

埼玉新聞 2014/9/8 7 埼玉俳壇

秋季高校野球地区予選組み合わせ　北部地区　寄居城北11 毎日新聞 2014/9/10 20 高校野球
かんがい施設改修へ＇深谷市、本庄市、寄居町にまたがる約
3200㌶（　国の水利事業所が開所

埼玉新聞 2014/9/11 13 産業

俳句　星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2014/9/11 26 俳句
長尾景春紀行　五十子から秩父へ　北武蔵に名城築く　鉢形
城＇寄居町（

埼玉新聞 2014/9/12 12 鉢形城

ＱＲコードで桜の情報紹介　プレート100枚設置　＇寄居（ 埼玉新聞 2014/9/12 12 観光
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　吉田莉生＇寄居（

埼玉新聞 2014/9/12 9 ゴルフ

自作いかだで荒川下り　＇寄居町（ 埼北よみうり 2014/9/12 4 観光
小渕経産相の核認識に驚き　南部敏明　78＇寄居町（ 東京新聞 2014/9/13 4 読者投稿
選挙区58から52に　来春県議選自民改正案　定数94は維持
＇北4区＇3（深谷、寄居、美里（

埼玉新聞 2014/9/13 1 選挙

埼玉新聞創刊７０周年記念　県アマ選手権　最終ラウンド出
場　吉田莉生＇寄居（

埼玉新聞 2014/9/13 9 ゴルフ

埼玉俳壇　内野修選　＇寄居（吉澤紀子　＇寄居（吉澤祥匡 埼玉新聞 2014/9/15 7 埼玉俳壇
土砂災害対策　危険マップ全戸配布　県、警戒未指定区域
＇寄居を含む29市町村に約1000か所（　住民周知を強化

埼玉新聞 2014/9/17 1 行政

寄居・乗用車が追突、耕運機の男性死亡 毎日新聞 2014/9/17 27 事件
耕運機の男性、追突され死亡＇寄居（ 埼玉新聞 2014/9/17 18 事件
耕運機の男性、車に追突され死亡＇寄居（ 東京新聞 2014/9/17 26 事件
ネフセタイさん原発・平和を語る　きょう寄居町で 東京新聞 2014/9/17 26 地域
お月見の会＇寄居（　10月4日　鉢形城公園 埼玉新聞 2014/9/17 15 鉢形城歴史館
私のイラスト　中原友美＇寄居町（ 東京新聞 2014/9/17 5 地域
郷土力士【序二段】☆湊竜＇寄居（１－０ 埼玉新聞 2014/9/17 10 相撲
郷土力士【序二段】☆湊竜＇寄居（●１－１ 埼玉新聞 2014/9/18 9 相撲
基準単価商業地６年ぶり上昇　県南と県北、広がる差　住宅
地も持ち直し＇県北部の寄居町や東秩父村、行田市など2～

朝日新聞 2014/9/19 28 地域

埼玉県内の基準地地価　寄居町は6地点掲載 読売新聞 2014/9/19 27 地域
埼玉県内の基準地地価　寄居町は6地点掲載 埼玉新聞 2014/9/19 14 地域
よみうり文芸　俳句　石田郷子選　寄居町・町田節子 読売新聞 2014/9/19 28 俳句
彩の国・埼玉ピアノコンクール　準本選出場者発表　Ｆ部門
岡部有紀＇寄居（

埼玉新聞 2014/9/19 12 文化

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 埼玉新聞 2014/9/19 17 交通安全運動
北条五代の魅力伝えて　女性ブロガー100人募集　北条五代
観光推進協議会＇寄居町を含む１２市町（

東京新聞 2014/9/20 15 観光

郷土力士【序二段】☆湊竜＇寄居（●１－２ 埼玉新聞 2014/9/20 14 相撲
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＇寄居町（

読売新聞 2014/9/21 31 観光

寄居の景色繊細に表現　きょうまで水彩画展　＇寄居町（寄居
水彩画会

埼玉新聞 2014/9/21 11 地域

寄居男衾部員わずか９人で優勝　第４４回県北中学生バス
ケットボール大会　＇女子（寄居男衾76-55深谷南

埼玉報知新聞 2014/9/21 8
バスケット
ボール

第４４回県北中学生バスケットボール大会　＇男子（準優勝
寄居城南39-49横瀬

埼玉報知新聞 2014/9/21 8
バスケット
ボール

仁川アジア大会　柔道女子70㌔級　新井千鶴＇住友海上（銀 埼玉新聞 2014/9/22 12 柔道



三井住友海上柔道に声援　女子70㌔級　新井千鶴＇三井住
友海上（銀

スポーツニッポン 2014/9/22 10 柔道

仁川アジア大会　柔道女子70㌔級　新井千鶴＇三井住友海 毎日新聞 2014/9/22 21 柔道
弓道　県高校新人大会　女子団体優勝　寄居城北A＇青木、
中野、牧、金子（　女子個人優勝　青木英里果＇寄居城北（

埼玉新聞 2014/9/22 12 弓道

埼玉俳壇　内野修選　＇寄居（石澤無涯　＇寄居（吉澤紀子
＇寄居（吉澤祥匡

埼玉新聞 2014/9/22 7 俳壇

特別展「荒川流域の鉱山と産業～地下資源の利用と人々の
暮らし～」１０月４日～１１月２４日　県立川の博物館

東京新聞 2014/9/22 18
県立川の博物
館

郷土力士【序二段】☆湊竜＇寄居（○２－２ 埼玉新聞 2014/9/22 13 相撲
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 埼玉新聞 2014/9/23 15 自然
郷土力士【序二段】☆湊竜＇寄居（●２－３ 埼玉新聞 2014/9/23 8 相撲
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

毎日新聞 2014/9/25 26 短歌、俳句

郷土力士【序二段】☆湊竜＇寄居（○３－３ 埼玉新聞 2014/9/25 8 相撲
県スポーツ尐年団剣道交流大会　先峰　杉浦啓示 朝日新聞 2014/9/25 1 剣道
第３９回埼玉県スポーツ尐年団　小学生軟式野球交流大会
北部ロック予選　３位　マッキーズ＇寄居（

埼玉新聞 2014/9/26 9
スポーツ尐年
団

長尾景春紀行　五十子から秩父へ　用土が古戦場＇深谷市、
寄居町（　旧家の古老　秘話語る

埼玉新聞 2014/9/26 13 鉢形城

寄居町立男衾小学校「縦割り遊びで成長」 埼北よみうり 2014/9/26 3 学校
北条流鏑馬＇寄居（10月19日　鉢形城公園 埼玉新聞 2014/9/27 7 鉢形城歴史館
統廃合　通学負担ずしり　地元の伝統芸能伝承も課題　1998
～2013年度に閉校の自治体　＇寄居町も１校該当（

朝日新聞 2014/9/28 29 行政

埼玉俳壇　内野修選　＇寄居（吉澤紀子　＇寄居（石澤無涯 埼玉新聞 2014/9/29 13 埼玉俳壇
Ｕ-25　イラスト掲載　中原友美＇寄居町（ 読売新聞 2014/9/30 12 地域
高齢者变勲＇10月１日（　旭日単光賞　鳥塚守良氏＇元寄居町
議会議員（

読売新聞 2014/10/1 32 变勲

高齢者变勲　旭日単光賞　鳥塚守良氏＇元寄居町議会議員（ 埼玉新聞 2014/10/1 2 变勲
寄居の放火で容疑者を起訴　殺人は不起訴＇23年12月29日、
寄居町富田の火災（

産経新聞 2014/10/2 23 事件

放火罪で男起訴　殺人罪は不起訴＇23年12月29日、寄居町
富田の火災（

埼玉新聞 2014/10/2 19 事件

ホンダ狭山工場減産　販売低迷在庫圧縮　小型車「フィット」
などを製造する寄居工場(寄居町（は生産台数を維持

埼玉新聞 2014/10/3 4 ホンダ

自然しらべ2014　赤とんぼさがし　謎の多いアキアカネ　トン
ボの見分け方を説明する新井さん＇寄居町（

読売新聞 2014/10/4 32 自然

俳句　星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2014/10/4 22 俳句
俳句　石田郷子選　寄居・町田節子 読売新聞 2014/10/4 32 俳句
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　県立松山高校2年　今村大哉さん＇寄居

読売新聞 2014/10/5 30 学校

埼玉俳壇　星野光二選　＇寄居（吉澤祥匡　＇寄居（石澤無涯 埼玉新聞 2014/10/6 7 俳壇
第39回埼玉県スポーツ尐年団　小学生軟式野球交流会　マッ
キーズ(寄居（出場　10月19日開幕

埼玉新聞 2014/10/7 19
スポーツ尐年
団

第64回全国小・中学校作文コンクール県審査、小学校低学年
の部　特選　内田早紀さん(寄居町（

読売新聞 2014/10/9 3 学校

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

毎日新聞 2014/10/9 26 短歌、俳句

県議選区割り　定数1減93　選挙区52　＇北4区＇3（　深谷、寄
居、美里（

埼玉新聞 2014/10/9 1 選挙

母校ＨＰ作り中学生が挑戦　寄居城北高校で体験授業(寄居（
地元の中学生を対象に体験授業を実施

埼玉新聞 2014/10/10 14 寄居城北高校

長尾景春紀行　五十子から秩父へ　山王の渡しと川越岩＇寄
居町（　昔日のにぎわいいずこ

埼玉新聞 2014/10/10 14 鉢形城

学テ35市町村分を公表　県教委28市町村教委　同意せず
＇寄居町は同意（

読売新聞 2014/10/10 33 学校

荒川流域の鉱山と産業～地下資源の利用と人々の暮らし～
＇県立川の博物館（

毎日新聞 2014/10/10 24 鉢形城歴史館



荒川で砂金採り体験　＇県立川の博物館（ 埼北よみうり 2014/10/10 3 鉢形城歴史館
北条流鏑馬　10月19日　鉢形城公園 埼北よみうり 2014/10/10 6 鉢形城歴史館
県議選　新区割り可決　定数1減93　選挙区は52　＇北4区＇3（
深谷・寄居・美里（

埼玉新聞 2014/10/10 1 選挙

危険業務従事者　变勲受章者　瑞宝双光賞　今井充雄　元県
警部(寄居（

日本経済新聞 2014/10/11 36 变勲

危険業務従事者变勲(埼玉（　瑞宝双光賞　◇警察功労　今
井充雄　元県警部(寄居（

埼玉新聞 2014/10/11 3 变勲

木彫の美を面に　教室修了者が展示　小川伝統工芸会館
＇寄居町からも参加（

埼玉新聞 2014/10/12 5
埼玉伝統工芸
会館

振り込め詐欺で100万円被害＇寄居（ 埼玉新聞 2014/10/12 5 事件
フォトコンテスト　カレンダー賞　撮影場所・寄居町内が2点受 埼玉新聞 2014/10/12 9 地域
埼玉俳壇　星野光二選　＇寄居（吉澤紀子　＇寄居（石澤無涯
＇寄居（吉澤祥匡

埼玉新聞 2014/10/13 7 埼玉俳壇

寄居・男性が滑落死 毎日新聞 2014/10/15 27 事件
県中学校英語弁論大会出場　岡野拓洋＇男衾中3年（ 読売新聞 2014/10/15 32 英語弁論大会
短歌　水野昌雄選　寄居・町田節子、俳句　星野光ニ選　寄
居・町田節子

毎日新聞 2014/10/16 22 短歌、俳句

庭にハチ来ず農薬のせいか　南部敏明＇寄居町（ 東京新聞 2014/10/17 5 読者投稿
よりい絵画展　19日まで　寄居町中央公民館 読売新聞 2014/10/17 34 町中央公民館
よりい絵画展　19日まで　寄居町中央公民館 毎日新聞 2014/10/17 24 町中央公民館
よりい絵画展　19日まで　寄居町中央公民館 埼玉新聞 2014/10/17 17 町中央公民館
全労災カップ争奪第39回スポーツ尐年団小学生軟式野球交
流大会　19日から　北部ブロック　マッキーズ＇寄居町（出場

埼玉新聞 2014/10/18 11
スポーツ尐年
団

自然しらべ2014　赤とんぼさがし　観察後、そっと放す　新井
裕さん＇寄居町（

読売新聞 2014/10/19 32 自然

八高線開通80年　18日記念列車を運行 埼玉新聞 2014/10/19 14 八高線
寄居と深谷決勝へ　ラグビー中学東日本予選 埼玉新聞 2014/10/19 4 ラグビー
響く弓音　射抜く的　寄居・鉢形で流鏑馬 埼玉新聞 2014/10/20 19 鉢形城
北条流鏑馬　演武に大歓声　19日＇寄居町（ 読売新聞 2014/10/20 33 鉢形城
見事的中！歓声と拍手　寄居・鉢形城公園で「北条流鏑馬」 東京新聞 2014/10/21 24 鉢形城
秩父鉄道と学研コラボ　秩父に詳しく体験型企画 埼玉新聞 2014/10/21 13 秩父鉄道
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
＇東京都豊島区　川越市　東松山市　寄居町（

埼玉新聞 2014/10/21 13 観光

全労災カップ争奪第39回スポーツ尐年団小学生軟式野球交
流大会　北部ブロック　マッキーズ2×5須影尐年野球＇羽生（

埼玉新聞 2014/10/22 7
スポーツ尐年
団

小学生の環境新聞入選作品を展示　寄居 埼玉新聞 2014/10/22 14 行政
俳句　星野光ニ選　寄居・町田節子 毎日新聞 2014/10/23 26 俳句
活性化へ新組織５商店会が一丸　＇寄居（ 埼玉新聞 2014/10/24 7 商業
尾根上に騎馬隊の道　長尾景春紀行　～五十子から秩父へ 埼玉新聞 2014/10/24 7 鉢形城
中学生が高校授業を体験　＇寄居町（ 埼北よみうり 2014/10/24 3 地域
時事川柳　＇寄居町　ひとり蜂（ 東京新聞 2014/10/25 5 川柳
まつり　寄居秋まつり　11月1日、2日 読売新聞 2014/10/25 31 観光
秩父延伸１００年を祝う　秩父鉄道 東京新聞 2014/10/27 22 秩父鉄道
秩父鉄道　創業時の志再確認　秩父地域開通100年で式典 埼玉新聞 2014/10/27 18 秩父鉄道
埼玉俳壇 俳句　星野光ニ選　＇寄居（石澤無涯 埼玉新聞 2014/10/27 13 埼玉俳壇
思いの丈を文章に　作文コンクール埼玉県審査　特選　小学
校低学年の部　寄居小2年　内田早紀

読売新聞 2014/10/28 31 学校

次男刺し重傷負わす　殺人未遂容疑で逮捕　寄居署 読売新聞 2014/10/29 33 事件
八代さんと都さん4千人の前で熱唱　埼玉新聞創刊70周年講 埼玉新聞 2014/10/29 20 地域
全国小・中学校作文コンクール埼玉県審査　特選　3作品　小
学校低学年の部　　内田早紀さん＇寄居小2年（

読売新聞 2014/11/1 31 学校

短歌　水野昌雄選　寄居・町田節子 毎日新聞 2014/10/30 26 短歌
「安定」いいね小田原萌え　「北条五代観光推進協議会」 朝日新聞 2014/10/31 26 観光
お囃子の練習に熱　あすから秋まつり 埼玉新聞 2014/10/31 14 観光
プレミアム商品券、あす発売 埼玉新聞 2014/11/1 6 商業
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

埼玉新聞 2014/11/2 4 高校駅伝



春の高校バレー　全日本選手権地方大会　北部準決勝　成
徳深谷２-０寄居城北

産経新聞 2014/11/3 22 高校バレー

秋の变勲受章　県内関係者　瑞宝小綬章　吉澤祥匡　吉田顕 埼玉新聞 2014/11/3 4 变勲
埼玉俳壇　俳句　鎌倉佐弓選　＇寄居（石澤無涯 埼玉新聞 2014/11/3 13 埼玉俳壇
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

埼玉新聞 2014/11/3 7 高校駅伝

山車7台巡行　恒例「寄居秋まつり」 東京新聞 2014/11/4 20 観光
小型家電をリサイクル　昨年から倍61市町村 読売新聞 2014/11/5 33 地域
春の高校バレー　全日本選手権県最終予選　女子　寄居城
北高校出場

産経新聞 2014/11/5 23 高校バレー

愛好家手作り　菊花展に380点　16日まで道の駅はなぞので
桜沢小、用土小の児童作品も展示

埼玉新聞 2014/11/6 13 地域

県中学新人大会　柔道　66キロ級　大谷＇寄居（決勝へ 埼玉新聞 2014/11/6 10 中学柔道
全国高校駅伝県予選男子、女子寄居町出身者出場 埼玉新聞 2014/11/6 10 高校駅伝
鉱山や鉱石など地下資源を紹介　川の博物館で展示〔寄居〕

埼玉新聞 2014/11/7 12
県立川の博物
館

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～」

読売新聞 2014/11/7 31
県立川の博物
館

俳句　星野光ニ選　寄居・町田節子 埼玉新聞 2014/11/8 26 俳句
東日本中学ラグビーあす開幕　深谷、寄居が出場 埼玉新聞 2014/11/8 10 ラグビー
地元の民話紙芝居に　寄居鉢形小　自由な発想で〖現代版 埼玉新聞 2014/11/9 11 学校
ラグビー　8日、第2日、熊谷ラグビー場準々決勝　寄居62-5 埼玉新聞 2014/11/9 6 ラグビー
第82回埼玉県駅伝競走大会＇中学校の部（男子・男衾中、女
子・男衾中出場

読売新聞 2014/11/9 32 中学駅伝

住民税納付アップへ知恵　納付催告書や封筒を目立つ色に
変えた寄居町のケース

朝日新聞 2014/11/11 29 行政

県中学新人大会　バスケットボール男子1回戦　寄居城南71-
52川越城南

埼玉新聞 2014/11/11 6
バスケット
ボール

郷土力士【三段目】☆湊竜＇寄居（○１－０ 埼玉新聞 2014/11/11 7 相撲
県中学新人大会　バスケットボール　女子1回戦　草加新栄
80-50寄居男衾

埼玉新聞 2014/11/12 10
バスケット
ボール

郷土力士【三段目】☆湊竜＇寄居（○２－０ 埼玉新聞 2014/11/12 10 相撲
地域で支えたい独居の90歳男性　坂本太志男＇寄居町（ 読売新聞 2014/11/13 10 地域
俳句　星野光ニ選　寄居・町田節子 毎日新聞 2014/11/13 22 俳句
埼玉S級グルメとセット　東武鉄道が1日フリー乗車券 埼玉新聞 2014/11/13 19 東武鉄道
寄居みかん狩り＇寄居町風布みかん山・小林みかん山（ 東京新聞 2014/11/13 25 観光
深谷準々決勝進出　寄居は初戦敗退　東日本中学ラグビー 埼玉新聞 2014/11/13 7 ラグビー
県スポ尐野球北部ブロック結成記念大会　寄居町から4チー 埼玉新聞 2014/11/13 8 スポーツ尐年
関越道の花園ＩＣ拠点整備　深谷市、アウトレット誘致 日本経済新聞 2014/11/13 39 地域
132商店会一斉イベント　今日から3日間　全国一斉商店会ま 読売新聞 2014/11/14 33 商業
川柳　岡部光雄選　寄居町　町田節子 読売新聞 2014/11/14 31 川柳
総勢500人　軽快にステップ　「心のプラカード」でご当地動画 埼玉新聞 2014/11/14 14 観光
小2児童が制作＆発表　地域の民話を紙芝居に＇寄居町（ 埼北よみうり 2014/11/14 6 学校
トンネル事故想定　寄居の国道で訓練 読売新聞 2014/11/15 32 行政
寄居で高齢者がはねられ死亡 朝日新聞 2014/11/15 21 事件
女性はねられ死亡＇寄居町富田の県道（ 産経新聞 2014/11/15 21 事件
郷土力士【三段目】☆湊竜＇寄居（●２－１ 埼玉新聞 2014/11/15 13 相撲
県高校新人大会　ハンドボール　寄居城北高校大会出場 埼玉新聞 2014/11/15 12 ハンドボール
「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

埼玉新聞 2014/11/16 11 町中央公民館

郷土力士【三段目】☆湊竜＇寄居（●２－２ 埼玉新聞 2014/11/16 5 相撲
寄居　逆転で初優勝　県中学新人大会　ラグビー 埼玉新聞 2014/11/16 6 ラグビー
鉢形城跡　大里郡寄居町　父が訪ねた史跡 埼玉新聞 2014/11/17 15 鉢形城
埼玉俳壇　俳句　鎌倉佐弓選　＇寄居（石澤無涯 埼玉新聞 2014/11/17 7 埼玉俳壇
郷土力士【三段目】☆湊竜＇寄居（●２－３ 埼玉新聞 2014/11/19 9 相撲
太極拳　第27回県民総体兼第27回県選手権大会　寄居町協
会から出場

読売新聞 2014/11/19 32 太極拳



ホンダの名車50台　寄居町をパレード
東京新聞 2014/11/21 21

ふるさとの祭
典市

往年の名車ずらり　全国から50台パレード
埼玉新聞 2014/11/21 12

ふるさとの祭
典市

短歌　梅内美華子選　寄居町　町田節子、　俳句　石田郷子
選　寄居町　田中美枝子

読売新聞 2014/11/21 29 短歌、俳句

地名に残る館の痕跡　長尾景春紀行～五十子から秩父へ～ 埼玉新聞 2014/11/21 12 鉢形城
郷土力士【三段目】☆湊竜＇寄居（●２－４ 埼玉新聞 2014/11/21 8 相撲
徳栄初の全国射程　関東高校駅伝あす号砲 埼玉新聞 2014/11/21 8 高校駅伝
６部門10氏受賞　第57回埼玉文化賞　坂本全平氏 埼玉新聞 2014/11/24 1 文化
第57回埼玉文化賞10氏略歴　坂本全平氏 埼玉新聞 2014/11/24 3 文化
第57回埼玉文化賞受賞者のプロフィル　坂本全平氏 埼玉新聞 2014/11/24 10 文化
埼玉俳壇　俳句　鎌倉佐弓選　＇寄居（吉澤紀子 埼玉新聞 2014/11/24 9 埼玉俳壇
郷土力士【三段目】☆湊竜＇寄居（●２－５ 埼玉新聞 2014/11/24 11 相撲
歌壇　水野昌雄選　＇寄居（安良岡正二 朝日新聞 2014/11/27 28 歌壇
俳句　星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2014/11/27 26 俳句
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
記録　寄居中から出場

朝日新聞 2014/11/27 2 柔道

ホンダ　懐かしの名車　５０台がパレード＇寄居町（
埼北よみうり 2014/11/28 6

ふるさとの祭
典市

宮城道雄の世界を訪ねて　朗読と筝曲演奏の集い 埼北よみうり 2014/11/28 6 町立図書館
落語ＤＥ芝居　演劇　劇団　お伽座＇寄居町（ 埼北よみうり 2014/11/28 6 地域
高齢者变勲　旭日単光章　堀口好治氏＇寄居町（ 読売新聞 2014/11/29 30 变勲
高齢者变勲　旭日単光章　堀口好治氏＇寄居町（ 埼玉新聞 2014/11/29 2 变勲
寄居の城南中で「乙姫ちゃん」生みの親　柴崎さんが講演 東京新聞 2014/12/1 22 文化
埼玉俳壇　俳句　内野修氏選　＇寄居（吉澤紀子　＇寄居（石
澤無涯　＇寄居（吉澤祥匡

埼玉新聞 2014/12/1 9 埼玉俳壇

平和あるから子は夢描ける　南部敏明＇寄居町（ 東京新聞 2014/12/4 5 読者投稿
恩師の傘寿湯に感謝状　おひさしぶり！～同窓会だより～
＇寄居中昭和43年度卒業（

埼玉新聞 2014/12/4 17 地域

鳩山町スポ尐野球大会　オブスマクラブ＇寄居（出場 埼玉新聞 2014/12/5 12 スポーツ尐年
埼玉俳壇　俳句　内野修選　＇寄居（吉澤祥匡　＇寄居（吉澤 埼玉新聞 2014/12/8 7 埼玉俳壇
県中学校新人大会ラグビーの部　寄居中が初Ｖ 朝日新聞 2014/12/10 1 ラグビー
俳句　星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2014/12/11 26 俳句
寄居ロータリークラブと川本ロータリークラブが「さいたま希望
の翼基金」に寄託

埼玉新聞 2014/12/12 16 地域

登山愛好団体　鐘撞堂山で清掃ハイク 埼北よみうり 2014/12/12 3 地域
音楽　復興チャリティコンサート＇寄居（ 埼玉新聞 2014/12/13 13 町商工会
人材求め本社移転　好アクセス、採用しやすく　食品スーパー
ベルク

日本経済新聞 2014/12/17 39 産業

工場火災　けが人なし＇寄居（ 埼玉新聞 2014/12/17 15 事件
比例北関東ブロック　党派別県内確定得票 朝日新聞 2014/12/17 24 選挙
俳句　星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2014/12/18 26 俳句
寄居・大凧揚げ　1月1日　寄居町折原の寄居運動公園 毎日新聞 2014/12/19 26 文化
佐々紅華　観光客にＰＲ　町が寄居駅に音響設備 埼玉新聞 2014/12/19 7 観光
「君恋し」流れる駅に　寄居駅＇寄居町（ 埼玉新聞 2014/12/19 1 観光
新井君、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＇寄居小２年（

読売新聞 2014/12/20 32 学校

第２２回小川和紙マラソン　男衾中、城南中、桜沢小から出場 さいたま報知 2014/12/21 7 マラソン
埼玉俳壇　俳句　内野修選　＇寄居（吉澤祥匡　＇寄居（吉澤
紀子　＇寄居（石澤無涯

埼玉新聞 2014/12/22 11 埼玉俳壇

談話室　イラスト　中原友美＇寄居町（ 産経新聞 2014/12/22 7 読者投稿
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 埼玉新聞 2014/12/24 12 寄居町
歴史ロマンと豊かな自然　自然の地形をいかした難攻不落の
鉢形城＇寄居町（

埼北よみうり 2014/12/26 1 自然

県立高校２校による合同ビブリオバトル　＇県立滑川総合高
校、寄居城北高校（

埼北よみうり 2014/12/26 2 寄居城北高校



世界遺産「細川紙」の大凧　元旦に大空へ　寄居町「竹とんぼ
の会」　寄居運動公園＇寄居町折原（

埼北よみうり 2014/12/26 8 地域

今年の県内の主な事件、事故、裁判　6月12日　寄居町で住
宅が放火され男性と母親が死亡

毎日新聞 2014/12/30 11 事件

飛び入りで大凧揚げを　「寄居大凧揚げ」　＇寄居町・今市竹と
んぼの会（

読売新聞 2014/12/30 23 文化

元旦に恒例のイベント　寄居の空に細川和紙大凧＇寄居町今
市・竹とんぼの会（

東京新聞 2014/12/31 21 文化

武州寄居七福神　迫力満点のご神体　五寺に七福神 埼玉新聞 2014/12/31 9 観光


