2015（平成27）年 寄居町新聞記事索引 1月～6月

掲載日

掲載紙

2015/1/1 埼玉新聞

紙面

（2017年12月作成時）

記事見出・記事概要

件名

2015/1/3 朝日新聞

16 新春俳壇 松本旭選 （寄居）吉澤祥匡 （寄居）吉澤紀子 （寄居）吉澤祥匡
投稿
わがまちから地方創生 歴史 武士の時代を再現 地元知るきっかけに
31
特集
も 迫力の鉢形城攻防戦 北條まつり 寄居 ※写真
陸上 全日本実業団対抗駅伝 1日、群馬県庁発着、7区間100㌔ 設楽兄
29 弟 実力示す そろって４区快走 弟悠太（ホンダ）と兄啓太（コニカミノルタ）が スポーツ（陸上）

2015/1/3 毎日新聞

スポーツ（陸上）

2015/1/1 埼玉新聞

2015/1/3 産経新聞
2015/1/3 スポーツニッポン
2015/1/3 埼玉新聞
2015/1/4 埼玉新聞
2015/1/4 埼玉新聞

エース区間の4区をわかせる 【区間最高】4区（22.0㌔）設楽悠太（ホンダ）1時間2
分47秒＝区間新 ※写真
ニューイヤー駅伝 設楽悠４区区間新 双子対決弟に軍配 （同日の朝
19
日新聞と同内容） ※全出場選手成績、写真
17 全日本実業団対抗駅伝 ★設楽悠が快走 （同日の朝日新聞と同内容）

スポーツ（陸上）
1日のスポーツ スポニチ後援ニューイヤー駅伝 第59回全日本実業団
対抗駅伝 4区で箱根駅伝沸かせた設楽ツインズ対決 兄啓太「悔しい」
6
スポーツ（陸上）
３連覇の夢散る〈コニカミノルタ〉 弟悠太６人抜き 兄に勝ち区間新〈ホ
ンダ〉 （同日の朝日新聞と同内容）
全日本実業団対抗駅伝 設楽悠（ホンダ） 兄抑え区間新 ４区 （同日の
8
スポーツ（陸上）
朝日新聞と同内容） ※写真

寄居町 世帯
2 12月1日現在の県内市町村別推計人口（県統計課調べ）
統計
数12,858 人口総数34,247 男16,963 女17,284

「日本酒女子」お薦め 個性豊か埼玉の地酒 ⑳藤崎摠兵衛商店 創
8 業1728年（享保十三年） 技で磨き心で醸す ※埼玉県内の酒蔵絵地図、

特集

白扇ラベル

2015/1/6 埼玉新聞
2015/1/7 埼玉新聞
2015/1/8 朝日新聞
2015/1/9 埼北よみうり
2015/1/9 埼玉新聞
2015/1/10 埼玉新聞
2015/1/11 埼玉新聞

女子11日、男子18日号砲 県選手団壮行会
13 全国都道府県対抗駅伝
設楽悠らホンダ勢は欠席

大空に舞う 寄居、初めて成功 折原の寄居運動公園で大凧 地域
9 50畳の大凧
揚げ 町内外から約700人参加 ※写真
28 歌壇 沖ななも選 （寄居）安良岡正二
4･5 私の一枚～元気、仲良し編～ 「ねがいをこめて・・・」金沢二郎さん・寄居町
2015年 年頭抱負 輝く未来へ地方創生 市町村の多彩な施策 寄居町
7
住み続けたいまちづくり
15 つれづれ 車内風景 大野順一(寄居町、68歳)
6 県高校新人大会 サッカー女子 10日（第1日・入間向陽高校ほか） 【予選

2015/1/12 埼玉新聞
2015/1/12 埼玉新聞

5
7

2015/1/12 埼玉新聞

9

2015/1/13 埼玉新聞
2015/1/14 埼玉新聞

9
6

2015/1/14 埼玉新聞

17

2015/1/15 埼玉新聞
2015/1/16 読売新聞

6
34

2015/1/16 埼玉新聞

11

2015/1/16 埼玉新聞

6

2015/1/17 埼玉新聞

8

2015/1/17 埼玉新聞

12

2015/1/17 埼玉新聞

12

2015/1/18 読売新聞
2015/1/18 さいたま報知

2015/1/18 さいたま報知
2015/1/18 埼玉新聞
2015/1/18 埼玉新聞

スポーツ（陸上）

リーグ】▷C組 山村学園18-0寄居城北・自由の森
埼玉俳壇 星野光二選 （寄居）石澤無涯 （寄居）吉澤祥匡
郷土力士星取表 【序二段】湊竜（寄居）や0－0 ※初場所初日
県高校新人大会 バスケットボール 11日（第１日・上尾運動公園体育館ほ
か） ▷女子1回戦 川越南73-60寄居城北
郷土力士星取表 【序二段】湊竜（寄居）●0－1 ※初場所2日目
郷土力士星取表 【序二段】湊竜（寄居）○1－1 ※初場所3日目
連続空き巣容疑 45歳男を追送検 県警 県北で空き巣を繰り返したとして、
県警捜査3課などは13日、住所不定無職男性容疑者（45）をさいたま地検熊谷支部
に追送検 2007年12月から14年7月にかけ、深谷、寄居などで民家など229カ所に
侵入
郷土力士星取表 【序二段】湊竜（寄居）や1－1 ※初場所4日目
よみうり文芸 川柳 西潟賢一郎選 【入選】寄居町 竹本遊児
ミニバス NIIZACUP ミニバスケットボールNIIZACUP2014 新座市民総合体育
館 「男子」【B組】▷aブロック 寄居49-37ジュベニール白岡 寄居40-22新座野寺
ウイングス ①寄居 ▷決勝 清門（草加）30-22寄居
郷土力士星取表 【序二段】湊竜（寄居）や1－1 ※初場所5日目
まちひとであい 公演 寄居城北高校ミニコンサート（寄居） 24日 町役場1階
ロビー
郷土力士星取表 【序二段】湊竜（寄居）○2－1 ※初場所6日目
全国都道府県対抗男子駅伝 あす号砲 埼玉 最強布陣で初Vへ ホン
ダに所属する設楽悠と服部のダブルエース 設楽悠で首位浮上を狙う ※埼玉
チームの予想オーダー、3区に設楽悠太（ホンダ）

投稿
投稿
特集
投稿
スポーツ（高校）
投稿
スポーツ（大相撲）
スポーツ（高校）
スポーツ（大相撲）
スポーツ（大相撲）
事件・事故
スポーツ（大相撲）
投稿
スポーツ（小学）
スポーツ（大相撲）
イベント情報
スポーツ（大相撲）
スポーツ（陸上）

34 えきものがたり 貨物から旅客へ80年の歴史 ＪＲ八高線㊤
連載
彩の国ジュニアゴルフ 第11回彩の国ジュニア（小、中学生）ゴルフ大会 12月
26日、大宮国際CC 小3の時は最下位・・・ 吉田が初優勝 中学生女子の
1･2
スポーツ（中学）
部 吉田莉生（寄居城南3年）が1オーバーの74で初優勝 【女子】▷中学生（6175
㍎）①吉田莉生（寄居町）74 ※写真
県北中学生バスケット 第45回県北中学生バスケットボール大会 12月13～23
8 日、本庄総合公園体育館など 【男子】▷決勝 横瀬54（13-18、14-14、12-12、15- スポーツ（中学）
9）寄居城南 ▷準決勝 寄居城南60-52本庄東 【女子】▷決勝 熊谷大里65（1114、20-13、17-9、17-18）寄居男衾 ▷準決勝 寄居男衾67-35長瀞
6 郷土力士星取表 【序二段】湊竜（寄居）○3－1 ※初場所7日目
スポーツ（大相撲）
県高校新人大会
サッカー
17日 【北部】第１日・熊谷西高校ほか 児玉3-0
6 寄居城北
スポーツ（高校）

2015（平成27）年 寄居町新聞記事索引 1月～6月

2015/1/18 埼玉新聞

（2017年12月作成時）

名優愛した景観堪能 七代目松本幸四郎別邸跡地 「雀宮公園」を開放
11 寄居 寄居町は同町寄居の歌舞伎役者七代目松本幸四郎の別邸跡地を整備
観光
昨年12月から「雀宮公園」として一般公開 ※写真

2015/1/18 埼玉新聞

寄居十二支めぐり 寄居町内にある十二支守り本
11 開運祈願しハイキング
尊を巡る「寄居十二支めぐり」 約700人が参加 ※写真

2015/1/19 朝日新聞

13

2015/1/19 東京新聞

24

2015/1/19 埼玉新聞

1

2015/1/19
2015/1/19
2015/1/20
2015/1/20

埼玉新聞
埼玉新聞
東京新聞
埼玉新聞

7
15
5
10

2015/1/20 埼玉新聞

13

2015/1/21 埼玉新聞
2015/1/21 埼玉新聞
2015/1/22 読売新聞

8
17
33

2015/1/22 埼玉新聞

2

2015/1/22 埼玉新聞

7

埼玉初V 陸上 全国都道府県男子駅伝 東京・設楽 啓 最終5人抜き 東
京は1区15位から巻き返し、3位 最終7区の設楽啓（コニカミノルタ）が5人を抜く
寄居の今市地蔵尊 木造菩薩像を公開 高さ3.14㍍県内最大級 寄居
町今市の今市地蔵尊で18日、大護摩供大祭 約400人が参加 本尊の地蔵菩薩像
を開帳
全国都道府県男子駅伝 埼玉 悲願の初優勝 第20回全国都道府県対抗
男子駅伝 18日、広島市平和記念公園発着 7区間・48㌔ 設楽悠（武蔵越生高
出、ホンダ）が1位とタイム差なしの2位でつなぐ ※写真、6面に関連記事（埼玉
チームの区間、通過記録）
郷土力士星取表 【序二段】湊竜（寄居）や3－1 ※初場所8日目
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
発言 政党交付金の国庫返納賛成 無職 南部敏明 79 （埼玉県寄居町）
郷土力士星取表 【序二段】湊竜（寄居）●3－2 ※初場所9日目
ニュースクリップ 用水路に男性遺体（寄居） 18日午後5時15分ごろ、寄居
町赤浜の用水路で同町の無職男性（84）が倒れているのを通行人の男性が発見
郷土力士星取表 【序二段】湊竜（寄居）や3－2 ※初場所10日目
つれづれ 弟の死 大野順一(寄居町、68歳)
７地点で氷点下 雪も 21日の県内 寄居町氷点下4.1度
土砂災害警戒区域 700カ所指定前に公表 県、法改正で迅速周知 県
は20日、改正土砂災害防止法に基づき、土砂災害の危険性のある県内700カ所の
基礎調査結果を公表 ※土砂災害警戒区域指定前の700カ所（ ）は土砂災害警
戒区域等の既指定箇所数 寄居 土石流39（27） 急傾斜地68（55） 地滑り4（0）
計111（82）
県4種サッカー新人戦地区予選 北部 「1次トーナメント」【G組】▷1回戦 ロ
ングイーストFC（上里）3-0男衾（寄居） 【I組】▷2回戦寄居FC2001 4-1江南キッカー
ズ ▷決勝 寄居FC2001 10-1秩父第一 【J組】▷1回戦 小鹿野町2-0城南FC（寄
居） 【N組】▷1回戦 J-FEZNTSFC（寄居）3-1豊里（深谷） ▷決勝 J-FEZNTSFC31FCCIVETTA深谷 「2次リーグ」▷C組 寄居FC2001 3-0深谷桜ケ丘 寄居FC2001
8-0熊谷南FC ①寄居FC2001（勝ち点9） 「代表決定リーグ」 プエブラFCJr1-0寄
居FC2001 すみれFCNorteJr0-0寄居FC2001 神川パルフェ4-1寄居FC2001 ④
寄居FC2001（勝ち点1）
郷土力士星取表 【序二段】湊竜（寄居）や3－2 ※初場所11日目
よみうり文芸 短歌 三枝昻之選 【入選】寄居町 町田節子
埼北2月info 8日（日）寄居町駅伝競走大会
pick up 生徒作品展＆ミニコンサート 寄居城北高校 寄居町役場1階ロ
ビー 【作品展】～30日【ミニコンサート】1月24日（土） 図書館読書講演会 1月
25日（日） 寄居町立図書館

観光
スポーツ（陸上）
地域
スポーツ（陸上）
スポーツ（大相撲）
投稿
投稿
スポーツ（大相撲）
事件・事故
スポーツ（大相撲）
投稿
気象
行政

スポーツ（小学）

2015/1/22 埼玉新聞
2015/1/23 読売新聞
2015/1/23 埼北よみうり

8
31
6

2015/1/23 埼北よみうり

6

2015/1/23 埼玉新聞

「人生はリーグ戦」 地元出身シンガーソングライター 寄居城北高校
7 馬場俊英さん講演（寄居） 寄居町出身のシンガーソングライター馬場俊英さ 地域

スポーツ（大相撲）
投稿
イベント情報
イベント情報

ん（47）が19日、県立寄居城北高校で「チャンスは何度でも」と題し講演 ※写真

2015/1/23 埼玉新聞
2015/1/24 埼玉新聞

13 郷土力士星取表 【序二段】☆湊竜（寄居）○4－2 ※初場所12日目
10 郷土力士星取表 【序二段】☆湊竜（寄居）○5－2 ※初場所13日目
熊谷めぬま駅伝 273チーム健脚競う 第28回熊谷めぬま駅伝大会 24日
25 熊谷市妻沼公民館発着 ▷中学女子 ②オブスマチュウジョシA

スポーツ（大相撲）
スポーツ（大相撲）
スポーツ（大相撲）

2015/1/25 埼玉新聞

6 郷土力士星取表 【序二段】☆湊竜（寄居）○5－2 ※初場所14日目
16 県高校新人大会 サッカー女子 24日（第4日・和光国際高校ほか） 【予選

2015/1/26 東京新聞

50畳凧揚げに成功 今市竹とんぼの会凧部長 吉田久良さん 地域
19 ひと物語
※写真

2015/1/26 埼玉新聞
2015/1/26 埼玉新聞

投稿
スポーツ（大相撲）

2015/1/26 埼玉新聞

7 埼玉俳壇 星野光二選 （寄居）石澤無涯 （寄居）吉澤紀子 （寄居）吉澤祥匡
9 郷土力士星取表 【序二段】☆湊竜（寄居）や5－2 ※初場所千秋楽
10 県高校新人大会 サッカー女子 25日（第5日・宮代高校ほか） 【予選リー

2015/1/27 朝日新聞

36

事件・事故

2015/1/27 読売新聞

39

2015/1/27 埼玉新聞

5

2015/1/27 埼玉新聞

19

2015/1/25 毎日新聞
2015/1/25 埼玉新聞

リーグ】▷C組 浦和一女2-0寄居城北・自由の森

グ】▷C組 市浦和7-0寄居城北・自由の森 ▷同最終順位④寄居城北・自由の森
わいせつ致傷で容疑の警官逮捕 埼玉 わいせつ目的で女性を襲いけがを
負わせたとして、県警は本庄署交通課巡査部長の容疑者（27）＝深谷市武蔵野＝
を強制わいせつ致傷の疑いで逮捕 2012年9月11日夜、寄居町内の路上で当時10
代後半の女性を襲う
強制わいせつ致傷容疑の警官を逮捕 埼玉 （同日の朝日新聞と同内容）
情報クリップ ♦「三方良し」で好循環を 日本政策金融公庫さいたま支店
（中小企業事業）の取引先でつくる埼玉懇話会が26日、さいたま市大宮区で新年
賀詞交換会 柴崎猛代表幹事（シバサキ製作所社長）あいさつ ※写真
県警警察官を逮捕 強制わいせつ致傷容疑 （同日の朝日新聞と同内容）
※最終版と見出しが異なる

スポーツ（中学）
スポーツ（高校）

スポーツ（高校）

事件・事故
経済・産業
事件・事故

2015（平成27）年 寄居町新聞記事索引 1月～6月

2015/1/28 東京新聞
2015/1/28 埼玉新聞

（2017年12月作成時）

寄居 中学生が卒業記念植樹 男衾中学校の三年 教育
26 男衾桜に思い出込め
生八十九人が、富田の男衾自然公園で卒業記念として桜の植樹 ※写真
展示 第1回寄居町美術家協会展（寄居） 2月6日-8日 町中 イベント情報
9 まちひとであい
央公民館
サッカー 埼玉クラブセレクト初V 高田虎太朗先制ゴール 第19回U-19

2015/1/28 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

1 彩の国さいたまカップ新春少年サッカー大会 1月2日、3日 埼玉スタジアム第4グ スポーツ（小学）

2015/1/28 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2

2015/1/29 毎日新聞
2015/1/30 読売新聞

26
32

2015/1/30 毎日新聞

26

2015/1/30 東京新聞

24

2015/1/30 埼玉新聞

7

2015/1/30 埼玉新聞

14

2015/1/31 読売新聞

32

2015/1/31 埼玉新聞

7

2015/2/1 産経新聞
2015/2/2 埼玉新聞
2015/2/2 毎日新聞
2015/2/2 埼玉新聞
2015/2/3 朝日新聞
2015/2/4 埼玉新聞
2015/2/4 埼玉新聞

ラウンドなど ▷優勝決定戦 埼玉クラブセレクト緑2-1蔚山三湖小（韓国） ※高田
虎太朗くん（桜沢小6年）出場
バスケットボール 加須うどんカップ中学校バスケットボール大会 1月12日 加
須市民体育館 【リーグ戦の結果】久喜中38-31寄居中 たんぽぽA53-12寄居中
桶川加納中29-25寄居中 寄居中33-21加須騎西中 栃木鹿沼東21-18寄居中
短歌 水野昌雄選 寄居・町田節子
よみうり文芸 俳句 小檜山繁子選 【入選】寄居町 町田節子
インフォメーション ギャラリー 第１回寄居町美術家協会展 2月6～8日 寄居
町中央公民館
寄居城北高生徒ら奏でる伝統の調べ 役場でコンサート 寄居城北高校
の生徒ら約50人によるミニコンサートが寄居町役場ロビーで開かれた ※写真
県ミニバス会長杯 「男子予選」【C組】▷bブロック 武蔵野（川越）28-25寄居
戸田59-29寄居 「女子予選」【C組】▷1回戦 戸田37-20寄居スパークル
思い出１０年後に 男衾中３年生 タイムカプセル埋める（寄居） 男衾中
学校3年生約80人が25日、男衾自然公園に「タイムカプセル」を埋める 10年後に
開封 ※写真
高齢者叙勲 ▷瑞宝双光章 小池幹衛氏（元寄居町立用土小学校長）熊谷市高
柳 奈良治雄氏（元寄居町立男衾小学校長）寄居町寄居
まちひとであい 講演 体を壊す10大食品添加物（寄居） 2月15日 中央公民館

スポーツ（中学）
投稿
投稿
イベント情報
地域
スポーツ（小学）
教育
叙位叙勲

イベント情報
土砂災害危険 さいたま、所沢でも 県、警戒区域指定前に調査結果公
23
行政
表 （1／22埼玉新聞と同内容）
ラグビー 31日（最終日・熊谷ラグビー場） ▷決勝 深谷
7 県高校新人大会
スポーツ（高校）
58-0昌平 ※梶井直斗（昌平高1年、寄居中出身）出場
15 毎日俳壇 西村和子選 埼玉 町田節子
投稿
11 埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 （寄居）石澤無涯
投稿
埼玉マリオン
アート
♦寄居町美術家協会展 （1／30毎日新聞と同内容） ※作
20 品画像
イベント情報
1 さきたま抄 作家、井伏鱒二の小説「武州鉢形城」、戦国時代の様子が浮かぶ
コラム
寄居の思い出凝縮 町役場で６日まで 絵手紙133点展示 寄居町での
14 思い出をしたためた絵手紙展 6日まで町役場1階ギャラリーで開催 県内外から寄 地域
せられた133点を展示 ※写真

2015/2/4 埼玉新聞

ショパン国際ピアノコンクールiｎアジア 久保君（寄居鉢形小）が銅 鉢
14 形小学校4年生の久保直輝君（10）が、1月11日に神奈川県で行われた「ショパン国 地域

2015/2/4 埼玉新聞

14

2015/2/4 埼玉新聞
2015/2/5 毎日新聞

14
22

2015/2/6 読売新聞

32

2015/2/6 埼玉新聞

12

2015/2/6 埼玉新聞

13

2015/2/7 読売新聞

29

2015/2/7 埼玉新聞

7

2015/2/7 埼玉新聞

11

2015/2/7 埼玉新聞

16

2015/2/8 埼玉新聞
2015/2/8 埼玉新聞
2015/2/8 埼玉新聞

際ピアノコンクール in ASIA」ソロ部門小学3・4年生の部で銅賞を受賞 ※写真
ニュースクリップ ♦空家の廃材、雑誌から出火(寄居） 2日午後6時半ご
ろ、寄居町寄居、会社員男性（54）所有の空き家から出火 廃材や雑誌、空き家の
壁面など約1平方㍍を焼失
まちひとであい 募集 ♦桜の植樹（寄居） 22日 寺山さくら農園
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
Fridayさいたま イベントガイド ギャラリー ♦第1回寄居町美術家協会展 （1
／30毎日新聞と同内容）
自然の生き物写真で伝える 川の博物館で企画展（寄居） 県立川の博
物館で22日まで企画展「写真で見る埼玉の生き物」 ※写真
「つららん」ら9体集合 小鹿野尾ノ内百景 氷柱通じて 小鹿野町の「尾ノ
内百景」で尾ノ内氷柱交流会 県内外のキャラクター9体が集合（寄居町商工会
乙姫ちゃん） ※写真
児童が桜60本 寄居で植樹 折原の寺山さくら農園で、折原小の児童らが6
日、桜の苗木約60本を植樹 ※写真
まちひとであい 氷の花「チンダル像」をさがそう！（寄居） 15日 県立川
の博物館
県高校新人大会 卓球 6日（第1日・上尾運動公園体育館） ▷男子シングル
ス準々決勝 坂本（寄居城北）3-1岩井（埼玉栄） ▷同準決勝 湯本（埼玉栄）3-0
坂本 バレーボール （第1日・本庄総合体育館） ▷女子2回戦 越谷南2-0寄居城
全国都道府県男子駅伝 初V埼玉チームが知事表敬 ※設楽悠太選手
（ホンダ）出席、写真

忘れない 熊谷会館 来月閉館控え催しラッシュ スタレビ 馬場さん 最
1 終日に登場 最終日の31日にスターダストレビューとシンガーソングライターの

事件・事故
イベント情報
投稿
イベント情報
地域
地域
地域
イベント情報
スポーツ（高校）
スポーツ（陸上）
地域

馬場俊英さんによるライブ 寄居町出身の馬場さんは熊谷会館でコンサートを開催
したことがある
卓球 7日（第2日・上尾運動公園体育館） ▷男子ダブルス スポーツ（高校）
7 県高校新人大会
準々決勝 赤羽 田淵（埼玉栄）3-0吉田 坂本（寄居城北）
寄居 住民と児童が植樹 （2／7読売新聞と同内容）
11 桜の名所作り進む
地域
※写真

2015（平成27）年 寄居町新聞記事索引 1月～6月

2015/2/11 日本経済新聞

（2017年12月作成時）

企業立地目標 前倒し達成 県3年計画、1年9ヵ月で150件突破 圏央道
35 の整備追い風 ※表 最近の主な立地事例 日本梱包運輸倉庫 物流施設 寄 行政
居町

2015/2/12 埼玉新聞

県中学ラグビーベストフィフティーン 県ラグビー協会は11日、本年度の県中
8 学ベストフィフティーンを発表 寄居から3名（矢部祐次、平沢明和、武井治生） ※ スポーツ（中学）
写真

2015/2/13 読売新聞
2015/2/13 埼北よみうり

32 よみうり文芸 川柳 西潟賢一郎選 【佳作】寄居町 町田節子
投稿
エンタメ
展示会
佐々紅華と君恋し展
2月23日（月）～3月6日（金） 寄居町
6 役場1F
イベント情報

2015/2/13 埼北よみうり

132チームが快走 第60回寄居町駅伝競走大会（寄居町） 寄居町内5
7 区間13.4㎞ 8日、寄居町立総合体育館前発着 スターターを設楽啓太さん（コニカ 地域

2015/2/13 埼玉新聞

県議選立候補予定者説明会 選挙区ごとの出席者 選挙
2 北選挙区から始まる
数▷北4区（深谷市、美里、寄居町、定数3）3

2015/2/13 埼玉新聞

冬空の下、健脚競う 駅伝競走大会（寄居） （同 地域
14 町内外から132チーム
日の埼北よみうりと同内容） ※写真

2015/2/14 日本経済新聞

寄居工場見学いかが ホンダ、一般向けツアー開始 地元は観光育成
35 に力 ホンダ寄居工場で一般向け工場見学の受け入れ始まる 地元では産業観 経済・産業

ミノルタ）が務める ※各部門の優勝チーム、写真

光の育成を進める動き ※写真

2015/2/16 埼玉新聞

寄居町 世帯
2 1月1日現在の県内市町村別推計人口（県統計課調べ）
数12,846 人口総数34,200 男16,941 女17,259

統計

2015/2/16 埼玉新聞

寄居の石沢さん 小冊子を出版 石沢邦彦さんが 地域
13 亡き祖母との思い出を
祖母の故・石沢ななさんの思い出をつづった小冊子「祖母のこと」を自費出版

2015/2/16 埼玉新聞

15 埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 （寄居）吉澤紀子 （寄居）石澤無涯
強制わいせつ警官を不起訴 さいたま地検 寄居町で2012年9月、当時10
27 代の女性にけがを負わせたなどして強制わいせつ致傷容疑で逮捕された県警の

2015/2/17 毎日新聞
2015/2/17 埼玉新聞

7

2015/2/17 埼玉新聞

7

2015/2/19 毎日新聞

26

2015/2/19 埼玉新聞

7

2015/2/20 東京新聞

5

2015/2/20 埼玉新聞

男性警察官（27） さいたま地検は16日、不起訴処分と発表
リトルシニア 〈春季関東大会代表決定戦〉 15日、浦和リトルシニアグラウンドな
ど ▷1回戦 新座12－5深谷彩北
県柔道紅白試合 第24回県柔道紅白試合 11日、県武道館 「男子」【小学6
年】▷優秀選手 石岡秀星（寄居男衾道場） 「女子」【小学1年】▷強化指定選手 井
田実来（深谷柔道SEIWA会） 【同5年】▷強化指定選手 井田侑希（深谷柔道
SEIWA会） ※写真
俳句 星野光二選 寄居・町田節子
県スポ少野球北部ブロック駅伝大会 第22回県スポーツ少年団野球部会北
部ブロック駅伝大会 15日、神川町営グラウンド ▷A組 ③城南キングフィッシャー
ズ（寄居・長谷川晃士、赤岩翼、神谷征秀、武藤輝威、我妻楽登、志村瞭）25分31
秒④中町ジュニア（寄居）25分38秒⑤オブスマクラブ（寄居）26分58秒⑯マッキーズ
（寄居）28分27秒⑲用土コルツ（寄居）28分48秒 ▷B組 ⑱マッキーズ（寄居）29分
37秒
「この道」刺激に学校時代記す 無職 南部敏明 79（埼玉県寄居町）

投稿
事件・事故
スポーツ（中学）
スポーツ（小学）
投稿
スポーツ（小学）

投稿
秩父そば物語 16 味の道 麺の道究める 手打ちそば・うどん みち庭
15 道庭規男さん 小鹿野町小鹿野1000 店主は東京・目黒の老舗そば店「大菊總 連載
本店」（寄居町出身の故・田島巳之助さん創業）で修業

2015/2/20 埼玉新聞

殿様も姫もお薦め 和菓子店伊勢屋「戦国スイーツ」販売（寄居） 寄居
15 町寄居の和菓子店「伊勢屋」 “戦国のまち”寄居のご当地スイーツを販売 「玉淀 地域
プリンセス」「殿様のおやつ」 ※写真

2015/2/21 東京新聞

寄居で「君恋し」展 23日から町役場 きょう記念コンサートも 佐々紅華
22 の関連資料の展示会「佐々紅華と君恋し展」 21日に記念コンサート「歌とおしゃべ 地域
りの佐々紅華と浅草オペラ」 ※写真

2015/2/21 埼玉新聞
2015/2/22 埼玉新聞

強制わいせつ致死傷認める 県警 （2／17毎日新 事件・事故
17 巡査部長を懲戒免職
聞の関連記事）
話題スポット 愛育む寄居の里山 縁結びの名所 夫婦滝＆夫婦橋 永
1 遠誓う「鍵架け場」も 22日は「夫婦の日」 寄居町金尾に「夫婦」をキーワード 観光
にした縁結びスポット ※写真2

2015/2/23 埼玉新聞
2015/2/24 読売新聞

13 埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 （寄居）石澤無涯 （寄居）吉澤祥匡
投稿
「命」くれた ふるさとの山 お笑いコンビ「ＴＩＭ」ゴルゴ松本さん 47 深谷
32 市（旧花園町出身） 東武東上線男衾駅で秩父の山を眺めていたら、「命」の 地域
ギャグうかぶ

2015/2/24 埼玉新聞

〈春季関東大会代表決定戦〉 22日、熊谷さくら運動公園野球場な
7 リトルシニア
スポーツ（中学）
ど 「敗者復活トーナメント」【C組】▷1回戦 深谷彩北11－0上福岡（四回コールド）

2015/2/24 埼玉新聞
2015/2/25 朝日新聞

8 郷土力士新番付 【三段目】湊竜（寄居・湊）
スポーツ（大相撲）
15人優秀選手を表彰
県ラグビーフットボール協会
（2／12埼玉新聞と同
2 内容） ※写真
スポーツ（中学）

埼玉少年少女スポーツ

2015/2/25 埼玉新聞

枚数不足回数券誤販売の可能性 県道路公社 県道路公社は24日、「皆
19 野寄居有料道路」の軽自動車回数券で、枚数が不足する回数券を誤って販売した 行政
可能性があると発表

2015/2/27 埼北よみうり

寄居ゆかり 佐々紅華の演奏会 ギャラリー展も開催中（寄居町） 寄居
3 町ゆかりの作曲家・佐々紅華の曲を演奏するミニコンサートが21日、寄居町役場で 地域
行われた ※写真

2015（平成27）年 寄居町新聞記事索引 1月～6月

2015/2/27 埼玉新聞
2015/2/27 埼玉新聞
2015/3/2 埼玉新聞
2015/3/4 埼玉新聞

（2017年12月作成時）

ドコモ、熊谷などで国内最速通信 ※埼玉の対象地域に寄 経済・産業
4 情報クリップ
居町
佐々紅華コンサート（寄居） （同日の 地域
13 郷土の偉人思い代表曲6曲演奏
埼北よみうりと同内容） ※写真
7 埼玉俳壇 内野修選 （寄居）吉澤祥匡 （寄居）吉澤紀子 （寄居）石澤無涯
投稿
ホンダ 寄居で輸出車生産 円安で採算改善、今夏から ホンダは欧州で
4 の小型車「ジャズ」（日本名フィット）の生産を、英国工場から寄居工場に切り替える 経済・産業
※写真

2015/3/5 毎日新聞
2015/3/5 埼玉新聞
2015/3/5 埼玉新聞
2015/3/6 埼玉新聞
2015/3/6 埼玉新聞
2015/3/6 日刊スポーツ
号外：細川和紙特集

26 俳句 星野光二選 寄居・町田節子
7 リトルシニア 〈春季関東大会代表決定戦〉 1日、旧騎西高校など 「敗者復活

投稿
スポーツ（中学）

トーナメント」【C組】▷2回戦 深谷彩北3-2戸田東
東秩父村主催の「第9回観光写真コンクール」
12 観光写真コンクール（東秩父）
文化・芸術
▷東秩父村観光協会長賞 竹内道直（寄居町）
第1部 県議選 北4区 定数3・深谷市、寄居町、 選挙
1 ´15統一地方選直前情勢
美里町 旧北5区に美里町が加わった新選挙区

オレオレは聞き出す手口 振り込め防止孫世代が標語 内田君に最優
9 秀賞（寄居） 寄居署主催の振り込め詐欺被害防止標語コンクールの表彰式
地域
最優秀賞に内田貴望君、優秀賞に木島緋葉里さん、加藤航瑛君 桜沢小学校4年
生の3人 管内の小学校9校から143点

2015/3/6 日刊スポーツ
号外：細川和紙特集

4 名水の里「寄居町」にも見所たくさん 風布川・日本水
4 親子で新聞販売店を経営してます 配達も頑張る ＡＳＡ寄居

2015/3/8 埼玉新聞

全国首長アンケート 出生率目標平均1.67 県内目標値平均1.24 8割
1 設定前向き 合計特殊出生率の明確な数値目標を定めている県内自治体は5つ 行政

2015/3/9 東京新聞
2015/3/9 埼玉新聞
2015/3/9 埼玉新聞

観光
地域

寄居町1.24（目標年次2016年度） いずれも国が長期ビジョンで示した1.8（30年の
見通し）を下回る
今年も植樹会 来月上旬、花見イベントも （2／7 地域
20 桜の町「寄居」目指し
読売新聞と同内容）
寄居町 世帯
2 2月1日現在の県内市町村別推計人口（県統計課調べ）
統計
数12,826 人口総数34,150 男16,920 女17,230

全国都道府県男子駅伝 優勝祝賀会 早くも期待は連覇 設楽悠、服部
7 喜び格別 8日、上尾市内 高校時代からチーム埼玉をけん引し続けるホンダの スポーツ（陸上）
2人 初優勝の味は格別 ※写真

2015/3/9 埼玉新聞
2015/3/9 埼玉新聞
2015/3/10 読売新聞

8 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）●0－1 ※春場所初日
スポーツ（大相撲）
11 埼玉俳壇 内野修選 （寄居）吉澤紀子 （寄居）石澤無涯 （寄居）吉澤祥匡
投稿
医療費無料化 高校生も 寄居町 子育て世代の負担軽減へ 寄居町は
34 こども医療費無料化の対象を「18歳になった年の年度末」まで拡大すると発表 新 行政

2015/3/10 埼玉新聞

7

2015/3/10 埼玉新聞

9

2015/3/11 毎日新聞

27

2015/3/11 産経新聞

27

2015/3/11 埼玉新聞

2

2015/3/11 埼玉新聞

8

2015/3/12 日本経済新聞

38

2015/3/12 埼玉新聞

8

2015/3/13 埼北よみうり

2

2015/3/13 産経新聞

27

2015/3/13 埼玉新聞

8

2015/3/13 埼玉新聞

10

2015/3/13 埼玉新聞

14

2015/3/14 埼玉新聞
2015/3/15 埼玉新聞

11
4

2015/3/15 埼玉新聞

6

年度当初予算に1266万円を計上
リトルシニア 〈春季関東大会代表決定戦〉 8日、庄和リトルシニアグラウンドな
ど 「敗者復活トーナメント」【C組】▷3回戦 狭山7-4深谷彩北
郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）や0－1 ※春場所2日目
県農林部長ら寄居で慰労会 昨年2月の大雪の夜 記録的大雪となった昨
年2月14日夜、県農林部長など約20人が寄居町で慰労会を開き、飲食していたこと
が県議会予算特別委員会での指摘で判明
当日、県幹部ら宴会 昨年の大雪 田村県議が指摘 （同日の毎日新聞と
同内容） 「かんぽの宿 寄居」で
昨年の大雪時に農林幹部が宴会 「中止判断も必要」 （同日の毎日新聞
と同内容）
郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）○1－1 ※春場所3日目
鉢形駅を改装 水車小屋風に 東武鉄道、21日開業 東武鉄道は21日、東
上線鉢形駅を改装開業 県立川の博物館にちなみ、水車小屋のデザインを採用
※写真
郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）や1－1 ※春場所4日目
スポットライト 寄居の民話 子どもたちに よりい民話研究会代表 久代惠
美子さん（61・寄居町） ※写真
寄居署の事務職員 76歳女性をはねる 12日午前6時20分ごろ、東松山市
上野本の市道で、同市高坂のパート女性（76）が、寄居署交通課の男性事務職員
（59）＝同市上野本＝が運転する軽乗用車にはねられる
郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）や1－1 ※春場所5日目
小学生がつくる環境新聞 ジュニア・エコタイムス 入選作品発表 エコ計
画賞 寄居町立寄居小学校 吉田健司（4年） ※作品画像、写真、コメント 優秀賞
寄居町立寄居小学校 萩原崇敬（6年） ※作品画像
絵画、書道などの活動成果を披露 生涯学習まつり（寄居） 「寄居町生
涯学習まつり」 7、8日、町中央公民館 114団体が参加 ※写真
郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）○2－1 ※春場所6日目
郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）や2－1 ※春場所7日目
県体育賞表彰者 優秀選手賞 【全国大会優勝団体】陸上 埼玉県（※メン
バーに設楽悠太）

スポーツ（中学）
スポーツ（大相撲）
行政
行政
行政
スポーツ（大相撲）
地域
スポーツ（大相撲）
文化・芸術
事件・事故
スポーツ（大相撲）
教育
地域
スポーツ（大相撲）
スポーツ（大相撲）
スポーツ（陸上）

2015（平成27）年 寄居町新聞記事索引 1月～6月

2015/3/15 埼玉新聞
2015/3/15 埼玉新聞

（2017年12月作成時）

商店街さんぽ ㊶ふるさと寄居商店会 秩父往還の面影残す ※写真
8 まちグルメ 人気のお手軽ホルモン 秩父屋 ※写真
連載
環境を考えるきっかけに 小学生が作る環境新聞「ジュニア・エコタイムス」の
14 2014年度表彰式 14日、さいたま市浦和区のエコ計画浦和 ▷エコ計画賞 吉田健 教育
司（寄居町立寄居小） 優秀賞 萩原崇敬（寄居町立寄居小） ※写真

2015/3/16 埼玉新聞
2015/3/16 埼玉新聞
2015/3/16 埼玉新聞

7 埼玉俳壇 内野修選 （寄居）吉澤紀子 （寄居）吉澤祥匡
投稿
9 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）●2－2 ※春場所8日目
スポーツ（大相撲）
ラグビー 東日本U-15（15歳以下）中学生選抜大会（14、15日・ケーズデンキス
タジアム水戸ほか） ▷第2グループE組 茨城スクール選抜52-10埼玉中学選抜

10 北海道スクール選抜40-0埼玉中学選抜 埼玉中学選抜29-10新潟スクール選抜

2015/3/16 埼玉新聞

14

2015/3/17 読売新聞

12

2015/3/17 埼玉新聞

7

2015/3/17
2015/3/18
2015/3/19
2015/3/19

埼玉新聞
埼玉新聞
埼玉新聞
埼玉新聞

8
9
8
10･12

2015/3/19 埼玉新聞

13

2015/3/20 埼玉新聞
2015/3/20 埼玉新聞
2015/3/20 埼玉新聞
2015/3/21 読売新聞
2015/3/21 埼玉新聞
2015/3/22 さいたま報知

▷同順位戦 埼玉中学選抜41-12山梨中学選抜 ※埼玉中学選抜に寄居中から6
名選出、監督-寄居中新井教諭
若年女性減少 歯止めを 寄居町がプロジェクト 寄居町は「寄居町創生戦
略プロジェクト」を策定
Ｕ－25 （イラスト投稿）中原友美（寄居町）
リトルシニア 〈北部ブロックリーグ〉 15日、佐野リトルシニアグラウンド 佐野60深谷彩北（六回コールド）
郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）○3－2 ※春場所9日目
郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）や3－2 ※春場所10日目
郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）●3－3 ※春場所11日目
公示地価県内一覧 住宅地下落率上位10地点 ※9、10番目に寄居町
【第40回記念】埼玉書道三十人展 加藤東陽 千紫会理事長（寄居町） ※
写真、作品画像

スポーツ（中学）
行政
投稿
スポーツ（中学）
スポーツ（大相撲）
スポーツ（大相撲）
スポーツ（大相撲）
行政
文化・芸術

味な出会い 田邉宜則・田なべオーナー 洗濯船ぶれんど「洗濯船」
連載
（寄居町） 店主の人柄店の空気に
7 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）や3－3 ※春場所12日目
スポーツ（大相撲）
「ヒナンブネ」も展示
川の博物館
河川の今昔を紹介（寄居）
5月10日ま
12 で、企画展「河川改修の歴史と人々のくらし」
文化・芸術
5

34 Saturday さいたま イベント かわはく春まつり 22日、県立川の博物館
イベント情報
13 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）や3－3 ※春場所13日目
スポーツ（大相撲）
第33回鴻巣パンジーマラソン
3月7日、鴻巣市立陸上競技場発着 【女子】▷5
8 ㌔中学生 ③松本優澄（寄居男衾）18分1秒
スポーツ（中学）
クラブ特集 大宮ＦＣエンジェルス 基礎から徹底し未来の”なでしこ”育
スポーツ（中学）
成 ※所属メンバー表 山崎愛生② 山崎結生② （桜沢小出身）
統一選実施 1都7県消滅可能性都市 群馬最多14市町村 東京や周辺

2015/3/22 さいたま報知

5

2015/3/22 東京新聞

2 地方選が行われる１都７県の「消滅可能性都市」に寄居町 数字は2010年から30 選挙

県にも「消滅可能性都市」 静岡を含む一都七県で五十四市区町村 ※表－統一

年間での20歳～39歳女性の予想減少率（単位％、日本創成会議の推計） 寄居町
（58.5）
郷土力士星取表 【三段目】★湊竜（寄居）や3－4 ※春場所14日目
郷土力士星取表 【三段目】★湊竜（寄居）や3－4 ※春場所千秋楽
秩父路の橋がカードで登場 道の駅などで配布 秩父路の橋と道の駅を一
緒に楽しんでもらおうと、県は買い物や食事のレシートを橋の写真とともに提示す
ると「橋カード」がもらえるサービスを始めた 対象の橋（配布場所）▷寄居・末野大
橋、折原橋（寄居町観光協会案内所、里の駅アグリン館）▷深谷・花園橋（道の駅は
なぞの）
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
副町長に井部氏 寄居町 寄居町議会は23日までに、昨年8月28日から空席
の副町長に、県企業局総務課調整幹の井部徹氏（53）を選任する人事案に同意
就任は4月1日付 ※写真

2015/3/22 埼玉新聞
2015/3/23 埼玉新聞

8
7

2015/3/23 埼玉新聞

13

2015/3/23 埼玉新聞

14

2015/3/24 埼玉新聞

2

2015/3/25 埼玉新聞

9

2015/3/25 埼玉新聞

14

2015/3/25 読売新聞
2015/3/26 毎日新聞

32
26

2015/3/26 埼玉新聞

2

2015/3/27 埼北よみうり

3 ガードリーダー保泉竑さんが6日、6年生全7人に似顔絵を彫ったひょうたんをプレ

埼玉県特集2015春編 花めぐり 草木も人もカラフルに 心うきうき春め
ぐり 寄居 【金尾山のツツジ】
埼玉県特集2015春編 地域トピックス 魅力満載、注目の県北エリア
寄居 燃える赤、山を彩る 金尾山のツツジ
記録ファイル 柔道 第24回県紅白試合 （2／17埼玉新聞と同内容）
短歌 水野昌雄選 寄居・町田節子
´15統一地方選直前情勢 第5部 町議選④ 町政運営に影響も 寄居町
定数16 18日の立候補予定者説明会に21人が出席
似顔絵ひょうたん 卒業生にプレゼント（寄居町） 折原小学校のスクール

スポーツ（大相撲）
スポーツ（大相撲）
行政
投稿
行政
観光
観光
スポーツ（小学）
投稿
選挙
地域

ゼント ※写真

2015/3/27 埼玉新聞

エドヒガンザクラをライトアップ（寄居） 鉢形城公園 観光
12 古城に浮かぶ夜桜
内のエドヒガンザクラが見頃 ライトアップを4月10日まで予定 ※写真

2015/3/29 読売新聞

埼玉B級ご当地グルメ王に 第12回埼玉Ｂ 観光
32 こうのすうどん幅広～い支持
級ご当地グルメ王決定戦in草加 2位 「戦国ハーぶ～丼」（寄居町）

2015/3/30 埼玉新聞

ECO贔屓 ECO･CLIP 寄居町で桜のライトアッ その他
12 埼玉新聞環境キャンペーン
プが始まりました 鉢形城公園のエドヒガンザクラが開花

2015/3/30 埼玉新聞

15 埼玉俳壇 内野修選 （寄居）石澤無涯 （寄居）吉澤紀子 （寄居）吉澤祥匡

投稿

2015（平成27）年 寄居町新聞記事索引 1月～6月

（2017年12月作成時）

2015/3/31 朝日新聞

秩父路の橋巡りカードをゲット 道の駅・観光施設で配布 （3／23埼玉新
28 聞と同内容）
行政

2015/3/31 埼玉新聞

寄居の保泉さん 卒業記念に贈る （3／27埼北よ 地域
17 児童の顔ヒョウタンに
みうりと同内容）

2015/3/31 埼玉新聞

生態系への影響懸念 県の専門家が実地調査
23 県内全域に外来エビ
現在の外来エビの分布（3月24日現在）－※図中の寄居町にも分布

2015/4/1 日本経済新聞

その他

介護保険料7％増 15～17年度 県内自治体・広域連合 埼玉県は31日、
41 2015～17年度の県内自治体・広域連合の月額介護保険料を発表 表－2015年度 福祉・医療
から3年間の県内自治体の月額介護保険料 高い自治体 大里広域 5200円
寄居の61歳女性300万円詐欺被害 寄居町のパート女性（61）が、長男をか
たる男に現金を詐取される
ニュースクリップ 女性だまされ300万円振り込む（寄居） （同日の産経新
聞と同内容）
俳句 星野光二選 寄居・町田節子
リトルシニア 〈北関東支部さくら大会〉 3月28、29日、所沢リトルシニアグラウン
ドなど ▷2回戦 深谷彩北11-4八潮（五回コールド）
全国高校選抜大会 ラグビー 1日（第3日・熊谷ラグビー場） ▷1次リーグA組
深谷41-12石巻工（宮城） ※坂本洋（深谷高3年、寄居中出身）出場
県議会議員選挙区選挙人名簿登録者数 北4区 深谷市、寄居町、美里町
平成27年4月2日現在 男77,649 女78,765 計156,414 増減 計-1,118 率0.71％
県議選立候補者の顔ぶれ 北4区 深谷市、美里町、寄居町（定数3-4）小川
真一郎 江原久美子 加藤裕康 神尾高善
春季県高校野球地区大会 組み合わせ決定 北部 ※寄居城北は正智深
谷と対戦
情報ファイル 寄居えの会作品展 10日～12日 寄居町中央公民館
埼玉俳壇 星野光二選 （寄居）吉澤祥匡 （寄居）石澤無涯
人物から魅力探る NPOが「寄居学」冊子 NPO法人「寄居観光クリエイショ
ン」 まちおこし活動で新聞記事に取り上げられた10団体10人を紹介する冊子「寄
居学 人物編」を発行 ※写真
リトルシニア 〈北関東支部さくら大会〉 4日、大和田球場など ▷3回戦 深谷彩
北6-1富士見
上里で乾武マラソン 第24回上里乾武マラソン大会 各部門1位 【5㌔】▷中学
女子 松本優澄（寄居町）18分30秒

2015/4/1 産経新聞

25

2015/4/1 埼玉新聞

19

2015/4/2 毎日新聞

24

2015/4/2 埼玉新聞

11

2015/4/2 埼玉新聞

13

2015/4/3 埼玉新聞

2

2015/4/4 埼玉新聞

5

2015/4/4 埼玉新聞

8

2015/4/6 東京新聞
2015/4/6 埼玉新聞

22
7

2015/4/6 埼玉新聞

12

2015/4/7 埼玉新聞

7

2015/4/7 埼玉新聞

13

2015/4/8 埼玉新聞

中心市街地に出店を 空き店舗活用支援事業開始 3種の補助金用意
15 寄居町 寄居町は、寄居駅南側の中心市街地を活性化させようと空き店舗を活 行政

事件・事故
事件・事故
投稿
スポーツ（中学）
スポーツ（高校）
選挙
選挙
スポーツ（高校）
イベント情報
投稿
地域
スポーツ（中学）
スポーツ（中学）

用した出店支援事業を始める 3種類の補助金を用意 併用も可能 ※写真

2015/4/9 毎日新聞
2015/4/9 埼玉新聞
2015/4/9 埼玉新聞
2015/4/10 埼北よみうり
2015/4/10 埼北よみうり
2015/4/10 毎日新聞
2015/4/11 埼玉新聞
2015/4/11 埼玉新聞
2015/4/12 埼玉新聞
2015/4/13 埼玉新聞
2015/4/14 埼玉新聞

22 俳句 星野光二選 寄居・町田節子
2 期日前投票41％増 12日投開票の県議選 期日前投票に行った有権者（7日

現在） 2011年の前回同時期と比べ41％増 増加率の高い市町村 寄居町2.20倍

投稿
選挙

4 ´15県議選終盤情勢 自民の一角崩せるか 北4区
選挙
1 Ｌｅｔ's登山 埼北の低山11選 鐘撞堂山（寄居町・深谷市・美里町）
観光
カタクリ満開
散策観察会（寄居町）
カタクリの群生地を観察しながら散策
8 する「カタクリ観察会」が3月28日、鉢形城公園周辺で行われた ※写真
地域
イベント 第6回白扇・蔵祭 12日 寄居町寄居 藤崎摠兵 イベント情報
22 インフォメーション
衛商店
5 県議選立候補者の顔ぶれ （4／4埼玉新聞と同内容）
危険業務従事者叙勲 埼玉関係（240人） 瑞宝双光章 ♦防衛功労 近藤
6
弘康 61 元2等陸尉 寄居

選挙
叙位叙勲

450人がプレー楽しむ 熊谷 寄居中などの中学 地域
11 立正大でラグビーフェス
ラグビー部員142人が、立正大ラグビー部員から基礎の指導を受ける ※写真
県政に新世代の風 江原氏雪辱果たす 自民一角崩しトップ当選 北4
選挙
区
新県議の顔ぶれ 北4区 深谷市、美里町、寄居町（定数3） 江原久美子 小
4･5 川真一郎 神尾高善 表-県議選選挙区別・党派別得票、15県議選・市町村別投 選挙
10

票率

2015/4/14 埼玉新聞
2015/4/14 埼玉新聞
2015/4/14 埼玉新聞
2015/4/14 埼玉新聞

学校発元気だより 軽快な走りに驚き ホンダ陸上競技部 設楽 悠さん・
9 宇野さん 深谷小 授業で楽しさ伝授 深谷市立深谷小学校で、ホンダ陸上

教育

競技部の設楽悠太さん（23）と宇野博之さん（25）を招いた走りの授業が13日開か
れた 2人は寄居町生まれ ※写真
深谷彩北が初白星 〈北部ブロック大会〉 12日、前橋リトルシニ スポーツ（中学）
13 リトルシニア
アグラウンドなど 足利8-2深谷彩北 深谷彩北4-1前橋
県小学生学年別柔道大会 第46回県小学生学年別柔道大会兼第12回全国
13 小学生学年別柔道大会県予選 12日、県武道館 【女子】▷2年 井田実来（深谷柔 スポーツ（小学）
道SEIWA会） ▷6年45㌔超級 井田侑希（深谷柔道SEIWA会）
北部 13日 ▷E組1回戦 正智深谷6-0寄居城北 ※ スポーツ（高校）
14 春季高校野球地区大会
本庄市民球場

2015（平成27）年 寄居町新聞記事索引 1月～6月

（2017年12月作成時）

2015/4/15 埼玉新聞

全日本女子柔道 世界選手権初出場を決めた70㌔級の新井千鶴（三
8 19日
井住友海上）らは旋風を巻き起こせるか

2015/4/16 毎日新聞
2015/4/16 埼玉新聞

22 短歌 水野昌雄選 寄居・町田節子 俳句 星野光二選 寄居・町田節子
2 3月1日現在の県内市町村別推計人口（県統計課調べ） 寄居町 世帯

2015/4/16 埼玉新聞

特産ハーブのピザいかが 戦国グルメに新メニュー 寄居・洋風居酒屋
13 の大野さん 寄居町寄居の洋風居酒屋「正喜バル」 町特産ハーブのエキナセ 地域

2015/4/17 毎日新聞

2015/4/17 埼玉新聞

数12,837 人口総数34,138 男16,920 女17,218

スポーツ（柔道）
投稿
統計

アを使った「戦国ハ～ぶ～ピザ」を開発 店主の大野武志さん（33） ※写真
自治体平均所得本紙調査 毎日新聞調査 統一地方選にあわせ全国1741市
区町村ごとに住民１人当たりの年間平均所得を割り出す ※表-県内自治体の平
24
統計
均所得と順位 寄居町 58（県内順位） 842（全国順位） 2696（平均所得＝千円）

2015 BCリーグ 武蔵ヒートベアーズ 18日熊谷でホーム開幕戦 熱き魂 スポーツ（プロ野
8･9 北都燃やす 声援力に誇り胸に 注目の県選手10人 7 内野手 田島洸
球）
成／寄居町

2015/4/18 埼玉新聞

酒蔵見学に1500人 寄居 寄居町寄居の「藤崎摠兵衛商 地域
12 利き酒や試飲会
店」が酒蔵解放イベント「蔵祭り」を開く 約1500人が来場 ※写真

2015/4/19 朝日新聞

2015統一地方選 後半戦きょう告示 表-「消滅可 選挙
29 「消滅可能性」論点に
能性」が指摘された自治体に寄居町 若年女性の予想減少率58.5％

2015/4/19 埼玉新聞

2015/4/20 埼玉新聞

サッカー女子 18日、第1日・花咲徳栄高校ほか ▷F組 大宮南
7 県高校総体
2-1川越南・北本・寄居城北

スポーツ（高校）

関東高校県予選 弓道 女子団体 寄居城北Aが初V 個人 牧（寄居城
北）頂点に立つ 19日（最終日・大宮公園弓道場） 団体は寄居城北Aが40中

11 で初優勝 個人は牧祐帆（寄居城北）が8中で並んだ5人での射詰競射を制し頂点 スポーツ（高校）
▷女子団体 ①寄居城北A（青木、山口、牧、中野） ▷女子個人 ①牧祐帆（寄居城
北） ⑧青木（寄居城北）
県高校総体 サッカー女子 第2日、19日・寄居城北高校ほか ▷F組 川口総
合7-0川越南・北本・寄居城北
埼玉俳壇 星野光二選 （寄居）石澤無涯
´15統一地方選 主な町議選 ●寄居町議選（定数16） 計20人が立候補を予
定 寄居駅前の活性化などが争点になりそう
県内市町村2兆2771億円 表－2015年度・県内市町村一般会計当初予算（単
位:100万円、％） 11,696（当初予算額） 10.3（増減率／対前年度）
きょう町村長議員選が告示 表－町議選が行われる町の選挙人名簿登録者
数（2015年4月20日現在） 寄居町 16（定数） 14,559（男） 14,776（女） 29,335
（計） －2.31（増減率％）

2015/4/20 埼玉新聞

11

2015/4/20 埼玉新聞

13

2015/4/21 埼玉新聞

1

2015/4/21 埼玉新聞

1

2015/4/21 埼玉新聞

2

2015/4/21 埼玉新聞

リトルシニア 北関東支部本社旗争奪戦 全41チーム激突 組み合わせ
7 決定 2015年北関東支部春季大会兼埼玉新聞社旗争奪戦 ※深谷彩北は上尾と スポーツ（中学）

スポーツ（高校）
投稿
選挙
行政
選挙

対戦

2015/4/21 埼玉新聞
2015/4/21 埼玉新聞
2015/4/22 東京新聞
2015/4/22 埼玉新聞
2015/4/22 埼玉新聞
2015/4/22 埼玉新聞

〈北関東支部さくら大会〉 18日、川本グラウンドなど ▷準々決勝
7 リトルシニア
行田8-6深谷彩北

スポーツ（中学）

17 つれづれ 試練の4月 大野順一（寄居町、69歳）
投稿
22 町議選立候補者
選挙
´15統一地方選
12町議選も告示
表－町議選の党派別立候補者数 ※（ ）
1 は女性 寄居町 定数16 立候補者数20（3） 公明2（2） 共産2（1） 無所属16（0） 選挙
4 町議選 立候補者の顔ぶれ
選挙
カモシカ寄居に現る ・・・無事に山へ帰ってくれたのだろうか？ 国の特
18 別天然記念物カモシカが10日、寄居町桜沢の長福寺付近で目撃される 住職の丸 地域
山修史さん（57）が遭遇 ※写真

2015/4/23 毎日新聞
2015/4/23 埼玉新聞

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
交通事故から守ろう 新入生に「無事カエル」 寄居城北高校生が贈呈
13 子どもたちを交通事故から守ろうと、県立寄居城北高校家庭科部の生徒たちが20
地域
日、桜沢小学校の新入生34人に手作りのカエルのマスコット「無事カエル」を贈る
※写真

2015/4/24 埼北よみうり

ランドセルに”無事カエル”くん （寄居町） （4／23埼 地域
3 高校生が小１生へ
玉新聞と同内容）

2015/4/24 埼玉新聞

1 山は春らんまん 寄居・ヤマツツジ 金尾山でヤマツツジが見頃
環境保全18団体に活動資金を助成 武銀みどりの基金 武蔵野銀行は

2015/4/24 埼玉新聞

4 野銀行みどりの基金」助成金の贈呈式をさいたま市大宮区で行った 助成先は18 経済・産業

地域

23日、自然環境保全などの活動を行う団体に活動資金を助成する「公益信託武蔵
団体 総額300万円 助成先▷NPOむさしの里山研究会（寄居町）▷寄居町にトンボ
公園を作る会（寄居町）

2015/4/25 埼玉新聞
2015/4/25 埼玉新聞
2015/4/26 毎日新聞

5 町議選立候補者の顔ぶれ
選挙
11 彩の国市町村シリーズ 祝 寄居町合併60周年 寄居北條まつり
その他
ニュース24時 寄居・選挙カー妨害の疑いで男逮捕 寄居署は24日、深谷
28 市小前田の無職男性容疑者（24）を公職選挙法違反（選挙の自由妨害）の容疑で 事件・事故
現行犯逮捕

2015/4/26 埼玉新聞

1

´15統一地方選 地域の「未来図」問う 後半戦きょう投開票 20市8町で
選挙
選挙戦 市町議選 寄居町は定数16に対し20人 舌戦を展開

2015（平成27）年 寄居町新聞記事索引 1月～6月

2015/4/26 埼玉新聞
2015/4/26 埼玉新聞
2015/4/27 埼玉新聞
2015/4/28 埼玉新聞
2015/4/28 埼玉新聞

県高校総体 サッカー女子 第3日・25日・所沢高校ほか ▷F組 所沢0-0川越
6 南・北本・寄居城北
スポーツ（高校）
ニュースクリップ 選挙車両に足蹴り、容疑の男逮捕（寄居署） （同日の
11 毎日新聞と同内容）
事件・事故
2 町議選の開票状況 ※最終版は「開票結果」
選挙
2 統一地方選を振り返って 各党県代表 表－市・町議選の党派別当選者数 選挙
過半数 投票率50％切る 投票率は過去最低を更新 28市町議選の平均投票
2 率43.84％ 投票率50％台は深谷など6市と寄居など4町 表－市町議会議員選挙 選挙

2015/4/28 埼玉新聞

11

2015/4/28 埼玉新聞

12

2015/4/28 埼玉新聞

13

2015/4/29 読売新聞

33

2015/4/29 産経新聞
2015/4/29 東京新聞

27
24

2015/4/29 埼玉新聞

12

2015/4/29 埼玉新聞

19

2015/4/30 埼玉新聞

7

2015/4/30 埼玉新聞

7

2015/4/30 埼玉新聞

8

2015/5/1 毎日新聞

23

2015/5/1 埼玉新聞

1

2015/5/3 埼玉新聞

6

2015/5/3 埼玉新聞

6

2015/5/3 埼玉新聞

15

2015/5/4 埼玉新聞

7

2015/5/4 埼玉新聞

8

2015/5/4 埼玉新聞

16

2015/5/5 産経新聞

18

2015/5/5 埼玉新聞

6

2015/5/5 埼玉新聞

8

2015/5/5 埼玉新聞

8

2015/5/6 埼玉新聞

2

2015/5/6 埼玉新聞

13

2015/5/8 埼北よみうり
2015/5/8 毎日新聞
2015/5/8 東京新聞
2015/5/8 埼玉新聞

（2017年12月作成時）

投票結果集計 寄居町 投票者数 8,258（男） 8,734（女） 16,992（計） 投票率（％）
57.56（男） 59.98（女） 58.78（平均）
リトルシニア 〈北関東支部春季大会〉 26日、庄和リトルシニアグラウンドなど
▷1回戦 上尾11-0深谷彩北（六回コールド）
郷土力士新番付 【序二段】湊竜（寄居・湊）
関東高校県予選 バレーボール 26日 【北部】▷女子準々決勝 熊谷女2-1
寄居城北
今年初の真夏日 熊谷30.9度 鳩山30.5度 秩父・寄居30.3度 28日の県
内、各地で今年の最高気温を記録
熊谷30.9度 今年初の真夏日 （同日の読売新聞と同内容）
県内で今年初の真夏日 熊谷30.9度観測 （同日の読売新聞と同内容）
まちひとであい 催し ♦第54回北條まつり(寄居) 5月10日 玉淀河原など ♦
かわはくＧＷ祭り（寄居） 5月2日-6日 県立川の博物館
今年初の真夏日 30.9度 （同日の読売新聞と同内容）
県高校総体 サッカー 29日 【北部】（熊谷西高校ほか） ▷A組1回戦 本庄3-0
寄居城北
関東高校県予選 ハンドボール 29日（第3日・熊谷ドーム） 【女子】▷g組代表
決定戦 大宮南16-14寄居城北
全日本柔道 一覧－柔道の世界選手権日本代表 【女子】70㌔級 新井千鶴㉑
（三井住友海上） ○数字は年齢
ヤマツツジ朱色に染まり 寄居・金尾山 寄居町北西部にある金尾山で鮮
やかな朱色に染まったヤマツツジが見ごろ ※写真
ごみ排出量2年連続減 13年度 県「減量化が必要」 2013年度の県内ご
み（一般廃棄物）の総排出量 12年度比0.4％減 一方、最終処分のうち県内処分
量は6万5千㌧で、この水準で推移した場合、県内最終処分場の残余容量は約27
年分となる見通し 県は更なる減量化などが必要とする 県内最終処分場の残余
容量（12年度末）は202万立方㍍で、このうち寄居町の県環境整備センターが128
万立方㍍
関東高校県予選 卓球 2日（第1日・上尾運動公園体育館） ▷男子シングルス
9位決定戦 坂本（寄居城北）3－1相沢（川越東）
4強決まる 県中学生大会 ラグビー 2日 第31回県中学生大会第2日 熊谷
ラグビー場 ▷準々決勝 寄居52－27立教新座
会社建屋を半焼 寄居 2日午後3時10分ごろ、寄居町用土、廃品回収会社敷
地から出火 建屋約250平方㍍を半焼 けが人なし
埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 (寄居)吉澤祥匡 (寄居)石澤無涯
関東高校県予選 卓球 3日（第2日・上尾運動公園体育館） ▷男子ダブルス
準々決勝 渡辺･三谷（埼玉栄）3－1吉田･坂本（寄居城北）
雑木林に男性の遺体 寄居 3日午前7時ごろ、寄居町西ノ入の雑木林で、男
性があおむけの状態で死んでいるのを近くに住む男性（61）が発見
寄居で9、10日に鍾雲書道展覧会 第42回鍾雲書道展覧会 9、10日 寄居
町立総合体育館・アタゴ記念館
リトルシニア 〈北部ブロックリーグ〉 3日、深谷彩北リトルシニアグラウンド 久
喜2-1深谷彩北
関東高校県予選 卓球 4日（最終日・上尾運動公園体育館） ▷男子団体準々
決勝 浦和南3-2寄居城北
熊谷奈良と寄居が決勝 県中学生大会 ラグビー 4日 第31回県中学生
大会第3日 熊谷ラグビー場 ▷準決勝 寄居48－14深谷南
4月1日現在の県内市町村別推計人口（県統計課調べ） 寄居町 世帯
数12,855 人口総数34,081 男16,900 女17,181
願いを込め山頂で舞い 四ツ山神社で例大祭 小川町高見の四ツ山神社
例大祭 「金鑚神社神楽」奉納 同社は戦国時代の山城跡 鉢形城（寄居町）と松
山城（吉見町）の間にあって重要な役割

スポットライト 甲冑づくり30年 鉢形城三鱗会企画部長 北原定行さん
（60・寄居町） ※写真3
魅力再発見 記者のオススメ GW埼玉さんぽ 延長戦上 自然と歴史、
23 寄居を楽しむ 「流鏑馬」「北條まつり」も 「県立川の博物館」「戦国ハーぶ
2

～丼」（山崎屋）「風布にじます釣り堀センター」「寄居北條まつり」 ※写真2、案内
図
24 戦国の合戦 勇壮に再現 10日、寄居北條まつり ※写真

第54回寄居北條まつり 5／10（日） 戦国時代の攻防戦を再現 9日に
6
は北条流鏑馬も開催 ※写真など

スポーツ（中学）
スポーツ（大相撲）
スポーツ（高校）
気象
気象
気象
イベント情報
気象
スポーツ（高校）
スポーツ（高校）
スポーツ（柔道）
地域

行政

スポーツ（高校）
スポーツ（中学）
事件・事故
投稿
スポーツ（高校）
事件・事故
イベント情報
スポーツ（中学）
スポーツ（高校）
スポーツ（中学）
統計
地域
地域
連載
観光
観光

2015（平成27）年 寄居町新聞記事索引 1月～6月

2015/5/9 日本経済新聞

（2017年12月作成時）

ベルク、寄居に研修施設 社員教育充実、採用で強調 スーパーの食
35 品加工やレジ業務 食品スーパーのベルク 寄居町に研修施設を新設 7億円 経済・産業
を投じて月内にも着工 2016年4月稼働の計画 ※写真

2015/5/9 埼玉新聞

家康公の力で事故減少 寄居に交通安全啓発ドール 11日から春の交通
1 安全運動 桜沢の国道140号と254号の交差点に、徳川家康をモデルにした交通安 地域
全啓発ドール 徳川家康にあやかり、「交通事故を治めたい」との願い ※写真

全国スポーツ少年団軟式野球大会県予選 上里JB、マッキーズ下す
〈北部ブロック〉 5、6日・本庄市多目的グラウンドほか ▷1回戦 マッキーズ（寄居）
10-8神河少年野球（五回コールド） 長幡イーグルス（上里）12-10オブスマクラブ
（寄居）（四回コールド） 本庄エンゼルス11-0用土コルツ（寄居）（五回コールド）
中町ジュニア（寄居）7-1上里コンドルズ（四回コールド） ▷2回戦 マッキーズ8-6荒
川少年野球（秩父）（五回コールド） 上里JBマリーンズ6-2中町ジュニア（六回コー
ルド） ▷準々決勝 上里JBマリーンズ11-4マッキーズ（五回コールド）
今週のホームラン 5月5日＝鈴木楓己（中町ジュニア） 5月6日＝柴崎竜乃、
池田慎（マッキーズ）
陸上 熊谷春季記録会（3日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場）＝各種目、1位
記録 【中学女子】▷100㍍ 野澤亜未（寄居男衾）13秒23
感じて 戦国の風 寄居 鉢形城公園外曲輪で9日、北条流鏑馬 今年で3回目
約千人の観客 ※写真
勇壮さ披露 北条流鏑馬 寄居 （同日の朝日新聞と同内容） ※写真
疾走馬上から見事に射抜く 寄居で北条流鏑馬 （同日の朝日新聞と同内
容） ※写真
次々と気迫の一撃 きょう北條まつり 寄居で伝統の流鏑馬 （同日の朝
日新聞と同内容） ※写真
県高校総体 陸上 9日（第1日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場） 【女子】▷
5000㍍競歩 ①小池優佳（本庄東）23分58秒21 次こそ大会記録 女子5000㍍競
歩で初優勝した小池優佳の話 ※小池優佳（本庄東高3年、男衾中出身）
北条と豊臣の合戦再現 寄居で600人 「寄居北條まつり」 10日、玉淀河原
地元有志ら600人が甲冑姿 ※写真
伝えたい埼玉の祭り 迫力の戦国絵巻 寄居北條まつり （同日の読売新
聞と同内容） ※写真
関東高校県予選 ラグビー 10日 最終日・熊谷ラグビー場 ▷決勝 深谷1107昌平 ※坂本洋（深谷高3年、寄居中出身）、梶井直斗（昌平高2年、寄居中出身）
出場
郷土力士星取表 【序二段】湊竜 (寄居)○1－0 ※夏場所初日
埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 (寄居)吉澤紀子 (寄居)石澤無涯

2015/5/9 埼玉新聞

7

2015/5/9 埼玉新聞

7

2015/5/9 埼玉新聞

8

2015/5/10 朝日新聞

23

2015/5/10 毎日新聞

25

2015/5/10 東京新聞

24

2015/5/10 埼玉新聞

1

2015/5/10 埼玉新聞

7

2015/5/11 読売新聞

33

2015/5/11 埼玉新聞

1

2015/5/11 埼玉新聞

8

2015/5/11 埼玉新聞
2015/5/11 埼玉新聞

10
13

2015/5/12 東京新聞

巨大人形託す交通死ゼロ 高さ5㍍、交差点で目光らす 寄居のボラン
22 ティア団体 1981年から69体手作り 人形作りは三十四年前、「交通安全ドー 地域

2015/5/12
2015/5/13
2015/5/14
2015/5/14
2015/5/15

8
11
8
17
8

埼玉新聞
埼玉新聞
埼玉新聞
埼玉新聞
埼玉新聞

2015/5/16 埼玉新聞
2015/5/16 埼玉新聞
2015/5/16 埼玉新聞

ルPS委員会」の初代会長、故鈴木昌三さんの提案で始まる ※写真2
郷土力士星取表 【序二段】湊竜 (寄居)や1－0 ※夏場所2日目
郷土力士星取表 【序二段】湊竜 (寄居)○2－0 ※夏場所3日目
郷土力士星取表 【序二段】湊竜 (寄居)や2－0 ※夏場所4日目
つれづれ テレビ時間 大野順一（寄居町、69歳）
郷土力士星取表 【序二段】湊竜 (寄居)●2－1 ※夏場所5日目

スポーツ（小学）

スポーツ（小学）
スポーツ（中学）
観光
観光
観光
観光
スポーツ（高校）
観光
観光
スポーツ（高校）
スポーツ（大相撲）
投稿

スポーツ（大相撲）
スポーツ（大相撲）
スポーツ（大相撲）
投稿
スポーツ（大相撲）

県内介護保険料 月額格差3000円に拡大 58市町村が引き上げ 第6
1 期介護保険料（2015～17年度） 県内61保険者の平均月額の格差が約三千円に 行政

拡大 ※表－県内保険者（市町村）の保険料額（基準額） 大里広域 5,100（第5期
保険料額） 5,200（第6期保険料額） 2.0（増減率％）
副議長津久井氏 寄居町議会 寄居町議会は15日、臨 町議会
2 新議長に原口氏
時議会を開き、新議長に原口孝氏（61）、副議長に津久井康雄氏（67）を選出

5 ホンダ「シャトル」発売 寄居工場で生産、月3千台目標 低燃費、広い
荷室が特長 ホンダは15日、5人乗りの小型ワゴン「SHUTTLE（シャトル）」を発売 経済・産業
埼玉製作所寄居工場で生産 ※写真

2015/5/16 埼玉新聞
2015/5/16 埼玉新聞

8 郷土力士星取表 【序二段】湊竜 (寄居)や2－1 ※夏場所6日目
スポーツ（大相撲）
乙姫ちゃんを身近に シール２種類販売 寄居町商工会青年部 寄居町
11 商工会青年部がイメージキャラクター「乙姫ちゃん」のシール2種類を製作し販売を 経済・産業
始めた ※写真

2015/5/17 埼玉新聞
2015/5/18 埼玉新聞
2015/5/18 埼玉新聞

6 郷土力士星取表 【序二段】湊竜 (寄居)●2－2 ※夏場所7日目
スポーツ（大相撲）
7 埼玉俳壇 鎌倉佐弓 (寄居)石澤無涯 (寄居)吉澤祥匡
投稿
寄居が初の頂点 熊谷奈良に63－0で快勝 県中学ラグビー 第31回
8 県中学生大会兼第66回関東中学大会埼玉・栃木県予選 17日・最終日 熊谷ラグ スポーツ（中学）

2015/5/18 埼玉新聞

10

2015/5/19 埼玉新聞

5

2015/5/19 埼玉新聞

8

2015/5/20 埼玉新聞

4

2015/5/20 埼玉新聞

8

ビー場 寄居は昨年11月の県中学新人大会に続いて2冠目 ▷決勝 寄居63－0熊
谷奈良 ※出場メンバー
郷土力士星取表 【序二段】湊竜 (寄居)や2－2 ※夏場所8日目
総会 県理容生活衛生同業組合 18日、鴻巣市文化センター 役員改選 ▷常任
理事 大関嗣久（寄居）
郷土力士星取表 【序二段】湊竜 (寄居)○3－2 ※夏場所9日目
総会 日本公庫埼玉懇話会 18日、さいたま市大宮区 柴崎猛代表幹事（シバサ
キ製作所会長） ※写真
郷土力士星取表 【序二段】湊竜 (寄居)や3－2 ※夏場所10日目

スポーツ（大相撲）
経済・産業
スポーツ（大相撲）
経済・産業
スポーツ（大相撲）

2015（平成27）年 寄居町新聞記事索引 1月～6月

（2017年12月作成時）

2015/5/20 埼玉新聞

講演 ♦図書館読書講演会「宮沢賢治と私」(寄居) 6月7日 町 イベント情報
12 まちひとであい
立図書館 講師は南部敏明さん

2015/5/21 埼玉新聞

22 俳句 星野光二選 寄居・町田節子
NEWSフラッシュ 寄居の男性、乗用車の単独事故で死亡 20日午前11
24 時40分ごろ、深谷市北根の市道で、寄居町富田、男性（62）の乗用車が鉄柵に衝

2015/5/21 東京新聞

投稿
事件・事故

突 男性が死亡

2015/5/21 埼玉新聞
2015/5/21 埼玉新聞
2015/5/22 読売新聞
2015/5/22 埼北よみうり
2015/5/22 埼北よみうり
2015/5/22 埼玉新聞
2015/5/22 埼玉新聞

8 郷土力士星取表 【序二段】☆湊竜 (寄居)○4－2 ※夏場所11日目
18 ニュースクリップ 防護柵に衝突、男性死亡（深谷） （同日の東京新聞と

スポーツ（大相撲）

30 よみうり文芸 俳句 小檜山繁子選 【入選】寄居町 町田節子
1 第29回読売旗争奪県北少年野球選手権大会 地区予選結果 本大会

投稿

同内容）

出場 大里 マッキーズ ※写真

事件・事故
スポーツ（小学）

戦国時代の合戦を再現(寄居町) （5／11読売新聞と同内 観光
4 勇壮甲冑武者
容） ※写真
8 郷土力士星取表 【序二段】☆湊竜 (寄居)や4－2 ※夏場所12日目
スポーツ（大相撲）
第24回森林フォトコンテスト 入選20作品が決定 林業への理解を深める
18 作品をテーマにした「第24回さいたま森林フォトコンテスト」 ▷優秀賞・県治山林道 文化・芸術
協会賞＝竹内道直(寄居町)

2015/5/23 読売新聞
2015/5/23 埼玉新聞

戦後70年教室の記憶 終戦 大判の簡易教科書 埼玉県寄居 連載
19 学ぶ育む
町の元教論、町田たか子さん（76）
透明水彩の魅力感じて 25日まで深谷 寄居の教室が展示 寄居町の生
9 涯学習教室「水彩の会」 25日まで、深谷駅市民ギャラリーで「第10回発表展示会」 文化・芸術
※写真

2015/5/23
2015/5/24
2015/5/25
2015/5/25

埼玉新聞
埼玉新聞
埼玉新聞
埼玉新聞

2015/5/27 埼玉新聞

郷土力士星取表 【序二段】☆湊竜 (寄居)や4－2 ※夏場所13日目
スポーツ（大相撲）
郷土力士星取表 【序二段】☆湊竜 (寄居)や4－2 ※夏場所14日目
スポーツ（大相撲）
埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 (寄居)吉澤紀子 (寄居)吉澤祥匡
投稿
郷土力士星取表 【序二段】☆湊竜 (寄居)○5－2 ※夏場所千秋楽
スポーツ（大相撲）
県ジュニアゴルフ女子
第25回埼玉県ジュニアゴルフ選手権女子の部 26日、
1 嵐山CC（パー72） 15～17歳の部 3位に吉田莉生(埼玉栄) ※城南中出身
スポーツ（高校）

2015/5/27 埼玉新聞

陸上 第14回彩の国KIDS大会（23日・上尾運動公園陸上競技場）＝1位記録
金子侯生（寄居男衾中）4分17秒29 ▷同走り幅跳び
7 【男子】▷中学生1500㍍2・3年
スポーツ（中学）
木本吏哉（寄居男衾中）6㍍07 【女子】▷中学生1500㍍ 松本優澄（寄居男衾中）4

12
6
9
11

分48秒49

2015/5/27 埼玉新聞

2015/5/28 埼玉新聞
2015/5/28 埼玉新聞
2015/5/28 埼玉新聞
2015/5/29 東京新聞
2015/5/29 埼玉新聞

2015/5/29 埼玉新聞
2015/5/30 埼玉新聞
2015/5/30 埼玉新聞
2015/5/30 朝日新聞(夕刊)

賢治の600冊でコーナー 99年前に地質調査で寄居訪問 元高校教諭
14 南部さん図書館に寄贈 寄居町桜沢の元高校教諭、南部敏明さん（70） 町立 文化・芸術
図書館に宮沢賢治の関連書籍600冊以上を寄贈 「宮沢賢治コレクション」コー
ナーを開設 ※写真2

県の健康長寿プロジェクト 新たに20市町参加 埼玉モデル全県展開へ
1 将来の全県展開に向け、新たに20市町をモデル都市に 埼玉モデル（100～200人 行政
規模で、補助金上限が500万円）は寄居町など18市町が取り組む
〈関東連盟夏季大会〉 24日、浦和リトルシニアグラウンドなど ▷1
6 リトルシニア
スポーツ（中学）
回戦 深谷彩北7-0伊豆市（五回コールド）

県ジュニアゴルフ女子 15～17歳 「将来はプロ」飛躍誓う 3位タイ吉田
9 2オーバー74で5人が並んだが、マッチングにより15歳吉田が3位の表彰 ③吉田莉 スポーツ（高校）
生（埼玉栄高）74（39、35） ※写真、城南中出身

寄居・中嶋さん あすから2日間 自宅のバラ公開 （同日の埼玉新聞と同
22 内容） ※写真
地域
バラの庭で被災地支援 中島さん夫婦あすからガーデンフェス（寄居）
14 バラの庭づくりを進める寄居町西ノ入の看板業、中嶋誠さん（58）、静江さん（55）夫 地域
妻 6月14日までオープンガーデン 5月30日、31日に東日本大震災の復興支援を
目的に「ローズガーデンフェスタ」も ※写真

「農」を知り、「食」を学ぶ―地域で支える地産地消〈Vol.20〉 ふるさとの
15 食と農キャンペーン 「牛乳月間」でミルク料理メニュー 高校生の発想 特集
を地産地消に 寄居
剣道 29日（第1日・県武道館） ▷女子準々決勝 嶋田（本庄一） コ スポーツ（高校）
9 県高校総体
－ 小野寺（寄居城北）
【報道関係賞】▷時事通信社賞＝書「送友人歸宣春」 神谷静
38 県展特選入賞者
文化・芸術
江(寄居町) ※第65回県展 29日発表

新鋭が描く青春SF劇 ジブリ出身・新井陽次郎が初監督 「台風のノル
3 ダ」来月公開 スタジオジブリ出身のアニメーター新井陽次郎の初監督映画「台 文化・芸術
風のノルダ」 6月5日公開 ※寄居町出身

2015/5/31 読売新聞
2015/5/31 埼玉新聞

2015/6/1 朝日新聞

35 咲き誇るバラ （5／29埼玉新聞と同内容） ※写真、画像
地域
県高校総体 柔道 30日（第1日・県武道館） 女子７70㌔級は大谷麻稀が初タイ
10 トル 【女子】▷個人70㌔級準決勝 大谷（児玉） 後ろけさ固め 富田（市川越） ▷同 スポーツ（高校）
決勝 大谷 上四方固め 渡辺（埼玉栄） 気持ちで攻めた 女子70㌔級初優勝・大
谷麻稀 ※コメント、大谷麻稀（児玉高3年、寄居中出身）
各駅停話386 東武東上線35 男衾 自慢の白いソーセージ ハム・ソー
9 セージの手作り工房「バルツバイン」 加工と店を担当する坂本健将さん（31） ※ 連載
写真

2015（平成27）年 寄居町新聞記事索引 1月～6月

（2017年12月作成時）

2015/6/1 埼玉新聞

7 埼玉俳壇 内野修選 (寄居)吉澤祥匡 (寄居)吉澤紀子 (寄居)石澤無涯
投稿
第65回県展入選者 日本画 松本貴美子 洋画 荻原貴美 柴崎惠子 高栁穎

2015/6/1 埼玉新聞

8 雨宮君江 小野田澄枝 津久井栄子 八鍬紀子 写真の部 大平榮 6部門の審査 文化・芸術

子 西澤滿 村松泰弘 彫刻 淺見祟 吉田壽美子 工芸 入江友芳 書 神谷静江
評 書 「書きぶり」を楽しんで（審査主任 加藤東陽） ※写真

エキナセアで焼き菓子 寄居の荻野商店開発 ハーブ使い高校生考案
2015/6/1 埼玉新聞

14 県立寄居城北高校家庭部が考案したレシピを基に、地元の茶販売店「荻野商店」 地域
が、町特産ハーブのエキナセアを使ったダックワーズを発売 町商工会が進めてい
る商品開発プロジェクトのひとつ ※写真
各駅停話387 東武東上線36 鉢形 水車小屋モチーフに改装 開設90周
年を迎え、今年3月にリニューアルした鉢形駅。東武鉄道初という駅のロゴマークも
つくる ※写真
アユ釣りシーズン到来 寄居・荒川で解禁 寄居町を流れる荒川で1日、ア
ユ釣りが解禁 ※写真
太公望の季節到来 寄居でアユ友釣り解禁 （同日の毎日新聞と同内容）
※写真
県町村議長会 県町村議会議長会 1日、さいたま市内で臨時総会 副会長に
寄居町原口孝議長（61） 任期は同日から2年間
リトルシニア 〈関東連盟夏季大会〉 5月31日、庄和リトルシニアグラウンドなど
▷2回戦 深谷彩北7-1秦野
各駅停話388 東武東上線37 玉淀 独自文化を育んだ名勝地 「雀宮公
園」 県指定名勝「玉淀」 ※写真
各駅停話389 東武東上線38 寄居 浅草オペラ先導者の邸宅 割烹旅
館「京亭」 佐々紅華 ※写真

2015/6/2 朝日新聞

9

2015/6/2 毎日新聞

23

2015/6/2 埼玉新聞

1

2015/6/2 埼玉新聞

2

2015/6/2 埼玉新聞

7

2015/6/3 朝日新聞

11

2015/6/4 朝日新聞

11

2015/6/4 産経新聞

27年度「健康長寿埼玉プロジェクト」20市町に規模拡大 体動かし高医
21 療費抑制へ 寄居町は普段の生活に1千歩のウォーキングを加えて健康増進を 行政

連載
地域
地域
町議会
スポーツ（中学）
連載
連載

図る （5／28埼玉新聞と同内容）

2015/6/4 埼玉新聞

荒川の「表情」伝える 9日まで熊谷の八木橋百貨店 撮る会、こん身の
7 写真展 「荒川を撮る会」の写真展 創立15周年を記念した過去最大の規模 「残 地域
したい・伝えたい 荒川」をテーマに152点 代表の岩田省三さん（76） ※写真
バレーボール 県学校総体高校の部地区予選（3日・越谷総合体育館ほか）
【北部】▷女子代表決定戦 寄居城北2-0鴻巣
剣道萌松杯 中学生錬成大会 第28回萌松杯中学生錬成大会 5月28日、東
松山市民体育館 ▷女子準々決勝 吉見2-2寄居男衾（本数勝ち）
Fridayさいたま カルチャー 講演会 図書館読書講演会 7日 寄居町立図書
館
インフォメーション 講演・講座 ●講演会「見えない空気の影響は？」 7日
寄居町寄居の町中央公民館 ●講演会「宮澤賢治と私」 7日 寄居町寄居の町立
図書館
介護ベッド 2025年に2万4000床不足 日本創生会議予測 ※表－「県の
75歳以上人口と介護入所施設収容能力 現状と見通し」北部に寄居町を含む
おりちゃんの貼り絵を寄贈 デイサービス通所者（寄居） 寄居町のデイ
サービス施設「ゆうが立原」に通うお年寄りたちが、折原小学校のキャラクター「お
りちゃん」の貼り絵を制作 1日、同校にプレゼント ※写真

2015/6/4 埼玉新聞

10

2015/6/4 埼玉新聞

10

2015/6/5 読売新聞

33

2015/6/5 毎日新聞

22

2015/6/5 東京新聞

22

2015/6/5 埼玉新聞

15

2015/6/5 埼玉新聞

ドローンモラル守って 事故多発 自主規制も 寄居のカメラマン高田さ
18 ん ドローンを使っている寄居町折原のカメラマン高田早苗さん（53） 「モラル」を 社会

スポーツ（高校）
スポーツ（中学）
イベント情報
イベント情報
福祉・医療
地域

守ってほしいと使用者に呼び掛け ※写真

2015/6/6 東京新聞
2015/6/7 埼玉新聞

5 時事川柳 (埼玉県寄居町 ひとり蜂)
投稿
関東高校大会 弓道 女子個人 牧（寄居城北）7位 6日（第1日・県武道
館） ▷女子団体（24射） 予選通過校 寄居城北(20中) ▷同個人（8射） ⑦牧(寄居
7
スポーツ（高校）
城北）7中 県女王「もう2秒」 県予選個人女王の牧「もう2秒くらいもてていれば
よかった」 ※写真

2015/6/7 埼玉新聞

卓球 6日（第1日・八王子総合体育館） 【男子】▷シングルス1回 スポーツ（高校）
7 関東高校大会
戦敗退者 坂本（寄居城北）

2015/6/8 埼玉新聞

寄居町 世帯
2 5月1日現在の県内市町村別推計人口（県統計課調べ）
数12,857 人口総数34,003 男16,877 女17,126

2015/6/8 埼玉新聞
2015/6/8 埼玉新聞

7 埼玉俳壇 内野修選 (寄居)吉澤祥匡 (寄居)吉澤紀子
9 関東高校大会 弓道 7日（最終日・県武道館） ▷女子団体決勝トーナメント1回
戦 大宮光陵7-7寄居城北（競射3-2）

統計
投稿
スポーツ（高校）

2人焼死の放火 被告が一部否認 寄居の事件初公判 寄居町で2011年
2015/6/9 朝日新聞
2015/6/9 毎日新聞
2015/6/9 産経新聞
2015/6/9 埼玉新聞

29 に住宅が放火され、住民2人が焼死した事件 現住建造物等放火の罪に問われた 事件・事故

元新聞配達員男性被告（28）＝同町西ノ入＝の裁判員裁判の初公判 8日、さいた
ま地裁 被告は「延焼するとは思っていなかった」と起訴内容の一部を否認
2人焼死の放火被告が一部否認 地裁初公判 （同日の朝日新聞と同内
23 容）
事件・事故
寄居死亡火災で被告 （同日の朝日新聞と 事件・事故
19 「延焼するとは思わなかった」
同内容）
〈関東連盟夏季大会〉 7日、さいたま市中央リトルシニアグラウン
7 リトルシニア
スポーツ（中学）
ドなど ▷3回戦 荒川6-1深谷彩北

2015（平成27）年 寄居町新聞記事索引 1月～6月

2015/6/9 埼玉新聞
2015/6/10 埼玉新聞

裁判員裁判 寄居2人死亡放火 被告が一部否認 地裁初公判「延焼す
事件・事故
ると思わず」 （同日の朝日新聞と同内容）
プレミアム商品券 50市町村30％上乗せ 地域経済活性へ独自色 国
1 の地方創生関連の交付金を活用した「プレミアム商品券」 全63市町村で発売 約 行政

19

2015/6/10 埼玉新聞

13

2015/6/11 朝日新聞

25

2015/6/11
2015/6/11
2015/6/11
2015/6/11

31
22
23
23

読売新聞
毎日新聞
毎日新聞
産経新聞

2015/6/11 埼玉新聞

2015/6/12 埼北よみうり
2015/6/12 埼北よみうり

（2017年12月作成時）

8割にあたる50市町村が30％のプレミアムがついた商品券 ※表－県内自治体の
商品券プレミアム率 20％（12市町）に寄居町
まちひとであい 展示 ネコといっしょ展（長瀞） 14日まで コーヒー＆ギャラ
リー風の丘 寄居町の大沢麻衣子さんがネコ題材にした絵23点などを展示
2人焼死の放火 懲役13年を求刑 寄居の事件 （同日の埼玉新聞と同内
容）
民家放火 懲役13年求刑 （同日の埼玉新聞と同内容）
俳句 星野光二選 寄居・町田節子
親子2人焼死 懲役13年求刑 地裁公判 （同日の埼玉新聞と同内容）
被告に懲役13年求刑 寄居2人死亡放火 （同日の埼玉新聞と同内容）

裁判員裁判 懲役13年を求刑 寄居の親子死亡放火 弁護側は4年主
張 2011年、寄居町で住宅が全焼し親子2人が死亡した事件 現住建造物等放火

19 の罪に問われた元新聞配達員男性被告（28）＝同町西ノ入＝の裁判員裁判の論

イベント情報
事件・事故
事件・事故
投稿
事件・事故
事件・事故
事件・事故

告求刑公判 10日、さいたま地裁 検察側は懲役13年を求刑 弁護側は建造物等
以外放火罪が適用するとして懲役4年を主張 結審
ご当地B級グルメマップ製作 戦国ハーぶ～丼（寄居） 寄居町のご当地
5 B級グルメ「戦国ハーブ～丼」を提供する飲食店を紹介するマップを製作 役場など 地域
で無料配布 ※写真

部活 頑張る県北の小中高生 第180回 寄居町立寄居中学校ラグビー
7 部 4冠を目標に 新人大会、県中学生大会、学校総合体育大会、東日本大会 スポーツ（中学）
の全てで県優勝、4冠がチーム最大の目標 ※写真

2015知事選 県町村議会議長会有志が推薦 上田氏「全部考え判断」
2015/6/12 埼玉新聞

県町村議会の山本重幸会長（伊奈町議長）ら議長会の有志が11日、県庁を訪れ、

1 上田清司知事（67）に4選出馬を求める推薦状を手渡す 山本会長のほか、寄居町 選挙
の原口孝議長、ときがわ町の野口守隆議長の3人が出席 この日に臨時総会で推
薦を決定

2015/6/12 埼玉新聞

第24回さいたま森林フォトコンテスト 入選作品紹介 優秀賞・埼玉県
10・11 治山林道協会賞 なごり雪（撮影地・寄居町） 竹内道直さん(寄居町) 文化・芸術
※写真 特選1点、準特選2点、優秀賞4点、佳作13点

2015/6/12 埼玉新聞

120点以上の資料 土の秘密を探る 川の博物館で企画展（寄居） 県立
15 川の博物館は21日まで、企画展「土ってなんだろう？」を開催 土壌標本を中心に 文化・芸術
120点以上の資料を展示 ※写真

2015/6/13 東京新聞

宮沢賢治の世界を知って 寄居へ来訪100年を記念 町立図書館が専
20 門コーナー 元教諭南部さん、関連600冊寄贈 （5／27埼玉新聞と同内 文化・芸術
容） ※写真2

2015/6/14 埼玉新聞
2015/6/16 朝日新聞

15 つれづれ 遭遇 大野順一（寄居町、69歳）
投稿
寄居の放火焼死 懲役13年の判決 寄居町で2011年に住宅が放火され、住
29 民2人が焼死した事件 現住建造物等放火の罪に問われた元新聞配達員男性被 事件・事故

2015/6/16 毎日新聞

27

2015/6/16 東京新聞

26

2015/6/16 埼玉新聞

9

2015/6/16 埼玉新聞

9

2015/6/16 埼玉新聞

10

2015/6/16 埼玉新聞

19

告（28）＝同町西ノ入＝の裁判員裁判の判決 15日、さいたま地裁 片山隆夫裁判
長は求刑通り懲役13年を言い渡す
寄居・放火で2人焼死 被告に懲役13年 地裁判決 （同日の朝日新聞と同
内容）
2人死亡放火に懲役13年の判決 元新聞配達員に地裁 （同日の朝日新
聞と同内容）
寄居、熊谷奈良 初戦敗退 関東中学大会 ラグビー 第66回関東中学大
会 13、14日 熊谷ラグビー場 実力上位のA組で、県予選優勝の寄居、準優勝の
熊谷奈良とも1回戦で敗退 ▷A組1回戦 世田谷千歳（東京）59-29寄居 ▷同敗者
戦 寄居19-17桐蔭学園（神奈川）
陸上 第61回全日本中学通信県大会第1日（15日・熊谷スポーツ文化公園陸上競
技場） 【男子】▷走り幅跳び ⑥小林（寄居）6㍍21
県高校総体 ハンドボール 第3日、14日・吉川美南高校ほか 【女子】ｂ組代
表決定戦 越谷南26-11寄居城北

事件・事故
事件・事故
スポーツ（中学）
スポーツ（中学）
スポーツ（高校）

2015/6/17 埼玉新聞

裁判員裁判 寄居２人死亡放火 求刑通り懲役13年 さいたま地裁判決
事件・事故
「多数の生命に脅威」 （同日の朝日新聞と同内容）
サービス産業振興 熊谷など6市町支援 県、商工団体がチーム 県が
1 商工団体や金融機関などとチームを組み、地域のサービス産業事業者の育成や 行政

2015/6/17 埼玉新聞

8

2015/6/18 毎日新聞

26

2015/6/18 埼玉新聞

8

2015/6/18 埼玉新聞

18

新規展開などを支援する取り組み 今年度は熊谷市など6市町（※寄居を含む）に
モデルチームを編成
県高校総体 バレーボール 16日（第2日・所沢市民体育館ほか） ▷女子1回
戦 寄居城北2-0坂戸 ▷同2回戦 正智深谷2-0寄居城北
短歌 水野昌雄選 寄居・町田節子
県高校総体 卓球 17日（第3日・くまがやドーム） ▷男子準々決勝 鷲宮3-1寄
居城北
森林フォトコン受賞者20人祝う 浦和区で授賞式 17日、さいたま市浦和区
の全電通埼玉会館 ※写真、5／22、6／12埼玉新聞の関連記事

スポーツ（高校）
投稿
スポーツ（高校）
文化・芸術

2015（平成27）年 寄居町新聞記事索引 1月～6月

2015/6/19 埼玉新聞

（2017年12月作成時）

地域の人たちに花のある風景を 小中高生が交流、協力 駅にプラン
12 ター設置へ（寄居） 桜沢駅周辺にある桜沢小学校と寄居中学校、県立寄居城 地域
北高校の児童生徒59人が17日、同駅に設置する花のプランター作り

2015/6/20 日本経済新聞

ホンダ、太陽光で発電し売電 環境技術で「とんでん」協力 EV充電器も
35 店舗に設置 ホンダは和食レストランとんでん（さいたま市）と環境技術の実証実 経済・産業
験で協力 寄居工場で発電した電力をとんでんに供給 店舗にEV充電器を設置す
る ※写真
まちひとであい 催し 第7回寄居総合美術展（寄居） 26日-28日 中央公民館
北関東高校陸上 19日（第1日・山梨中銀スタジアム） 女子5000㍍競歩の小池
優佳（本庄東）2位に入る 【女子】▷5000㍍競歩 ②小池優佳（本庄東）24分4秒43
※小池優佳（本庄東高3年、男衾中出身）
県高校総体 弓道 20日（最終日・大宮公園弓道場） 【男子】▷団体（20射）決勝
リーグ東農大三15-15寄居城北（延長4-4）（再延長3-3）（再々延長5-1） 大宮光
陵17-13寄居城北 岩槻商18-9寄居城北 ▷同最終順位 ④寄居城北3敗 ▷個人
（24射） ④権田（寄居城北）
埼玉俳壇 内野修選 (寄居)吉澤紀子 (寄居)吉澤祥匡
和紙の里で版画展 東秩父 国内外から466点 東秩父村の和紙の里で「版
画フォーラム2015和紙の里ひがしちちぶ展」 29日～8月12日、寄居町などで作品
を再展示

2015/6/20 埼玉新聞

7

2015/6/20 埼玉新聞

12

2015/6/21 埼玉新聞

9

2015/6/22 埼玉新聞

7

2015/6/22 埼玉新聞

13

2015/6/22 埼玉新聞

江戸時代の地誌紹介 『新編武蔵風土記稿』を読む出版 元県学芸員
16 ら編集 挿図も取り上げて解説 国立公文書館所蔵の原図を掲載 寄居町の鉢 文化・芸術

イベント情報
スポーツ（高校）
スポーツ（高校）
投稿
文化・芸術

形城跡も

2015/6/24 埼玉新聞

健康長寿の実現へ 20市町が宣言署名 知事公館 県は23日、知事公館
2 で「健康長寿プロジェクト埼玉モデル」の全県展開に向け推進宣言書署名式を開く 行政
※写真、5／28埼玉新聞の関連記事

2015/6/24 埼玉新聞
2015/6/25 朝日新聞
2015/6/25 毎日新聞
2015/6/25 埼玉新聞
2015/6/26 埼北よみうり
2015/6/26 埼北よみうり
2015/6/26 毎日新聞
2015/6/26 埼玉新聞

11 第97回高校野球埼玉大会組み合わせ ※寄居城北は大宮開成と対戦
スポーツ（高校）
13 さいたま文化 歌壇 沖ななも選 (寄居)安良岡正二
投稿
24 俳句 星野光二選 寄居・町田節子
投稿
星の王子さまPA5周年でイベント
関越自動車道「寄居 星の王子さまPA」 27
13
イベント情報
日から3日間、開業5周年などを記念しイベント
6 埼北7月info 7月11日（土）・12日（日） よりい夏まつり 寄居市街(寄居町)
イベント情報
花紙で制作「おりちゃん」
小学校にプレゼント（寄居町）
（6／5埼玉新聞
8 と同内容） ※写真
地域
22 インフォメーション ギャラリー 第7回寄居総合美術展 28日まで 中央公民館 イベント情報
高校生がレシピ考案 里の駅アグリン館 牛乳使い斬新ランチ（寄居）
12 農産物加工施設「里の駅アグリン館」で県内高校生2人が考案した料理2品のラン 地域
チセットを販売

2015/6/28 朝日新聞
2015/6/28 読売新聞
2015/6/28 毎日新聞
2015/6/28 産経新聞
2015/6/28 東京新聞

26 陸上 日本選手権 【男子】】▷1万㍍ ②設楽（ホンダ）
スポーツ（陸上）
陸上・日本選手権兼世界選手権北京大会代表選考会第2日
決勝記録
27 【男子】▷1万㍍ ②設楽（ホンダ）
スポーツ（陸上）
スポーツ（陸上）
スポーツ（陸上）
スポーツ（陸上）

2015/6/28 埼玉新聞

23 陸上 日本選手権 【男子】】▷1万㍍ ②設楽（ホンダ） ※写真
22 陸上 日本選手権 【男子】】▷1万㍍ ②設楽（ホンダ）
20 陸上 日本選手権 【男子】】▷1万㍍ ②設楽（ホンダ）
陸上日本選手権 男子1万 武蔵越生高出の設楽悠 「準優勝で満足」
7 設楽悠（ホンダ）が2位を死守 既に世界陸上の参加標準記録を突破 初の代表に

2015/6/28 スポーツニッポン
2015/6/29 埼玉新聞
2015/6/30 朝日新聞

25
7
18

スポーツ（陸上）
投稿
スポーツ（陸上）

2015/6/30 読売新聞

22

2015/6/30 毎日新聞

21

2015/6/30
2015/6/30
2015/6/30
2015/6/30

21
23
12
14

産経新聞
東京新聞
埼玉新聞
埼玉新聞

2015/6/30 埼玉新聞
2015/6/30 スポーツニッポン

一歩前進 （同日の毎日新聞と同内容） ※写真（男子1万㍍決勝 準優勝したホン
ダの設楽悠太。右隣は双子の兄・コニカミノルタの設楽啓太）
陸上 日本選手権第2日 男子10000㍍ ②設楽悠太（ホンダ）
埼玉俳壇 内野修選 (寄居)吉澤紀子 (寄居)吉澤祥匡 (寄居)石澤無涯
世界陸上の代表に村山兄弟ら 【男子】▷長距離 設楽悠太（ホンダ）
長距離・村山兄弟世界陸上代表に 23人を発表 【男子】▷長距離 設楽悠
太（ホンダ）
世界陸上の代表 新たに23人選出 ♢代表選手 ▷長距離 設楽悠太（Ｈｏｎｄ
ａ）
高瀬ら23人選出 世界陸上 【男子】▷長距離 設楽悠太（ホンダ）
陸上 世界陸上代表選手 長距離 男子 設楽悠太（ホンダ）
埼玉詩欄 田中美千代選 春の雨 大野順一（寄居町）
郷土力士新番付 【三段目】湊竜（寄居・湊）

スポーツ（陸上）

スポーツ（陸上）
スポーツ（陸上）
スポーツ（陸上）
スポーツ（陸上）
投稿
スポーツ（大相撲）

世界陸上 代表23人を発表 藤光（市浦和高出）設楽悠（武蔵越生高
15 出）新井（皆野高出）選出 日本陸連は29日、8月の世界選手権（北京）代表に スポーツ（陸上）
男子17、女子6の計23人を選び発表 長距離の設楽悠太（武蔵越生-東洋大出、ホ
ンダ）が入る
※表－陸上・世界選手権日本代表 男子 設
7 世界陸上代表＆新ユニ発表
スポーツ（陸上）
楽悠太（Ｈｏｎｄａ㉓） 長距離

