2015（平成27）年 寄居町新聞記事索引 7月～12月

掲載日

掲載紙

2015/7/2 毎日新聞
2015/7/3 朝日新聞

紙面

（2017年12月作成時）

記事見出・記事概要

件名

22 短歌 水野昌雄選 寄居・町田節子 俳句 星野光二選 寄居・町田節子
投稿
「土ってなんだろう？」巡回展 首都圏などで 県立川の博物館企画 県
立川の博物館（寄居町小園）が企画した、土を知ってもらう巡回展「土ってなんだろ
24 う？」 東京農工大学科学博物館で始まる 墨田区、京都、兵庫、大阪、茨城など 文化・芸術
も巡回

第97回全国高校野球選手権埼玉大会 新たな夏、プレーボール。 ※

朝日新聞
2015/7/3
別刷り特集

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） 熊谷工（城
南・1） 秩父（城南・1） 秩父農工科（城南・1） 滑川総合 (寄居・1) 本庄第一
(寄居・1) 寄居城北 (寄居・3、城南・1)

スポーツ（高校）

子育て世帯を優遇 町商工会11日から プレミアム商品券発売（寄居）
2015/7/3 埼玉新聞
2015/7/4 埼玉新聞
2015/7/5 埼玉新聞

寄居町商工会が町と協力し11日から、20％のプレミアム付き商品券を発売 町内

13 在住の子育て世帯を対象にした子育て応援商品券も発行 ※商品券画像

経済・産業

9 まちひとであい 催し 第7回図書館まつり(寄居) 18、19日 町立図書館
イベント情報
さきたま抄 東秩父村和紙の里の版画の公募展「版画フォーラム」 全国公募展
1 では珍しい、入賞作品を再展示する協賛展が地元や小川町、寄居町（日本料理喜 コラム
楽）など3カ所で開催中

2015/7/5 埼玉新聞
2015/7/6 埼玉新聞
2015/7/6 埼玉新聞
2015/7/8 埼玉新聞

寄居町 世帯
2 6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12,867 人口総数33,996 男16,878 女17,118

7 埼玉俳壇 星野光二選 (寄居)石澤無涯 (寄居)吉澤紀子 (寄居)吉澤祥匡
投稿
度胸満点15歳世界へ ジュニアゴルフ日本代表吉田莉生（埼玉栄高）
8 初挑戦で「シード権獲得を」 寄居町出身で埼玉栄高1年の吉田莉生が世界 スポーツ（高校）
ジュニアゴルフ選手権（14～17日・米国）に日本代表として出場 5月に行われた国
内予選をトータル221で準優勝 ※写真、吉田莉生（埼玉栄高1年、城南中出身）

12

2015/7/9 毎日新聞
2015/7/9 埼玉新聞
2015/7/10 埼北よみうり

22
9
1

2015/7/10 埼北よみうり

2

2015/7/10 埼北よみうり

6

2015/7/10 埼玉新聞
2015/7/10

埼玉新聞
（第2部）

2015/7/12 埼玉新聞
2015/7/12 埼玉新聞

11

代表41校 笑顔と涙の真剣勝負 第49回交通安全子供自転車埼玉県
大会 出場校一覧 寄居町立折原小学校
俳句 星野光二選 寄居・町田節子
第97回高校野球埼玉大会組み合わせ （6/24埼玉新聞に既報）
埼北の夏祭り① よりい夏まつり（寄居町）
スポットライト 挑戦！世界ジュニア 埼玉栄高校1年 吉田莉生さん
（15・寄居町） ※写真2
エンタメ イベント 図書館まつり 寄居町立図書館 7月18日（土）・19日（日）
NTTドコモカップ第25回埼玉県フレッシュミニバスケットボール大会 今
年も開幕 小学4年生以下の熱戦 北部地区 熊谷市立大里体育館 7月11
日（土）女子 寄居スパークル 鴻巣市立下忍小学校 7月12日（日） 寄居ミニバス
A・B

教育
投稿
スポーツ（高校）
観光
スポーツ（高校）
イベント情報
スポーツ（小学）

第97回全国高校野球選手権埼玉大会 熱い夏がやってきた。激戦を
スポーツ（高校）
勝ち抜け！ (7/3朝日新聞別刷り特集と同内容)
きのうの勝敗 ▷1回戦 大宮開成10-1寄 スポーツ（高校）
1・14 第97回全国高校野球埼玉大会
居城北 ※14面に試合詳報、寄居城北高の主将コメント
特集

BCリーグ 武蔵ヒートベアーズ 11日、本庄市民 武蔵5-4新潟 帝京魂見
13 せた 武蔵・田島（七回に決勝タイムリー） ※コメント、写真、田島洸成＝寄居町 スポーツ（プロ野球）
出身

2015/7/14 日本経済新聞

寄居町の観光施設再開業 小田急系など、指定管理者に 観光施設「寄
2014年12月から休館 サンワックス
35 居町日本（やまと）の里」が18日、運営を再開
行政
（熊谷市）、小田急デパートサービス（東京・新宿）、日比谷花壇（東京・港）の3社の
共同企業体を指定管理者に

2015/7/14 埼玉新聞
2015/7/14 埼玉新聞

6 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）●0－1 ※夏場所2日目
6 県中学総体 ラグビー 第2日 12日、熊谷荒川ラグビー場 ▷準々決勝 寄居

2015/7/15 毎日新聞

熱中症95人搬送 2人が死亡 県内は14日も各地で気温35
25 熊谷で37.8度
度を超える猛暑日 寄居町と鳩山町で37.4度

2015/7/15 東京新聞

35-5城西川越

熱中症で搬送の高齢者3人死亡 13日夜から14日にかけ、熱中症とみられ

24 る症状で県内の高齢者3人が死亡 13日午後7時ごろ、寄居町の自宅で寝ていた

スポーツ（大相撲）
スポーツ（中学）
気象
事件・事故

女性（90）が意識を失っているのを家族が発見 病院で死亡確認

2015/7/15 埼玉新聞
2015/7/15 埼玉新聞
2015/7/16 毎日新聞
2015/7/16 埼玉新聞
2015/7/16 埼玉新聞
2015/7/17 朝日新聞
2015/7/17 読売新聞
2015/7/17 読売新聞

熊谷で今年一番37.8度 （同日の東京新
1 熱中症県内3日間で6人死亡
聞と同内容）
8 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）や0－1 ※夏場所3日目
26 短歌 水野昌雄選 寄居・町田節子
8 県中学総体 ラグビー 15日（第3日、熊谷荒川ラグビー場） ▷準決勝 寄居
40-7熊谷大幡

事件・事故
スポーツ（大相撲）
投稿
スポーツ（中学）

9 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）●0－2 ※夏場所4日目
スポーツ（大相撲）
きょういく埼玉 どうなる教科書㊦ 「政治的中立性」の維持は 中学の
29 歴史・公民、高い関心 ※表-県内の教科書採択地区 共同採択の自治体（14 教育
採択地区）に深谷・寄居
短歌 三枝昻之選 【秀逸】寄居町 町田節子 俳句 小檜山繁 投稿
34 よみうり文芸
子選 【入選】寄居町 町田節子
34 カルチャー えとせとら 図書館まつり 18、19日 寄居町立図書館
イベント情報

2015（平成27）年 寄居町新聞記事索引 7月～12月

2015/7/17 埼玉新聞
2015/7/17 埼玉新聞
2015/7/18 埼玉新聞

（2017年12月作成時）

〈北関東支部夏季大会〉 12日、久喜リトルシニアラウンドなど ▷2
7 リトルシニア
スポーツ（中学）
回戦 深谷彩北12-0川口（四回コールド）

2015/7/18 埼玉新聞

9 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）や0－2 ※夏場所5日目
スポーツ（大相撲）
10 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）●0－3 ※夏場所6日目
スポーツ（大相撲）
世界柔道女子70㌔級代表 新井（児玉高出）を激励 リオ五輪目指し
11 「思い切り戦う」 世界柔道選手権（8月24～30日・カザフスタン）に出場する寄居 地域

2015/7/19 東京新聞

22

2015/7/19 埼玉新聞

6

2015/7/19 埼玉新聞

12

2015/7/19 埼玉新聞

12

2015/7/20 埼玉新聞

7

2015/7/20 埼玉新聞

9

2015/7/20 埼玉新聞
2015/7/21 埼玉新聞

12
7

2015/7/21 埼玉新聞

7

2015/7/22 埼玉新聞

8

2015/7/22 埼玉新聞

14

2015/7/23 毎日新聞
2015/7/23 埼玉新聞

22
1

2015/7/23 埼玉新聞

2

2015/7/23 埼玉新聞

8

2015/7/24 読売新聞

31

2015/7/24 埼北よみうり

町出身で児玉高出の女子日本代表・新井千鶴（三井住友海上火災保険）の激励
会 17日、本庄児玉文化会館 児玉高の生徒ら約55人が参加 ※写真
熱気に誘われ飛び入り 寄居夏祭りに米国中高生6人 「寄居夏祭り」
町が交流を進めている米国オハイオ州メアリーズビル市から訪れた中高生6人が
参加 ※写真
金賞の白扇限定販売 寄居の藤﨑摠兵衛商店「蔵の技術凝縮」 今年
の「全国新酒鑑評会」で金賞を受賞した「藤﨑摠兵衛商店」 受賞酒の大吟醸を9
月に限定発売 「白扇 大吟醸 金賞受賞酒」（720㍉）と銘打ち、4千円台の価格で
※写真
郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）○1－3 ※夏場所7日目
県中学総体 陸上 18日（第1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12
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
県中学総体 寄居、熊谷奈良 両校V ラグビー 19日（最終日・熊谷荒川ラ
グビー場） 寄居と熊谷奈良が引き分けて両校優勝 ともに初の栄冠 ▷決勝 寄居
19-19熊谷奈良 よく戦ってくれた 寄居・新井監督（※コメント） 夏休みで強化を
寄居・坂本主将（※コメント） ※写真、出場メンバー
郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）や1－3 ※夏場所8日目
郷土力士星取表 【三段目】☆湊竜（寄居）○1－4 ※夏場所9日目
国体予選 陸上 20日 「北部」 第1日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
【少年男子】▷110㍍障害 ③中野（寄居城北）
郷土力士星取表 【三段目】☆湊竜（寄居）や1－4 ※夏場所10日目
真夏の夜の夢 花火大会特集 県北 寄居玉淀水天宮祭花火大会（寄居） 8
月1日午後7時～9時 玉淀河原 ※写真
短歌 水野昌雄選 寄居・福田秋子 俳句 星野光二選 寄居・町田節子
酷暑も何のその 熊谷で37.1度 22日、県北部を中心に酷暑 寄居町35.9度
2015知事選 きょう告示 選挙人名簿登録者 2015年7月22日現在 寄居町
男14,610 女14,779 計29,389 増減（％）-2.42 ※増減は11年7月比
郷土力士星取表 【三段目】☆湊竜（寄居）や1－4 ※夏場所11日目
よみうり文芸 俳句 小檜山繁子選 【入選】寄居町 町田節子 川柳 西潟賢
一郎選 【入選】寄居町 町田節子

8月8日（土）いよいよ開幕 32チーム頂点目指す 第29回読売旗争奪
1 県北少年野球選手権大会 ※トーナメント表、マッキーズ出場、主将集合写

地域
経済・産業
スポーツ（大相撲）
スポーツ（中学）
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（高校）
スポーツ（大相撲）
観光
投稿
気象
選挙
スポーツ（大相撲）
投稿
スポーツ（小学）

真

2015/7/24 埼北よみうり
2015/7/24 埼北よみうり

2 キャプテン 大会への意気込み！ マッキーズ 田島智也主将
4 新たな指定管理者迎え 「日本の里」リニューアルオープン（寄居町）

2015/7/24 埼北よみうり

6

2015/7/24 埼北よみうり
2015/7/24 埼北よみうり
2015/7/24 埼北よみうり

9
9
12

（7／14日本経済新聞と同内容） ※写真

スポーツ（小学）
観光

第29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
スポーツ（小学）
マッキーズ ※監督、選手紹介、戦力分析、写真2
埼北8月info 1日（土） 寄居玉淀水天宮祭 玉淀河原（寄居町）
イベント情報
pick up イベント かわはく夏まつり 7月26日（日） 県立川の博物館
イベント情報
埼北の夏祭り② 寄居玉淀水天宮祭（寄居町）
観光
リトルシニア 〈北関東支部夏季大会〉 20日まで、所沢航空公園野球場など ▷ スポーツ（中学）
3回戦 新座A5-3深谷彩北（六回コールド）

2015/7/24 埼玉新聞

7

2015/7/24 埼玉新聞

8 郷土力士星取表 【三段目】★湊竜（寄居）○2-4 ※夏場所12日目
スポーツ（大相撲）
2015県アマゴルフ
〈第1予選、23日・森林公園GC＝6968㍎、パー72＝100人〉
8 【1次予選通過者】 ⑨相田芳男 78（37、41）
スポーツ（ゴルフ）

2015/7/24 埼玉新聞
2015/7/24 埼玉新聞

全国新酒鑑評会の金賞4蔵に感謝状 さいたまで贈呈式 5月の「全国新
13 酒鑑評会」で金賞を受賞した県内4社への感謝状贈呈式 21日、さいたま市 藤﨑 経済・産業
摠兵衛商店（寄居町）

2015/7/25 埼玉新聞

BCリーグ 武蔵ヒートベアーズ 24日・熊谷公園 武蔵2-1福島 甘い球う
11 まく打てた 武蔵・田島（七回、逆転2点タイムリー） ※コメント、田島洸成＝寄居 スポーツ（プロ野球）
町出身

2015/7/25 埼玉新聞
2015/7/25 埼玉新聞

11 郷土力士星取表 【三段目】★湊竜（寄居）や2-4 ※夏場所13日目
12 県中学総体 柔道 24日（第1日・県武道館） ▷女子40㌔級準決勝 浅沼（さい

2015/7/25 埼玉新聞

バスケットボール 24日（第1日・桶川サンアリーナほか） ▷男子 スポーツ（中学）
12 県中学総体
1回戦 寄居城南63-45さいたま日進 ▷同2回戦 寄居城南72-68新座四

2015/7/26 埼玉新聞
2015/7/26 埼玉新聞

たま田島） 一本勝ち 関口（寄居）

スポーツ（大相撲）
スポーツ（中学）

6 郷土力士星取表 【三段目】★湊竜（寄居）や2-4 ※夏場所14日目
スポーツ（大相撲）
県中学総体 バスケットボール 25日（第2日・上尾運動公園体育館ほか） ▷
7 男子3回戦 久喜74-35寄居城南 ▷女子2回戦 寄居男衾72-39本庄児玉 ▷同3回 スポーツ（中学）
戦 さいたま大宮東93-59寄居男衾

2015/7/27 朝日新聞
2015/7/27 埼玉新聞

13 朝日俳壇 金子兜太選 （埼玉県寄居町）鈴木孝信
5 埼玉俳壇 星野光二選 (寄居)吉澤祥匡 (寄居)吉澤紀子 (寄居)石澤無涯

投稿
投稿

2015（平成27）年 寄居町新聞記事索引 7月～12月

2015/7/27 埼玉新聞
2015/7/27 埼玉新聞
2015/7/27 埼玉新聞
2015/7/28 埼玉新聞
2015/7/28 埼玉新聞
2015/7/29 埼玉新聞

（2017年12月作成時）

7 郷土力士星取表 【三段目】★湊竜（寄居）○3-4 ※夏場所千秋楽
スポーツ（大相撲）
第26回彩の国埼玉ピアノコンクール
予選出場者一覧
EF部門 7／29
12・13 （水）さいたま芸術劇場音楽ホール 【F部門】岡部有紀（寄居）
文化・芸術
熊谷で38.2度 今年最高を記録 県内の観測地点8カ所 気象
18 列島の猛暑続く
はいずれも猛暑日 36.9度の寄居町を除く7カ所が今年の最高気温を観測
〈第2予選、27日・鳩山CC＝7155㍎、パー72＝65人〉 県ア
11 2015県アマゴルフ
スポーツ（ゴルフ）
マゴルフ第2予選通過者 ⑤代紀幸 79（40、39）
15 つれづれ 非常勤講師 高橋央治（寄居町、52歳）
投稿
魚と人の“知恵比べ” 寄居の川博特別展 伝統の漁具紹介 県立川の
11 博物館は8月31日まで、特別展「魚と人の知恵くらべ」を開く 県内の河川で使われ 文化・芸術
ていた漁具など約150点を展示 ※写真

2015/7/30 毎日新聞
2015/7/30 東京新聞
2015/7/30 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
24 情報の道しるべ ほっとなび 祭り 寄居玉淀水天宮祭（埼玉）
2015近畿総体 陸上 第2日、29日・和歌山市紀三井寺陸上競技場ほか 【女
7 子】▷5000㍍競歩 「2組」⑥小池優佳(本庄東)24分39秒19＝決勝進出 ※小池優

投稿
観光
スポーツ（高校）

佳（本庄東高3年、男衾中出身）

2015/7/31 東京新聞
2015/7/31 埼玉新聞
2015/8/2 埼玉新聞
2015/8/2 埼玉新聞
2015/8/3 埼玉新聞
2015/8/4 埼玉新聞
2015/8/6 毎日新聞
2015/8/8 埼玉新聞
2015/8/10 埼玉新聞
2015/8/10 埼玉新聞
2015/8/11 埼玉新聞
2015/8/11 埼玉新聞

水面に揺れる光涼し 舟山車浮かび花火が5000発 1日、寄居で水天
観光
宮祭 ※写真
2015近畿総体 陸上 第3日、30日 【女子】▷5000㍍競歩決勝 ⑥小池優佳(本
9 庄東)24分25秒71 魂の歩き 笑顔満面 一時は10番手まで落ちながらも、魂の スポーツ（高校）

24

歩きで6位入賞を勝ち取った ※写真、小池優佳（本庄東高3年、男衾中出身）
大輪背負う万灯 寄居で水天宮祭 「寄居玉淀水天 観光
1 伝えたい埼玉の祭り
宮祭」が1日、玉淀河原で行われた ※写真
2015近畿総体 少林寺拳法 ▷女子組演武予選 「D組」小川（大谷、中島）502
7 点＝落選 ※大谷綾花（小川高3年、寄居中出身）、中島帆乃香（小川高3年、城南 スポーツ（高校）
中出身）

7 埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 （寄居）石澤無涯
投稿
リトルシニア
〈北部ブロックリーグ〉 深谷川本グラウンドなど 太田市3-2深谷
11 彩北 行田5-3深谷彩北
スポーツ（中学）
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
熊谷今夏最高の38.6度を観測 8日間連続の猛暑日 寄居町と鳩山町
16 38.3度
2 知事選の市町村別開票状況 （ほか各紙に同様記事）
9 埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 （寄居）吉澤紀子 （寄居）石澤無涯
2 知事選の市町村別開票状況（確定） （ほか各紙に同様記事）
商工青年の主張大会 県商工会連合会と県商工会青年部連合会主催の「商
6 工青年の主張大会」 5日、さいたま市大宮区 【優秀賞】萩原正幸（寄居町商工会

投稿
気象
選挙
投稿
選挙
経済・産業

青年部）

2015/8/11 埼玉新聞
2015/8/12 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ
2015/8/12 埼玉新聞
2015/8/12 埼玉新聞
2015/8/13 東京新聞

11 埼玉歌壇 杜澤光一郎選 （寄居）松村章子
投稿
寄居と奈良 両校V 県中学校総体ラグビーの部 奈良が終了間際に同
1 点 （7/20埼玉新聞と同内容） ‣主力欠「負けなくてよかった」※新井監督コメント、 スポーツ（中学）
対戦トーナメントの記録、写真3
卓球 9～11日・山梨県小瀬スポーツ公園体育館 【女子】▷個
7 関東中学大会
人2回戦敗退者 浅見（寄居）

スポーツ（中学）

10・11 2015埼玉で過ごす夏 川の博物館 川を遊びながら学ぶ
特集
寄居の竹内さんに15年前期の知事賞 中日写協埼玉支部 中日写真協
会埼玉支部の2015年前期の入賞者 県知事賞に竹内道直さん(寄居町)の「春の
22 日」 ▷ 中日写真協会賞＝木島宏(寄居) 中日写真協会埼玉支部賞＝加藤松宣 文化・芸術
(寄居)

2015/8/13 埼玉新聞
2015/8/13 埼玉新聞
2015/8/13 埼玉新聞

埼玉の歴史と伝承 13 長瀞（上） ※長瀞町の変遷に寄居町 連載
9 地名は語る
の一部との関係
組み合わせ決まる 出場31チーム 30日に開幕 全労済カップ争奪 第
11 40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〉 スポーツ（小学）
※マッキーズ、用土コルツ、城南キングフィッシャーズ、オブスマクラブ出場
卓球 12日 ▷男子シングルス1回戦 西（高知・明徳義塾）3-1
12 2015近畿総体
内田拓光（埼玉栄） ※桜沢小出身

スポーツ（中学）

2015/8/14 埼玉新聞

8 リオ五輪出場賭け世界柔道に臨む 寄居出身 新井千鶴選手（寄居
地域
町） （7/18埼玉新聞と同内容） ※写真
寄居の研究会 語りのグループ結成 寄居町のよ 文化・芸術
12 地元の民話を後世に
りい民話研究会が民話語りグループ「きいてみぃ」を立ち上げ

2015/8/15 朝日新聞

モノの記憶 平和資料館収蔵品から（3） 爆雷背負い特攻の訓練 軍事
27 教練の日々記した「従軍日記」 「男子の本懐」入隊誇らしく 寄居町の 連載

2015/8/14 埼北よみうり

田島貞雄さん（89） ※写真3

2015/8/19 産経新聞
2015/8/19 埼玉新聞

23 真下昇氏 （ましも・のぼる＝寄居町議) 17日死去、60歳
訃報
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
2 数12,868 人口総数33,978 男16,862 女17,116
統計

2015/8/19 埼玉新聞

12

2015/8/19 埼玉新聞

まちひとであい 催し 風布クリーン大作戦（寄居） 30日 風布川周辺のごみ拾
イベント情報
い 音楽 第3回ファザーズ・アンド・サンズ（寄居） 22日 町中央公民館
17 真下昇氏（ましも・のぼる＝寄居町議） 17日死去 61歳
訃報

2015（平成27）年 寄居町新聞記事索引 7月～12月

（2017年12月作成時）

2015/8/20 読売新聞

24日開幕 ♦世界選手権個人戦の日本代表 女子 70㌔級 新井千 スポーツ（柔道）
24 世界柔道
鶴（三井住友海上）※初出場

2015/8/20 毎日新聞

22 俳句 星野光二選 寄居・町田節子
投稿
ニュース24時 寄居・火災で豚23頭死ぬ 19日午後1時半ごろ、寄居町富田
23 の養豚業男性が営む養豚場から出火 木造平屋建ての豚舎1棟を全焼し、豚23頭 事件・事故

2015/8/20 毎日新聞
2015/8/20 毎日新聞
2015/8/20 産経新聞
2015/8/20 埼玉新聞
2015/8/20 埼玉新聞
2015/8/21 埼玉新聞
2015/8/22 埼玉新聞

が焼死

23 真下昇さん60歳 （ましも・のぼる＝寄居町議） 17日死去
訃報
23 養豚場で火災、20頭焼け死ぬ （同日の毎日新聞と同内容）
事件・事故
地名は語る
埼玉の歴史と伝承
14
長瀞（下）
※長瀞の地名の由来に寄
15 居町の地名に係る諸説
連載
19 豚舎が全焼しブタ20頭死ぬ 寄居 （同日の毎日新聞と同内容）
事件・事故
NTTドコモカップ第25回埼玉県フレッシュミニバスケットボール大会
北
10・11 部地区 7月12日（日） 鴻巣市立下忍小学校 下忍 対 寄居ミニ ※写真
スポーツ（小学）
トマト苦手な人にも無添加ジュース好評 寄居のアグリン館 折原の農
7 産物加工施設「里の駅アグリン館」が開発、5月から販売している県産トマトの無添 地域
加ジュースが好評 ※写真

2015/8/22 埼玉新聞

高校サッカー埼玉大会1次予選 きょう開幕 ※トーナメント表 寄居城北は
11 M組
スポーツ（高校）
県高校女子選手権第1日（21日・大宮開成高校ほか） ▷C組 本庄第
11 サッカー
スポーツ（高校）
一13-0北本・寄居城北

2015/8/22 埼玉新聞

世界陸上きょう開幕 男子200に藤光登場 設楽は1万、マラソンに藤原
11 陸上の世界選手権は22日に北京で開幕 第1日 男子1万㍍決勝に設楽悠太（ホ スポーツ（陸上）

2015/8/22 埼玉新聞

ンダ）が挑む

2015/8/23 朝日新聞
2015/8/23 日本経済新聞
2015/8/23 埼玉新聞
2015/8/23 埼玉新聞
2015/8/23 スポーツニッポン
2015/8/24 埼玉新聞
2015/8/25 埼玉新聞

第58回県合唱コンクール 22日、さいたま市文化センター 【高校部
29 県合唱コン
文化・芸術
門】▷優良＝寄居城北

世界陸上 男子1万、ファラー優勝 設楽悠太（ホンダ）30分8秒35で23位だっ
28 た
スポーツ（陸上）
北京2015 設楽（ホンダ）は23位 男子1万㍍ 寄居町出身の スポーツ（陸上）
9 世界陸上
設楽悠太（ホンダ）は23位だった 一からやり直し 設楽悠太の話 ※コメント、写
真
第1日、22日・草加高校ほか 【1次予
9 第94回全国高校サッカー埼玉大会
選】▷M組1回戦 寄居城北1-0上尾南

スポーツ（高校）

7 世界陸上第1日 男子10000ﾒｰﾄﾙ ㉓設楽悠太（ホンダ） 30分8秒35
スポーツ（陸上）
7 埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 （寄居）吉澤紀子 （寄居）石澤無涯
投稿
トンボ公園装い新た 木道補修、ひょうたん池も（寄居） 牟礼の「おぶす
13 まトンボの里公園」が再整備 木道を補修、園中央にひょうたん池を設置 サイサ 地域
ン環境保全基金を活用 ※写真

2015/8/25 埼玉新聞

平和の尊さ訴え美術展や講演会 29日から寄居 美術展などの文化行事
15 を通じて平和の尊さを確認する催し「よりい平和と文化のつどい」（同連絡協議会主 文化・芸術

2015/8/26 埼玉新聞

8

2015/8/26 埼玉新聞

8

2015/8/28 埼北よみうり

1

2015/8/28 埼北よみうり

4

2015/8/28 埼北よみうり

4

2015/8/28 埼北よみうり

6

催）が29、30日、寄居町中央公民館で開かれる
第94回全国高校サッカー埼玉大会 第2日、25日・慶応志木高校ほか 【1次
予選】▷M組準決勝 川口2-1寄居城北
サッカー 県高校女子選手権第2日（25日・花咲徳栄高校ほか） ▷C組 埼玉栄
2-0北本・寄居城北
運気アップ 夫婦滝 愛の鍵架け場（寄居町） ※写真
自作いかだで荒川下り（寄居町） 自作のいかだで寄居町内の荒川を下る
「2015荒川いかだ下り」 23日、約3.5㎞のコースで行われる ※写真
荒川流域の高低差がまるわかり 川博がマップ販売（寄居町） 県立川
の博物館が「荒川流域の高低差まるわかりMAP」制作 8日から1部300円で販売
※写真
エンタメ イベント よりい平和と文化のつどい ●平和美術展 8月29日（土）・30
日（日） ●平和のひろば 8月30日（日） 寄居町中央公民館
インフォメーション イベント 第11回よりい平和と文化のつどい
新井は5位 女子70㌔級 柔道世界選手権 28日 カザフスタン・アスタナ
第5日 女子70㌔級で初出場の新井千鶴（三井住友海上）は5位 【女子】▷70㌔級3
位決定戦 ポスビト（フランス） 内股すかし 37秒 新井（三井住友海上） 「最低でも
メダルを取りたい」と話していた新井は、その目標に届かなかった
初陣・新井あと一歩 （同日の朝日新聞と同内容）
世界柔道 新井は準決勝突破できず （同日の朝日新聞と同内容） ※写真
世界柔道 女子70㌔級 新井5位 （同日の朝日新聞と同内容）
世界柔道 新井 メダルならず 女子70㌔級 （同日の朝日新聞と同内容）
※写真
世界柔道 新井無念メダルなし 女子70㌔級 （同日の朝日新聞と同内容）
※写真
世界柔道女子70㌔級 新井メダル逃す （同日の朝日新聞と同内容） ※写
真
サッカー 県高校女子選手権第3日（28日・越ケ谷総合グラウンドほか） ▷C組
北本・寄居城北8-0大宮開成

スポーツ（高校）
スポーツ（高校）
地域
地域
文化・芸術
イベント情報

2015/8/28 毎日新聞

24

2015/8/29 朝日新聞

14

2015/8/29 読売新聞
2015/8/29 毎日新聞
2015/8/29 日本経済新聞

20
20
40

2015/8/29 産経新聞

16

2015/8/29 東京新聞

21

2015/8/29 埼玉新聞

1

2015/8/29 埼玉新聞

8

2015/8/29 埼玉新聞

世界柔道 女子70㌔級 新井(寄居)3決敗退 銅は欲しかった 新井千鶴
9 の話 （同日1面の関連記事、朝日新聞と同内容） ※写真 ※最終版は見出し、 スポーツ（柔道）
記事が異なる

イベント情報
スポーツ（柔道）
スポーツ（柔道）
スポーツ（柔道）
スポーツ（柔道）
スポーツ（柔道）
スポーツ（柔道）
スポーツ（柔道）
スポーツ（高校）

2015（平成27）年 寄居町新聞記事索引 7月～12月

（2017年12月作成時）

世界柔道第5日 ▷女子70㌔級3位決定戦 ポスビト（フランス） 内股すかし 37秒
2015/8/29 スポーツニッポン

新井（三井住友海上） 3決で一本負け 新井メダル逃す ▷同2回戦 新井 優勢 4分

28 23秒（延長） コンウェー（英国） ▷同3回戦 新井 送り襟絞め 1分37秒 スタム

2015/8/31 朝日新聞

13

2015/8/31 読売新聞

1・27

2015/8/31 毎日新聞

24

2015/8/31 日本経済新聞
2015/8/31 産経新聞
2015/8/31 東京新聞

35
22
21

2015/8/31 埼玉新聞
2015/8/31 埼玉新聞
2015/8/31 スポーツニッポン
2015/9/1 埼玉新聞
2015/9/1 埼玉新聞
2015/9/2 埼玉新聞

（ジョージア） ▷同準々決勝 新井 大内刈り 1分35秒 ウィルディカン（イスラエル）
▷同準決勝 エマヌ（フランス） 優勢 新井
日本 団体ダブル金 女子 全試合負けなし 柔道世界選手権 30日 カ
ザフスタン・アスタナで最終日 女子は全4試合を1人も負けない5-0で制し、2013年
大会以来の優勝 【団体戦】▷女子決勝 日本（○中村里美、○山本杏、○田代未
来、○新井千鶴、○山部佳苗）5-0ポーランド ※写真
男女団体「金」 世界柔道 （同日の朝日新聞と同内容） ※写真
日本女子 団体「金」奪還 世界柔道 厚い選手層リオへ自信 （同日の朝
日新聞と同内容）
団体で日本アベックＶ （同日の朝日新聞と同内容）
日本女子団体Ｖ （同日の朝日新聞と同内容）
若手躍動 女子団体「金」 世界柔道 （同日の朝日新聞と同内容）

復活示す無敗の金 新井（児玉高出）Vに貢献 世界柔道
7 女子団体
（同日の朝日新聞と同内容） ※写真、最終版は見出しが異なる

スポーツ（柔道）

スポーツ（柔道）
スポーツ（柔道）
スポーツ（柔道）
スポーツ（柔道）
スポーツ（柔道）
スポーツ（柔道）
スポーツ（柔道）

15 埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 （寄居）石澤無涯 （寄居）吉澤紀子
投稿
団体アベック
金
女子は2年ぶり男子は連覇
（同日の朝日新聞と同内容）
8 ※写真
スポーツ（柔道）
レースに９６人参加（寄居） 「荒川いかだ下り」
8 手製いかだ荒川を満喫
8月23日 20回目の節目 町内外から15艇、96人が参加 ※写真

地域

10 郷土力士新番付 【序二段】湊竜（寄居・湊）
スポーツ（大相撲）
全国高校選抜大会 陸上 第3回全国高校選抜大会 8月29、30日 大阪市ヤ
ンマーフィールド長居 女子3000㍍競歩で小池優佳（本庄東）が初の頂点 【女子】

9 ▷3000㍍競歩 ①小池優佳（本庄東）14分31秒70 ※小池優佳（本庄東高3年、男

スポーツ（高校）

衾中出身）

2015/9/2 埼玉新聞

踏切で倒れた男性救出 寄居署 男女３人に感謝状 寄居町寄居の秩父
14 鉄道踏切で町内の男性を救出したとして寄居署は8月31日、男女3人に感謝状を贈 地域
呈 ※写真

2015/9/2 埼玉新聞
2015/9/3 毎日新聞
2015/9/3 埼玉新聞
2015/9/4 読売新聞

（おおしま・こういち＝大島不動産会長、RDCホールディングス・久志
19 大島弘一氏
訃報
本京子社長の実父） 8月28日死去 86歳

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
11 サッカー 県高校女子選手権第5日（2日・東松山岩鼻グラウンドほか） ▷C組最
終順位 ③北本・寄居城北
32 よみうり文芸 川柳 西潟賢一郎選 【入選】寄居町 小山喜寛

投稿
スポーツ（高校）

2015/9/7 埼玉新聞

投稿
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
2 数12,854 人口総数33,952 男16,843 女17,109
統計

2015/9/7 埼玉新聞

熊谷の高校1年 藤波さん 全日本大会で健闘 熊
8 太極拳を極める！
谷市在住の藤波樹花さん ※寄居町武術太極拳協会所属、写真

2015/9/7 埼玉新聞
2015/9/7 埼玉新聞
2015/9/8 埼玉新聞
2015/9/8 埼玉新聞
2015/9/9 読売新聞

9 秋季高校野球 地区大会 北部 ※トーナメント表、寄居城北は本庄と対戦
13 埼玉俳壇 内野修選 （寄居）吉澤祥匡 （寄居）石澤邦彦
7 リトルシニア 〈北関東支部秋季大会〉 6日 ふじみ野市営球場など ▷2回戦
川越6-5深谷彩北

地域
スポーツ（高校）
投稿
スポーツ（中学）

地形分かりやすく 県立川の博物館がMAP （8／28 文化・芸術
12 荒川流域を色分け
埼北よみうりと同内容） ※MAP画像
Wednesdayさいたま スポーツ 記録ファイル 弓道 関東高校個人選抜大会
30 県予選会 （8月18、19日・大宮公園弓道場） ♢女子 ⑦青木英里果（寄居城北） スポーツ（高校）
⑧山口彩稀（同）

2015/9/9 埼玉新聞

予選からの進出者 相
12 第37回埼玉県アマチュアゴルフ選手権大会2015
スポーツ（ゴルフ）
田芳男（寄居） 代紀幸（寄居） ※写真

2015/9/9 埼玉新聞

催し かわはくシルバーウィークまつり（寄居） 20-23日 県立 イベント情報
17 まちひとであい
川の博物館

2015/9/10 朝日新聞

寄居でオクトーバーフェスト 寄居町富田のバルツバイン 12 イベント情報
13 情報クリップ
日 ※ポスター画像

2015/9/10 毎日新聞

22 俳句 星野光二選 寄居 町田節子
11 地名は語る 埼玉の歴史と伝承 17 皆野（上） 鉢形城（寄居）の支城とし

2015/9/10 埼玉新聞
2015/9/11 読売新聞

投稿
連載

て、いくつもの城があった
短歌 三枝昻之選 【入選】寄居町 田中広美 川柳 西潟賢一 投稿
34 よみうり文芸
郎選 【佳作】寄居町 町田節子

スポットライト 寄居町にトンボ公園を作る会代表 仮谷浩二さん（63・
寄居町） トンボを通じ自然保護 ※写真2
全労済カップ争奪第40回県スポーツ少年団小学生軟式野球交流大
会 マッキーズら初戦突破 〈北部ブロック〉 6日、長瀞町総合グラウンドなど

2015/9/11 埼北よみうり

2

2015/9/11 埼玉新聞

6 で開会式と1回戦 ▷1回戦 マッキーズ（寄居）9-8秩父ドリームズ（四回コールド）

中町ジュニア（寄居）9-0用土コルツ（寄居）（五回コールド） 神川少年野球19-1城
南キングフィッシャーズ（寄居）（四回コールド） 妻沼スラッガーズ（熊谷）9-4オブス
マクラブ（寄居）（六回コールド）

地域

スポーツ（小学）

2015（平成27）年 寄居町新聞記事索引 7月～12月

（2017年12月作成時）

県スポーツ少年団柔道親善大会 第37回県スポーツ少年団柔道親善大会
2015/9/11 埼玉新聞

6

2015/9/11 埼玉新聞

9

2015/9/12 埼玉新聞

9

2015/9/12 埼玉新聞

11

2015/9/15 埼玉新聞
2015/9/15 埼玉新聞

兼県民総合体育大会スポーツ少年団の部 6日、県武道館 女子では中学2年の
大谷彩実（明道館寄居警察署）が頂点 「個人」【男子】▷小学4年 ③山口青（男衾
柔道クラブ） ▷中学1年 ①小林隼（男衾柔道クラブ） ▷同3年 ③大谷望夢（明道
館寄居警察署） 【女子】▷小学2年 ①井田実来（深谷柔道SEIWA会） ▷同6年 ①
井田侑希（深谷柔道SEIWA会） ▷中学1年 ①井田朋伽（深谷柔道SEIWA会） ③
小林弘美（男衾柔道クラブ） ▷同2年 大谷彩実（明道館寄居警察署）
2015県アマゴルフ 〈決勝大会第1日、10日・岡部チサン美里コース＝7084㍎、
パー72＝参加143人〉 最終ラウンド進出選手 +13 (76) 相田芳男85（47、38）
+14 (91) 代紀幸 86（41、45）
秋季高校野球 地区大会 北部 ▷E組1回戦 本庄9-4寄居城北
2015県アマゴルフ 〈決勝大会最終日、11日・岡部チサン美里コース＝7084
㍎、パー72＝参加143人〉 最終ラウンド成績 +27 (80) 相田芳男171＝8586
（4442）

〈北関東支部秋季大会〉 13日 庄和リトルシニアグラウンドなど
7 リトルシニア
「敗者復活トーナメント」 【A組】▷1回戦 深谷彩北2-1新座

スポーツ（小学）
スポーツ（中学）

スポーツ（ゴルフ）
スポーツ（高校）
スポーツ（ゴルフ）
スポーツ（中学）

軟式野球 第44回小川町野球スポーツ少年団会長杯争奪大会（12日まで・小川
7 町総合運動場ほか） ▷1回戦 用土コルツ（寄居）6-2嵐山ライナーズ ▷2回戦 東 スポーツ（小学）
秩父15-8用土コルツ

2015/9/15 埼玉新聞
2015/9/15 埼玉新聞

8 郷土力士星取表 【序二段】湊竜（寄居）や1-0 ※秋場所2日目
スポーツ（大相撲）
友好都市提携目指しオハイオ州から視察団 町内の企業や施設見学
13 （寄居） 寄居町と友好都市提携を目指している米国オハイオ州ユニオン郡メアリ 行政
ズビル市の視察団が7日から9日にかけ来町 ※写真

2015/9/15 埼玉新聞
2015/9/16
2015/9/16

朝日新聞
埼玉少年少女スポー
ツ

朝日新聞
埼玉少年少女スポー
ツ

「オクトーバーフェスト」 ソーセージ人気 手づくりハム 地域
15 寄居でドイツ気分
工房「バルツバイン」 12日、「オクトーバーフェスト」
ピアノ ピティナ東日本埼玉1地区本選 8月3・4日 第39回ピティナ・ピアノ
4 コンベンション東日本埼玉1地区本選 彩の国さいたま芸術劇場音楽ホール ♢C級 文化・芸術
4

＝小6以下 【本選優秀賞】久保直輝(寄居鉢形小5)
ピアノ ピティナ東日本埼玉2地区本選 8月5・6日 第39回ピティナ・ピアノ
コンベンション東日本埼玉2地区本線 彩の国さいたま芸術劇場音楽ホール ♢C級
＝小6以下 【本選奨励賞】久保直輝(寄居鉢形小5)
県内の2社にモンゴルが勲章 大使館で授与式 モンゴルの発展に寄与し
た日本人を表彰する「北極星勲章、友好勲章」の授与式 14日、都内のモンゴル大
使館 寄居町の自動車部品製造「シバサキ製作所」の柴崎猛会長が友好勲章を受
章 モンゴル人を研修生として受け入れ、技術の指導を行う ※写真
郷土力士星取表 【序二段】湊竜（寄居）や1-0 ※秋場所3日目
商業地、2年連続上昇 「南北の格差、拡大傾向」 基準地価 県は16
日、県内の平成27年度基準地価を公表 住宅地の平均変動率 下落幅の大きさで
は、①寄居町マイナス3.6％ 商業地の平均変動率 下落幅順は①寄居町マイナス
4.0％ ※26面に埼玉県の基準地価
米・メアリーズビル市長ら寄居を訪問 姉妹都市提携へ交流 （9/15埼
玉新聞と同内容） ※写真
県内基準地価 住宅市場は足踏み （同日の産経新聞と同内容） ※10、11
面に県内基準地価一覧、「下落率高順位」に寄居町の4カ所

文化・芸術

2015/9/16 埼玉新聞

2

2015/9/16 埼玉新聞

8

2015/9/17 産経新聞

27

2015/9/17 東京新聞

25

2015/9/17 埼玉新聞

3

2015/9/17 埼玉新聞

全労済カップ争奪第40回県スポーツ少年団小学生軟式野球交流大
7 会 〈北部ブロック〉 13日、長瀞町総合グラウンドなど ▷2回戦 長瀞ジャイアンツ スポーツ（小学）

2015/9/17 埼玉新聞
2015/9/18 埼玉新聞

9
8

2015/9/18 埼玉新聞

9

2015/9/19 埼玉新聞

9

2015/9/20 さいたま報知

3

2015/9/20
2015/9/21
2015/9/21
2015/9/22
2015/9/23
2015/9/24

埼玉新聞
埼玉新聞
埼玉新聞
埼玉新聞
埼玉新聞
埼玉新聞

2015/9/24 埼玉新聞

12
7
10
5
5
5

6-3マッキーズ（寄居）（四回コールド） 岡部（深谷）21-2中町ジュニア（寄居）（五回
コールド）
郷土力士星取表 【序二段】湊竜（寄居）○2-0 ※秋場所4日目
郷土力士星取表 【序二段】湊竜（寄居）や2-0 ※秋場所5日目
GSアブダビ 新井が出場 柔道の国際大会派遣 全日本柔道連盟 17日
発表 グランドスラム（GS）アブダビ大会（10月30日～11月1日）に新井千鶴が出場
郷土力士星取表 【序二段】湊竜（寄居）○3-0 ※秋場所6日目
県北中学生バスケットボール大会 第46回県北中学生バスケットボール大
会 8月22～30日、本庄総合公園体育館など 【女子】▷準々決勝 寄居60-41上里
▷準決勝 本庄南61-39寄居 ▷3位決定戦 深谷68-63寄居
郷土力士星取表 【序二段】湊竜（寄居）や3-0 ※秋場所7日目
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
郷土力士星取表 【序二段】湊竜（寄居）●3-1 ※秋場所8日目
郷土力士星取表 【序二段】湊竜（寄居）●3-2 ※秋場所9日目
郷土力士星取表 【序二段】湊竜（寄居）や3-2 ※秋場所10日目
郷土力士星取表 【序二段】湊竜（寄居）や3-2 ※秋場所11日目

経済・産業
スポーツ（大相撲）
経済・産業
行政
経済・産業

スポーツ（大相撲）
スポーツ（大相撲）
スポーツ（柔道）
スポーツ（大相撲）
スポーツ（中学）
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）
スポーツ（大相撲）

子どもたちの笑顔活力に おはなし会創立600回 寄居の「くわの実文
11 庫」 寄居町のお話ボランティアグループ「くわの実文庫」 町立図書館で開いてい 地域
る「おはなし会」が創立600回 ※写真

2015/9/25 埼北よみうり
2015/9/25 埼玉新聞
2015/9/26 朝日新聞

読み聞かせ会600回（寄居町） （9/24埼玉新聞と同内容） 地域
4 足かけ約３０年
※写真
12 郷土力士星取表 【序二段】☆湊竜（寄居）○4-2 ※秋場所12日目
スポーツ（大相撲）
県が大雨の農林業被害まとめる 県は25日、台風18号から変わった低気圧
29 の影響による豪雨の農林業関係の被害をまとめ、発表 加須市、寄居町、狭山
経済・産業
市、嵐山町で農業用施設などに6千万円の被害

2015（平成27）年 寄居町新聞記事索引 7月～12月

（2017年12月作成時）

2015/9/26 毎日新聞

豪雨被害 天候回復、水はけ進む 加須、寄
23 水稲、ソバ収穫影響なし
居、狭山で水路やため池の管理棟が壊れ、被害額は5700万円

2015/9/26 産経新聞

23 農林業の豪雨被害 2億円 （同日の朝日新聞、毎日新聞と同内容）
経済・産業
安全願う月の使者 寄居、啓発ドール70体目 秋の全国交通安全運動 10
月末まで、寄居町桜沢の国道140号と254号の交差点に、かぐや姫をモデルにした
1 交通安全啓発ドールを設置 交通安全ドールPS委員会 記念すべき70体目 ※写 地域

2015/9/26 埼玉新聞

経済・産業

真

2015/9/26 埼玉新聞

〈北関東支部秋季大会〉 23日まで 所沢航空記念公園野球場な
7 リトルシニア
スポーツ（中学）
ど 「敗者復活トーナメント」 【A組】▷2回戦 行田2-1深谷彩北（延長八回）

2015/9/26
2015/9/27
2015/9/28
2015/9/28

8
9
7
9

埼玉新聞
埼玉新聞
埼玉新聞
埼玉新聞

郷土力士星取表 【序二段】☆湊竜（寄居）や4-2 ※秋場所13日目
郷土力士星取表 【序二段】☆湊竜（寄居）や4-2 ※秋場所14日目
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
郷土力士星取表 【序二段】☆湊竜（寄居）●4-3 ※秋場所千秋楽
丸型ポスト昔懐かしく かんぽの宿で写真展（寄居） 姿を消しつつある丸

スポーツ（大相撲）
スポーツ（大相撲）
投稿
スポーツ（大相撲）

2015/9/29 埼玉新聞

14 型ポストの姿を収めた写真展 かんぽの宿寄居 作品15点 10月末まで 撮影者 地域

2015/10/1 毎日新聞

22 俳句 星野光二選 寄居・福田秋子
投稿
寄居の改築現場でまた火災 1日午前4時半ごろ、寄居町用土の改築工事中
けが人な
25 の住宅で、防水シートが燃えているのを巡回中の警察官が見つけ消火
事件・事故
し この住宅では9月28日にも不審火が発生、寄居署員が警戒 連続放火の疑い

は深谷市の西村勝実さん（76） ※写真

2015/10/2 朝日新聞

で捜査

2015/10/2 産経新聞
2015/10/2 東京新聞
2015/10/2 埼玉新聞
2015/10/5 埼玉新聞
2015/10/5 埼玉新聞

25 寄居の住宅で火災 放火視野に捜査 （同日の朝日新聞と同内容）
22 NEWSフラッシュ 寄居の民家で不審火続く （同日の朝日新聞と同内容）
16 ニュースクリップ 改築中の住宅でぼや、放火の可能性も（寄居） （同
日の朝日新聞と同内容）

事件・事故
事件・事故
事件・事故

寄居町 世帯
2 9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12,872 人口総数33,933 男16,827 女17,106

9 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
特選に内田さんら3人 作文コンクール 県審査に2692点応募 第65回

2015/10/6 読売新聞

32

2015/10/6 埼玉新聞

8

2015/10/6 埼玉新聞

9

2015/10/6 埼玉新聞

11

2015/10/9 埼北よみうり

4

2015/10/9 埼北よみうり

4

全国小・中学校作文コンクール（読売新聞社主催）の県審査 各部門の特選作品
は中央審査に進む 小学校低学年の部に302点の応募 内田早紀さん（寄居町立
寄居小3年）の「お茶のみともだち～加とうさんが教えてくれたこと」が特選を受賞
特選・入選作品一覧 【特選】♢小学校低学年の部（県教育長賞）「お茶のみともだ
ち～加とうさんが教えてくれたこと」（寄居町立寄居小3年 内田早紀） 【入選】♢中
学校の部 「僕の祖父は“認知症”」（寄居町立寄居中3年 内田侑希）
釣り場の魚に感謝 円良田湖でヘラブナ供養（寄居） 円良田湖で「へら
鮒供養祭」 寄居町観光協会の関係者ら約30人が参加 今年で46回目 ※写真
深谷彩北が2回戦敗退 上毛新聞社中学生硬式野球大会 第19回上毛
新聞社中学生硬式野球大会 群馬・桐生市広沢球場など ▷1回戦 深谷彩北リト
ルシニア3-2千曲ボーイズ ▷2回戦 桐生ボーイズ6-2深谷彩北リトルシニア
県高校新人大会 弓道 男子団体 寄居城北Ａ 初の栄冠 弓道 3、4日・
大宮公園弓道場 男子団体は寄居城北Aが決勝で浦和Bを競射の末破り、初の栄
冠を獲得 【男子】▷団体準々決勝 寄居城北A9-5慶応志木A ▷同準決勝 寄居城
北A9-7川越総合B ▷同決勝 寄居城北A8-8浦和B（競射3-2） ▷個人 ⑤権田（寄
居城北A）7中 【女子】▷団体準々決勝 春日部女B7-4寄居城北B
地元出身の陸上3選手 体育祭にサプライズ来場（寄居町） 箱根駅伝で
活躍し、現在実業団に所属している寄居町出身の宇野博之（25・HONDA）、設楽悠
太（23・同）、小山司（23・富士重工）の3選手が4日、地元男衾地区の体育祭にサプ
ライズ来場 住民から激励されインタビューを受ける ※写真

投稿

教育

地域
スポーツ（中学）

スポーツ（高校）

地域

2015/10/9 埼北よみうり

地場産だから新鮮！安心！ 埼北の旬！その141 エキナセア（寄居
経済・産業
町） ※写真2
部活 頑張る県北の小中高生 第188回 寄居町立城南中学校 剣道部
7 ※写真
連載

2015/10/9 埼玉新聞

寄居で男衾地区体育祭 （同日の埼北よみう 地域
9 地元出身の陸上選手登場
りと同内容） ※写真

2015/10/10 朝日新聞
2015/10/10 毎日新聞
2015/10/10 毎日新聞

●瑞宝双光章 ▷大木森雄（警察・寄居） （同日の読
26 危険業務従事者叙勲
売、毎日、日経、産経、東京、埼玉の各紙にも記事）

叙位叙勲

22 俳句 星野光二選 寄居・町田節子
投稿
全国学力テ 44市町の正答率公表 県教委 独自に公開の自治体も
23 県教育委員会は9日、今年4月に行った全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）
教育
で、市町村別の平均正答率をホームページ上で公表 44市町村が公開に同意 ※
表－全国学力・学習状況調査の県内市町村別平均正答率（％）に寄居町の結果

2015/10/12 埼玉新聞
2015/10/12 埼玉新聞
2015/10/15 毎日新聞
2015/10/15 埼玉新聞
2015/10/16 読売新聞
2015/10/16 毎日新聞

7 埼玉俳壇 星野光二選 （寄居）石澤無涯 （寄居）吉澤紀子 （寄居）吉澤祥匡 投稿
東日本中学大会埼玉・栃木予選第2日（11日・熊谷ラグビー場） ▷2回
18 ラグビー
スポーツ（中学）
戦 寄居40-12熊谷東
26 俳句 星野光二選 寄居・町田節子
投稿
リトルシニア
深谷彩北2勝目
〈北部ブロックリーグ〉 11日、深谷市川本グラ
7 ウンド 深谷彩北8-1熊谷（五回コールド）
スポーツ（中学）
34 よみうり文芸 川柳 西潟賢一郎選 【入選】寄居町 柴﨑真一
投稿
インフォメーション イベント 第10回お月見の会 24日 鉢形城公園三の曲輪
22
イベント情報
ギャラリー 第16回よりい絵画展 18日まで 寄居町中央公民館

2015（平成27）年 寄居町新聞記事索引 7月～12月

2015/10/16 埼玉新聞

（2017年12月作成時）

10周年記念し寄居に植樹 資源循環工場事業者協議会 彩の国資源循
2 環工場事業者協議会は15日、同工場の創業10周年を記念し寄居町役場庁舎敷地 経済・産業
内にヒノキ科のチャボヒバを植樹 ※写真

2015/10/17 東京新聞
2015/10/17 埼玉新聞

巨大なかぐや姫が安全運転呼び掛け 寄居にお目見え （9/26埼玉新聞
22 と同内容） ※写真
地域
最新産廃処理場 県内職員が視察 エコ計画、群馬の施設 エコ計画（さ
いたま市）の産業廃棄物処理施設「群馬エコスペース」（渋川市）を16日、県内の行

4 政職員らが視察 最新の安定型最終処分場 同社は寄居町と嵐山町に中間処理 行政
総合リサイクル施設を運営 ※写真

2015/10/17 埼玉新聞
2015/10/17 埼玉新聞
2015/10/18 埼玉新聞
2015/10/19 埼玉新聞
2015/10/19 埼玉新聞
2015/10/20 埼玉新聞

寄居の名勝描いた作品も あすまで「よりい絵画展」 寄居町の絵画サー
7 クルなどが主催する公募展「よりい絵画展」 18日まで、町中央公民館 町内外か 文化・芸術
ら寄せられた104点を展示 ※写真

17 つれづれ 秋の便り 大野順一（寄居町、69歳）
決勝は寄居と熊谷吉岡 東日本中学ラグビー予選 17日、熊谷ラグビー
7 場で準決勝を行い、寄居と熊谷吉岡が決勝に進む ▷準決勝 寄居66-12熊谷大
幡

投稿
スポーツ（中学）

寄居、快勝Ｖ ラグビー東日本中学大会予選 18日、熊谷ラグビー場Cグラ
7 ウンド 決勝で寄居が快勝 ▷決勝 寄居41-26熊谷吉岡 ※出場メンバー
スポーツ（中学）
11 埼玉俳壇 星野光二選 （寄居）吉澤紀子 （寄居）吉澤祥匡
投稿
個人住民税徴収で県が13市町を表彰 2014年度に個人住民税の徴収で優
2 れた実績を上げた市町村の表彰式 19日、知事公館 【納税率アップ部門】▷町村 行政
別 寄居町 ※写真

横瀬など2回戦へ 朝香主将（中町）の宣誓で開幕 県スポ少野球北部
ブロック結成記念大会 第34回県スポーツ少年団野球部会北部ブロック結成
2015/10/20 埼玉新聞

18日、寄居運動公園 開会式で団員綱領を、開催地の寄居町から野地
9 記念大会
スポーツ（小学）
琳々星（オブスマクラブ）菊池丈(城南キングフィッシャーズ)田島智也(マッキーズ)
信太尚(中町ジュニア)柿沼慶吾(用土コルツ)の５選手が朗読 中町ジュニアの朝香
一道主将が宣誓 ※写真

2015/10/20 埼玉新聞

31日、女性参加者募集（寄居） 寄居町商工 地域
14 ハロウィンで婚活イベント
会は31日、婚活イベント「ハロウィンだよ！よりい街コン」を開く

2015/10/20 読売新聞

35 改組新第2回日展初入選者 【洋画】▷松村泰弘（寄居町）
まちひとであい 催し よりい街バル（寄居） 31日-11月7日、寄居駅周辺の飲
11 食店など

文化・芸術
投稿

2015/10/22 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
13 地名は語る 埼玉の歴史と伝承 22 秩父市特別編（2）旧大滝村 「麻

2015/10/23 朝日新聞
2015/10/23 読売新聞

17
27

スポーツ（プロ野球）
スポーツ（プロ野球）

2015/10/21 埼玉新聞
2015/10/22 毎日新聞

2015/10/23 埼北よみうり

6

2015/10/23 埼北よみうり

7

2015/10/23 毎日新聞

21

2015/10/23 埼玉新聞

9

2015/10/23 埼玉新聞
2015/10/23 埼玉新聞

17
18

2015/10/23 スポーツニッポン

4

2015/10/25 埼玉新聞

11

2015/10/26 埼玉新聞

7

2015/10/27 産経新聞

23

2015/10/27 埼玉新聞

6

2015/10/27 埼玉新聞

6

2015/10/27 埼玉新聞

10

2015/10/28 朝日新聞

30

2015/10/28 読売新聞

33

2015/10/28 埼玉新聞

7

生」は鉢形城の落人と伝えられる
育成枠に28人 【巨人】④田島洸成（19、内＝ＢＣリーグ武蔵）
「育成」28人指名 7球団 ▷巨人④田島洸成（内、武蔵ヒートベアーズ）
埼北11月info 10月31日（土）～11月1日（日） ♦寄居秋まつり 寄居市街地
（寄居町）
貴重な日本刀を展示 名刀展開催中（寄居町） ～11／29（日） 第58回
埼玉県名刀展 鉢形城歴史館
DRAFT2015 ♢育成選手 ▷巨人 ④田島洸成（内、ＢＣリーグ・武蔵）
DRAFT2015 武蔵から育成5人 プロ野球の育成ドラフト 22日 BCリーグ所
属の武蔵ヒートベアーズから5選手が指名を受ける 巨人から4位に田島洸成遊撃
手（寄居町出身） 全力プレーで 巨人育成4位・田島遊撃手（寄居町出身）※コ
メント、写真
つれづれ 子どもの人権守る 石沢邦彦（寄居町、70歳）
改組新第2回日展初入選者 ＝埼玉関係 【洋画部】▷松村泰弘＝寄居町
育成枠指名選手 巨人 ④田島洸成 内 帝京－ＢＣ・武蔵 走攻守のバランス
良し
世相反映した作品も あすまで熊谷 蒼騎会埼北展 全国規模で活動する
絵画グループ「蒼騎会」 県北地域の会員の作品を集めた「第8回蒼騎埼北展」
26日まで 八木橋百貨店 寄居町などから24人が出品
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
軽乗用車にはねられ僧侶の86歳男性重体 26日午後1時35分ごろ、寄居
町今市の県道交差点で、同町赤浜の僧侶男性（86）が軽乗用車にはねられ重体
寄居署は軽乗用車を運転していた女性（68）を逮捕
郷土力士新番付 【三段目】湊竜（寄居・湊）
県中学新人大会 ソフトボール 26日（第2日・鶴ヶ島市運動公園ほか） ▷2回
戦 さいたま指扇13-3寄居城南（三回コールド）
祭り仕切る年番札 本町区 完成し決意新た（寄居） 寄居町の中心市街
地で31日、11月1日に開かれる「寄居秋まつり」に向け、年番の札が完成 本町区
の役員が決意を新たに ※写真
さいたま文化 俳壇 鎌倉佐弓選 （寄居）中村茂
ミカン狩り 今年は豊作 寄居町風布、小林の両地区に広がるミカン園が開園
※写真
まちひとであい 催し 町民ハイキング（寄居） 31日、寄居運動公園駐車場集
合

イベント情報
連載

観光
文化・芸術
スポーツ（プロ野球）
スポーツ（プロ野球）
投稿
文化・芸術
スポーツ（プロ野球）
文化・芸術
投稿
事件・事故
スポーツ（大相撲）
スポーツ（中学）
地域
投稿
観光
イベント情報

2015（平成27）年 寄居町新聞記事索引 7月～12月

2015/10/29 毎日新聞

（2017年12月作成時）

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
花園など4強 県スポ少野球北部ブロック結成記念大会 25日、寄居運動
公園 ▷2回戦 美里少年野球12-4用土コルツ（寄居）（五回コールド） 岡部（深谷）

2015/10/29 埼玉新聞

2015/10/29 埼玉新聞
2015/10/29 埼玉新聞
2015/10/30 読売新聞
2015/10/30 埼玉新聞

マッキーズ（寄居）9-3荒川少
9 9-0城南キングフィッシャーズ（寄居）（五回コールド）
スポーツ（小学）
年野球（秩父）（五回コールド） 本庄エンゼルス11-5中町ジュニア（寄居）（五回
コールド） 上里JBマリーンズ7-0オブスマクラブ（寄居）（四回コールド） ▷準々決
勝 マッキーズ（寄居）10-7岡部（五回コールド）
「地元の応援感謝」 武蔵 シーズン報告会 独立プロ野球チーム「武蔵ヒー
10 トベアーズ」のシーズン報告会 26日、熊谷市 巨人に育成ドラフト4位指名を受け スポーツ（プロ野球）
た寄居町出身の田島洸成内野手（19）※コメント、写真
地名は語る 埼玉の歴史と伝承 23 秩父市特別編（3）旧荒川村 地域
15 に住んだ鉢形城の家臣の「分限録」には「贄川」を「熱川」と記載 「上田野」は鉢形 連載
城の家臣、三上外記が下田野から移住して改名したといわれる

全国小・中学校作文コンクール埼玉審査 特選3作品㊤ 「お茶のみ友
31 だち～加とうさんが教えてくれたこと～」 小学低学年の部 内田早紀 教育
さん(寄居町立寄居小3年） ※写真、作文全文
武蔵5選手に指名あいさつ 巨人・中日 武蔵ヒートベアーズ球団事務所に
8 29日、巨人・中日両球団のスカウト担当が訪れあいさつ 田島洸成内野手（寄居町 スポーツ（プロ野球）
出身） ※コメント、写真
サッカー 平成27年度県第4種リーグ戦（4日まで） 「北部地区予選」 ▷D組 ⑤
J-FEZNTSFC（寄居）⑧男衾（寄居） ▷E組 ⑧城南FC（寄居） ▷F組 ①寄居
FC2001
上州路目指し駆ける 来月3日東日本実業団対抗駅伝 第56回東日本実
業団対抗駅伝競走大会 11月3日、埼玉県庁から熊谷市のコース 来年元日の全
日本実業団対抗駅伝の予選を兼ねて行われる コニカミノルタは、2区で前回区間
賞の設楽啓太が故障明けなのが気がかり Ｈｏｎｄａは、設楽悠太が世界選手権に
出場するなど充実 ※写真 「区間新記録出したい」 Ｈｏｎｄａ 設楽悠太
※インタビュー、写真
つれづれ エゾビタキ 大野順一（寄居町、69歳）
第68回全国高校バレー埼玉大会 31日 各地区予選第1日 ♢北部 【女子】
▷2回戦 北本2-1寄居城北

2015/10/30 埼玉新聞

10

2015/10/31 毎日新聞

23

2015/10/31 埼玉新聞

21

2015/11/1 埼玉新聞

10

2015/11/1 埼玉新聞

第27回全国高校女子駅伝県予選 全国出場権懸け5日決戦 ※寄居
12 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 スポーツ（高校）

2015/11/1 埼玉新聞

第66回全国高校男子駅伝県予選 全国出場権懸け5日決戦 ※寄居町
13 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） 本庄（城南・1） スポーツ（高校）

2015/11/1 埼玉新聞

第95回全国高校ラグビー埼玉大会 第4日、31日・熊谷ラグビー場 ▷準々
20 決勝 浦和36-10昌平 ※出場メンバー【昌平】FW梶井 ※梶井直斗（昌平高2年、 スポーツ（高校）

2015/11/2 東京新聞
2015/11/2 東京新聞
2015/11/2 埼玉新聞
2015/11/2 埼玉新聞

スポーツ（小学）

スポーツ（陸上）

投稿
スポーツ（高校）

居・1） 松山女（男衾・1） 埼玉平成（城南・2）

聖望学園（男衾・1） 武蔵越生（男衾・1） 埼玉平成（城南・1）

寄居中出身）

昔ながらの味で人気です 寄居でミカン狩りシーズン始まる 寄居町の
18 山腹に広がる観光ミカン園が本格的なミカン狩りシーズンに入る ※写真
寄居秋まつり 自慢の山車巡行 7000人にぎわう 「寄居秋まつり」が一
18 日、寄居町の中心市街地で開かれた ※写真

観光
観光

7 埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 （寄居）吉澤紀子
投稿
第94回全国高校サッカー埼玉大会 第5日、1日・熊谷スポーツ文化公園陸
上競技場 ▷準々決勝 正智深谷3-0埼玉栄 数的優位 攻撃に勢い 途中出
10 場ながら後半だけで1ゴール1アシストの田島 ※田島帆貴（正智深谷高2年、寄居 スポーツ（高校）
中出身）、写真

2015/11/2 埼玉新聞

17 つれづれ 空手、それぞれの道 高橋正樹（寄居町、48歳）
投稿
県立川の博物館 改修工事で休館 来月から本年度末まで 県立川の博
18 物館（寄居町）が、老朽化した施設の改修工事のため12月から来年3月末まで全面 行政

2015/11/3 毎日新聞

駅伝 東日本実業団対抗 きょう号砲 第56回東日本実業団対抗駅伝競走
19 大会 コニカミノルタの設楽啓太は故障の影響で補欠 Hondaは設楽悠太が2区を スポーツ（陸上）

2015/11/2 埼玉新聞

2015/11/3 埼玉新聞
2015/11/4 毎日新聞
2015/11/4 埼玉新聞
2015/11/5 毎日新聞

休館 ※写真

務める ※オーダー表 Honda 2区 設楽 SUBARU 4区 小山

物づくり作家７人 日本料理店で展示（寄居） 寄居町を中心にした物づくり
15 作家7人による「七人展」 先月27日から3日間、日本料理店「喜楽」 ※写真
地域
ホンダ 終盤逆転Ｖ 東日本実業団駅伝 第56回東日本実業団対抗駅伝競
25 走大会 3日 埼玉県庁-熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 ホンダが5年ぶり5回 スポーツ（陸上）
目の優勝 2区は昨年に続き、エースの設楽悠太選手が力走

ホンダ5年ぶり優勝 設楽悠が2区区間賞 東日本実業団駅伝 （同日の
12 毎日新聞と同内容） ※写真
スポーツ（陸上）
22 俳句 星野光二選 寄居・町田節子
投稿

2015（平成27）年 寄居町新聞記事索引 7月～12月

（2017年12月作成時）

県中学新人大会 柔道 4日（第1日・県武道館） 【男子】▷個人50㌔級準決勝
2015/11/5 埼玉新聞

2015/11/6 読売新聞

2015/11/6 埼玉新聞

梛原（深谷南） 優勢 新福（寄居） ▷同60㌔級準決勝 石岡（寄居男衾） 反則勝ち
三塚（さいたま大砂土） ▷同決勝 石岡 一本勝ち 小池（さいたま田島） 【女子】▷
11 個人40㌔級準決勝 小泉（さいたま大宮八幡） 一本勝ち 関口（寄居） ▷同44㌔級 スポーツ（中学）
準決勝 野中（熊谷東） 一本勝ち 小林（寄居男衾） ▷同57㌔級準決勝 井田（寄
居） 優勢 板東（朝霞三） ▷同決勝 井田 反則勝ち 高橋（東松山北） ▷同63㌔級
準決勝 中田（さいたま田島） 一本勝ち 大谷（寄居） ※写真
作文コンクール埼玉県審査 「第65回全国小・中学校作文コンクール」の県審
査 ♢特選♢【小学校低学年の部（県教育長賞）】「お茶のみ友だち～加とうさんが教
えてくれたこと～」寄居町立寄居小3年 内田早紀（隈江君恵教諭） ♢【中学校の
34 部】「僕の祖父は“認知症”」寄居町立寄居中3年 内田侑希（大沢尚子教諭） 受賞 教育
者喜びの声 見かけで判断しないこと 寄居町立寄居小3年 内田早紀
さん ※写真

市町村との連携密に 体制強化し税収確保 「平成27年度個人住民税
市町村表彰」受賞団体の長と知事との意見交換会 意見交換会出席者
納税率アップ部門 花輪利一郎・寄居町長 ※写真 滞納整理のスキル向上
10
行政
花輪寄居町長 ※表-平成27年度個人住民税市町村表彰受賞団体 納税率
アップ部門 寄居町 （実績）2.76ポイント 表-平成26年度県内市町村個人市町村
民税納税率一覧 寄居町 92.5％ 37位

県中学新人大会 柔道 5日（第2日・県武道館） ▷男子団体2回戦 寄居男衾
2015/11/6 埼玉新聞

4-1さいたま上大久保 ▷同3回戦 吉川南3-2寄居男衾 ▷女子団体1回戦 さいた

14 ま田島3-0寄居男衾 ▷同2回戦 寄居3-0秩父一 ▷同準々決勝 寄居1-0川口芝

スポーツ（中学）

西 ▷同準決勝 さいたま田島1-0寄居

2015/11/6 埼玉新聞
2015/11/7 埼玉新聞

全国高校駅伝県予選 女子 ♢総合成績 ⑤熊谷女 第2区（4.0975㌔） 坂本
14 尚子 ⑤14分39秒 ※坂本尚子（熊谷女高2年、寄居中出身）
スポーツ（高校）
フィルム写真を中心に59点展示 寄居であすまで 県北地域の写真愛好
7 家グループ「フォト光と水」の写真展 6日、よりい会館で始まる 荒川流域の風景を 文化・芸術

2015/11/7 埼玉新聞

9

2015/11/7 埼玉新聞

10

2015/11/7 埼玉新聞

10

2015/11/8 埼玉新聞

6

2015/11/8 埼玉新聞

13

2015/11/10 埼玉新聞
2015/11/10 埼玉新聞
2015/11/10 埼玉新聞
2015/11/10 埼玉新聞

収めたフィルム写真59点を展示 8日まで ※写真
リトルシニア 〈フレッシュマン大会〉 1、3日、庄和リトルシニアグラウンドなど
宇都宮3-2深谷彩北
県中学新人大会 ラグビー 6日（第2日・熊谷ラグビー場Bグラウンド） ▷2回戦
寄居60-17深谷南
東日本中学ラグビーあす開幕 寄居、熊谷吉岡、深谷が出場 ラグビー
の第35回東日本中学大会 8日、水戸ツインフィールドで1回戦 埼玉・栃木予選優
勝の寄居ほか出場 2年連続3度目の寄居は桐蔭学園（神奈川2位）と対戦 ※写
真、登録メンバー
県中学駅伝 第83回埼玉駅伝中学の部 7日、熊谷スポーツ文化公園特設コー
ス 【男子区間1位記録】▷5区 金子俟生（寄居男衾）
ワカサギ釣り解禁 寄居の円良田湖 9㌢クラスも 円良田湖でワカサギ釣
りが解禁 ※写真

スポーツ（中学）
スポーツ（中学）
スポーツ（中学）
スポーツ（中学）
観光

10 7台の山車巡行 秋まつりに7000人（寄居） （11/2東京新聞と同内容）
観光
リトルシニア 〈北部ブロックリーグ〉 3日、深谷市川本グラウンド 加須9-3深谷
11 彩北
スポーツ（中学）
12 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）●0-1 ※九州場所2日目
スポーツ（大相撲）
第94回全国高校サッカー埼玉大会 第6日、8日・浦和駒場スタジアム ▷準
15 決勝 正智深谷0-0浦和東（PK4-2） ※出場メンバー【正智深谷】田島（正智深谷 スポーツ（高校）
高2年、寄居中出身）

2015/11/11 埼玉新聞
2015/11/11 埼玉新聞

12 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）や0-1 ※九州場所3日目
スポーツ（大相撲）
県中学新人大会 ラグビー 10日（第3日・熊谷ラグビー場Bグラウンド） ▷準決
11 勝 城西川越12-12寄居（城西川越の抽選勝ち） ※出場メンバー
スポーツ（中学）

2015/11/12 埼玉新聞

19 まちひとであい 催し 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
21 つれづれ 11月2日 大野順一（寄居町、69歳）
投稿
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
2 数12,873 人口総数33,902 男16,809 女17,093
統計

2015/11/12 埼玉新聞

県スポ少野球北部ブロック結成記念大会 第34回県スポーツ少年団野球
12 部会北部ブロック結成記念大会 寄居運動公園 ▷準決勝 美里少年野球7-6マッ スポーツ（小学）

2015/11/11 埼玉新聞
2015/11/11 埼玉新聞

キーズ（寄居）（六回コールド）

2015/11/12 埼玉新聞
2015/11/13 読売新聞
2015/11/13 埼北よみうり

14 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）●0-2 ※九州場所4日目
スポーツ（大相撲）
32 よみうり文芸 短歌 三枝昻之選 【入選】寄居町 田中広美
投稿
ドラフト 育成指名5選手 武蔵ヒートベアーズ（熊谷市） 巨人から 田島
4 洸成内野手（育成4巡目） ※田島選手コメント、写真
スポーツ（プロ野球）

2015/11/13 埼北よみうり

11/15（日） イベント盛りだくさん ふるさとの祭典市（寄居町） 「ふるさと
6 の祭典市」 15日（日）、寄居町の市街地商店街を会場に開催 ※写真
地域
エンタメ 作品展 清澤正孝水彩画展 寄居町の画家清澤正孝さんのスケッチ
6 画と水彩画 11月18日（水）～29日（日） カフェギャラリー風の丘（長瀞町） ※画 イベント情報

2015/11/13 埼北よみうり

エンタメ 作品展 ふるさとを描く恒木進油絵展 寄居町在住の恒木進さんの油
6 絵約50点を展示 11月19日（木）～23日（月・祝） 東秩父村和紙の里 ※画像
イベント情報

2015/11/13 埼北よみうり

像

2015（平成27）年 寄居町新聞記事索引 7月～12月

2015/11/13 埼玉新聞
2015/11/13 埼玉新聞
2015/11/13 埼玉新聞
2015/11/13 埼玉新聞
2015/11/14 埼玉新聞

（2017年12月作成時）

「彩の国工場」にショーモンなど 県、24社を指定 県の「彩の国工場」に24
2 社指定 12日、知事公館で指定式 ※嶋田製作所（富田）指定
経済・産業
県中学新人大会 剣道 12日（第1日・県武道館） ▷男子団体1回戦敗退校 寄
10 居
スポーツ（中学）
10 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）○1-2 ※九州場所5日目
スポーツ（大相撲）
皆野寄居バイパスで車両事故の防災訓練 県道路公社は11日、国道140
15 号皆野寄居バイパスのトンネル内での車両事故を想定した防災訓練 ※写真
行政
スタンプラリー開催 きょう記念切符発売 秩父鉄道 秩父鉄道は、沿線の
秩父鉄道沿線キャラクター
7 7体のキャラクターのスタンプを集める「県民の日記念
地域
スタンプラリー」を23日まで開催 スタンプ設置駅 寄居(乙姫ちゃん) ※記念品画
像

2015/11/14 埼玉新聞
2015/11/15 埼玉新聞

10 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）や1-2 ※九州場所6日目
9 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）●1-3 ※九州場所7日目
入選児童を表彰 荒川図画コンクール 特選など72点 「荒川図画コン

2015/11/15 埼玉新聞

16 長】當間結心(寄居桜沢小） 【秩父市賞】松本知恵(寄居小) 【荒川ダム総合管理 教育

2015/11/16 埼玉新聞
2015/11/16 埼玉新聞
2015/11/16 埼玉新聞

スポーツ（大相撲）
スポーツ（大相撲）

クール」の表彰式 14日、浦和コミュニティーセンター 入賞者 【県立川の博物館
所長賞】中島知也(寄居用土小) 【荒川上流河川事務所長賞】武井蓮(寄居桜沢
小) ※写真
正智深谷3年ぶりＶ 第34回全国高校サッカー埼玉大会 15日、埼玉スタ
1･11 ジアム ▷決勝 正智深谷1-0西武台 ※田島帆貴（正智深谷高2年、寄居中出身） スポーツ（高校）
出場

2015/11/16 埼玉新聞

7 埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 （寄居）吉澤紀子 （寄居）石澤無涯 （寄居）吉澤祥匡 投稿
8 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）や1-3 ※九州場所8日目
スポーツ（大相撲）
弓道県高校選手権 14日まで 大宮公園弓道場 ▷女子個人 ②中野（寄居城
9 北）
スポーツ（高校）

2015/11/17 読売新聞

4選手 巨人と仮契約 武蔵ヒートベアーズ プロ野球ドラフト会議で、巨人か
34 ら育成枠で指名された武蔵ヒートベアーズの4選手が16日、熊谷市の球団事務所 スポーツ（プロ野球）
で仮契約 田島洸成内野手（19）（育成4位） ※写真

2015/11/17 埼玉新聞
2015/11/17 埼玉新聞

8 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）○2-3 ※九州場所9日目
スポーツ（大相撲）
往年の名車40台 華やかパレード（寄居） ホンダ寄居工場を抱える寄居町
12 で15日、ホンダ往年の名車によるクラシックカーパレード 関東各地から参加した 観光
40台 ※写真

2015/11/18 東京新聞
2015/11/18 埼玉新聞
2015/11/18 埼玉新聞
2015/11/19 毎日新聞
2015/11/19 毎日新聞

来年、新市誕生10周年 深谷市歌が完成 深谷市は17日、現在の市が誕
24 生して来年一月で十年となるのを記念し制定した市歌を発表 NPO法人「緑と文化 地域
と福祉の街」代理理事で音楽家の松原真治さん(51)＝寄居町＝が作曲 ※写真
寄居でミカン狩り 寄居町の風布、小林地区でミカン狩り 観光
1 たわわな実に笑顔
が盛り ※写真
13 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居）や2-3 ※九州場所10日目
スポーツ（大相撲）
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

東武鉄道 TJライナー上りでも 来春のダイヤ改正 東上線・朝の通勤
帯 東武鉄道は来春のダイヤ改正で、「TJライナー」を上りでも森林公園-池袋駅

25 で朝の通勤時間帯に運行を始めると発表 28日からは、東上線の全線開通90周

2015/11/19 埼玉新聞
2015/11/19 埼玉新聞

6
7

2015/11/20 埼玉新聞

9

2015/11/20 埼玉新聞

10

2015/11/20 埼玉新聞

11

2015/11/20 埼玉新聞

15

2015/11/20 埼玉新聞

15

2015/11/20 埼玉新聞

年を記念し、行楽列車「フライング東上号」のリバイバルカラー車両2編成を運行
カラーリングの1編成は東上線の小川町-寄居駅間などで当面の間、運行 ※写真
リトルシニア 〈北部ブロックリーグ） 「最終成績」⑪深谷彩北（2勝8敗）
郷土力士星取表 【三段目】★湊竜（寄居）●2-4 ※九州場所11日目
54チーム組み合わせ決まる 県4種サッカー選手権 第9回県第4種サッ
カーリーグ選手権の代表者会議 14日、さいたま市 各ブロックを勝ち上がった54
チームの組み合わせ決まる ※寄居FC2011出場
郷土力士星取表 【三段目】★湊竜（寄居）や2-4 ※九州場所12日目
関東高校駅伝あす号砲 出場校紹介 男子第68回、女子第24回関東高校
駅伝 21日、千葉県 ▷男子 武蔵越生 6(区)時田俊吾 3(年) 寄居男衾(出身中学)
▷女子 熊谷女 1(区)坂本尚子 2(年) 寄居(出身中学)
名所や偉人を歌詞に 深谷市歌22日披露 NPOが作詞、作曲 （11/18
東京新聞と同内容） ※写真
昭和の行楽列車28日から運行 東武鉄道、記念ツアーも （11/19毎日
新聞と同内容） 記念ツアーは定員450人 池袋駅～寄居駅でリバイバル車両2編
成を運行 ※写真

ひげ伸ばす11月 普及活動を推進 寄居の大橋正宏さん モベンバー
月間 男性の病気を啓発 11月はひげを伸ばそう 「ヒゲ倶楽部」が呼び掛け

19 ひげを通じて前立腺がんなど男性特有の病気に対する理解と予防を訴える運動

2015/11/21 埼玉新聞
2015/11/22 さいたま報知

10
3

2015/11/22 東京新聞

22

2015/11/22 埼玉新聞

6

「モベンバー」の一環 寄居町の「大橋理容室」を営む大橋正宏さん（48）も参加者
の一人 自慢のひげを揺らしアピール ※写真
郷土力士星取表 【三段目】★湊竜（寄居）や2-4 ※九州場所13日目
第28回上尾シティマラソン 【女子】▷3㌔中学生 ⑤松本優澄（寄居男衾）
ホンダの名車 40台集結 寄居の商店街でパレード （11/17埼玉新聞と同
内容） ※写真
郷土力士星取表 【三段目】★湊竜（寄居）や2-5 ※九州場所14日目

経済・産業
スポーツ（中学）
スポーツ（大相撲）
スポーツ（小学）
スポーツ（大相撲）
スポーツ（高校）
地域
経済・産業

地域
スポーツ（大相撲）
スポーツ（中学）
地域
スポーツ（大相撲）

2015（平成27）年 寄居町新聞記事索引 7月～12月

2015/11/22 埼玉新聞

（2017年12月作成時）

関東高校駅伝 男子第68回、女子第24回関東高校駅伝 21日、千葉県総合ス
16 ポーツセンター東運動場折り返しコース 【男子】㉒武蔵越生 【女子】㊶熊谷女
スポーツ（高校）
※11/20埼玉新聞の結果記事

2015/11/23 埼玉新聞
2015/11/23 埼玉新聞
2015/11/24 埼玉新聞

2015/11/24 埼玉新聞

2015/11/24 埼玉新聞

7 埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 （寄居）吉澤紀子 （寄居）石澤無涯 （寄居）吉澤祥匡 投稿
6 郷土力士星取表 【三段目】★湊竜（寄居）や2-5 ※九州場所千秋楽
スポーツ（大相撲）
武蔵4選手ら新入団を発表 巨人は23日、東京ドームで行われたファン感謝イ
7 ベントで新入団選手を発表 【育成】▷4位 田島洸成内野手（19）＝ルートインBC スポーツ（プロ野球）
リーグ武蔵、175㌢、78㌔、右投げ左打ち、018(背番号)
県高校新人大会 少林寺拳法 23日（22日・いずみ高校） 【男子】▷自由組演
武 ③佐藤、堀（小川） 【女子】▷自由組演武 ①大谷綾花、中島帆乃香（小川）
8 ※佐藤伸、大谷綾花（小川高3年、寄居中出身）、中島帆乃香（小川高3年、城南中 スポーツ（高校）
出身）

地元の民話聴いて 初めての自主公演 28日、町立図書館（寄居） よ
12 りい民話研究会の民話語りグループ「きいてみぃ」 28日、町立図書館で初めての 地域
自主公演

2015/11/25 埼玉新聞

銀座で地元野菜をPR、JAふかや 深谷市、寄居町の旬の食 経済・産業
4 情報クリップ
材や調理法を広く発信しようとJAふかやが21日、銀座三越で即売会 ※写真

2015/11/26 毎日新聞
2015/11/26 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ
2015/11/26 朝日新聞

26 俳句 星野光二選 寄居・町田節子
2 県中学校新人大会柔道の部 （11/5、6埼玉新聞と同内容）
2 県駅伝競走大会中学校の部 （11/8埼玉新聞と同内容）

2015/11/26 埼玉新聞

地名は語る 埼玉の歴史と伝承 27 上里町 「勅使河原」の小字に「勝場
19 （かっぱ）」の地名 神流川合戦で後北条氏の軍勢が勝った場所 北条氏邦率いる 連載

埼玉少年少女スポーツ

投稿
スポーツ（中学）
スポーツ（中学）

北条軍と滝川一益の軍勢が戦う

2015/11/27 埼北よみうり

up 公演 第1回「きいてみぃ」図書館公演 寄居町の民話の語り
6 pick
11月28日 寄居町立図書館

イベント情報

2015/11/27 埼玉新聞

スポットライト 武蔵ヒートベアーズ 田島洸成さん（19・寄居町） 育成
スポーツ（プロ野球）
枠で巨人入り 活躍誓う
27 清水薫さん91歳 （しみず・かおる＝寄居町元助役）
訃報
エコ計画 誰もが活躍 能力発揮 ジェイコムと提携 障害者雇用を促進
寄居で新事業 総合リサイクル事業を手掛けるエコ計画（さいたま市）とジェイコ
6 ムハート（千代田区） 障害者雇用の促進で提携し事業化 エコ計画が寄居町に開 経済・産業

2015/11/27 埼玉新聞

設した新リサイクル工場「Ｅスペース」で障害のあるジェイコムハートの従業員が手
作業 井上綱隆社長が寄居町で記者会見 ※写真2
23 清水薫氏 （しみず・かおる＝元寄居町助役）
訃報

2015/11/27 埼北よみうり
2015/11/27 毎日新聞

2015/11/29 毎日新聞

2

「五輪出場決めて！」大歓声アルカス勢活躍 ラグビー女子日本代表
アジア予選3勝 7人制ラグビーでリオ五輪出場を目指す女子日本代表が28日、

28 アジア予選日本大会に挑んだ 会場の秩父宮ラグビー場で「アルカス熊谷」のチー その他
ムメイトらが応援 アルカスアカデミーの寄居町立男衾中1年、杉田生璃さん（13）
は目を輝かせていた
埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 （寄居）吉澤紀子
埼玉囲碁名人戦 第58期埼玉囲碁名人戦の決勝大会 29日、囲碁サロンさい
たま新都心 【準々決勝】森屋偉作（寄居）-4目半-△曽我部敏行（さいたま） 【準
決勝】森屋-中押し-△小川健太（さいたま） 【決勝】△池田晃希（さいたま）-中押し
-森屋 （△印先番） ※写真
環境整備センターの15年間延長など調印 県と寄居町 県営最終処分場
「環境整備センター」 県は30日、知事公館で寄居町と埋め立て期間を15年間延長
することなど「公害防止協定書」の改定の調印式 ※写真
未来に名水残そう 車山で清掃ハイク 戸田市山岳連盟（寄居） 戸田市
山岳連盟が29日、寄居町の車山などで清掃ハイキング ※写真
読売新聞社賞に内田さん 作文コンクール中央審査 第65回全国小・中
学校作文コンクール中央審査で、寄居町立寄居小3年、内田早紀さん（9）の「お茶
のみ友だち～加とうさんが教えてくれたこと～」が、小学校低学年の部で読売新聞
社賞に輝く 表彰式が5日、都内で行われる ※写真
子の医療費 18歳まで無料 寄居町対象拡大 人口流出に歯止め 寄居
町は今月から、「こども医療費」の対象年齢を3年引き上げ、「18歳の年度末まで」
とする運用を開始 18歳までの医療費を無条件で無料は県内初 「子育てをしやす
い町」をアピール 約4800人が対象 支給額約1600万円増の見込み
18歳まで医療費無料 寄居町 県内初の無条件適用 （同日の読売新聞
と同内容）
県4種サッカー選手権 第9回県第4種サッカーリーグ選手権 11月29日 東松
山サッカー場など ▷1回戦 寄居FC2011 3-1ECFUJIMINO（ふじみ野） ▷2回戦 新
座片山FC7-2寄居FC2011
決闘容疑で書類送検 児玉署は4日、寄居町の高校1年男子生徒（15）を決闘
容疑でさいたま地裁熊谷支部に書類送検 10月4日午後6時過ぎ、本庄市内で中
学2年の少年（13）と決闘
決闘容疑で2少年書類送検 児玉署 （同日の読売新聞と同内容）
時事川柳 埼玉県寄居町 黒瀬美津子 埼玉県寄居町 ひとり蜂

2015/11/30 埼玉新聞

17

2015/11/30 埼玉新聞

22

2015/12/1 埼玉新聞

2

2015/12/1 埼玉新聞

12

2015/12/3 読売新聞

7

2015/12/4 読売新聞

33

2015/12/4 埼玉新聞

1

2015/12/4 埼玉新聞

13

2015/12/5 読売新聞

33

2015/12/5 毎日新聞
2015/12/5 東京新聞

23
5

2015/12/5 東京新聞

15歳少年ら書類送検 相手の13歳は児相通告
26 「タイマン」決闘容疑
（同日の読売新聞と同内容）

投稿
文化・芸術
行政
地域
教育

行政
行政
スポーツ（小学）
事件・事故
事件・事故
投稿
事件・事故

2015（平成27）年 寄居町新聞記事索引 7月～12月

（2017年12月作成時）

2015/12/5 埼玉新聞

寄居で紅葉見頃 寄居町風布、金尾地区を流れる 観光
1 赤く染まる師走の里山
風布川沿いで紅葉が見頃 ※写真
決闘の疑い 少年2人書類送検（児玉署） （同日の読 事件・事故
16 ニュースクリップ
売新聞と同内容）

2015/12/6 朝日新聞

柔道グランドスラム東京 5日 （同日の埼玉新聞と同内 スポーツ（柔道）
20 秋本・新井が優勝
容） 女子70㌔級優勝の新井 ※コメント

2015/12/6 読売新聞

29

2015/12/5 埼玉新聞

2015/12/6 毎日新聞
2015/12/6 日本経済新聞

新井2年ぶりＶ 女子70㌔級 延長戦で執念 我慢比べ制す 指導3回目
スポーツ（柔道）
覚める （同日の埼玉新聞と同内容） ※写真
新井消耗戦制す （同日の埼玉新聞と同内容）
18 柔道グランドスラム東京
スポーツ（柔道）
※写真

2015/12/6 産経新聞

28 新井、延長制し頂点 女子70㌔級 （同日の埼玉新聞と同内容） ※写真
スポーツ（柔道）
気迫の新井 2年ぶり制覇 女子70㌔級 （同日の埼玉新聞と同内容） ※写
18 真
スポーツ（柔道）

2015/12/6 東京新聞

女子70㌔級 新井2年ぶりV「日本人に負けられぬ」 （同 スポーツ（柔道）
24 柔道GS東京
日の埼玉新聞と同内容） ※写真

2015/12/6 埼玉新聞
2015/12/6 スポーツニッポン
2015/12/7 埼玉新聞
2015/12/7 埼玉新聞
2015/12/7 埼玉新聞
2015/12/8 埼玉新聞
2015/12/8 埼玉新聞

女子70㌔級 新井（児玉高出）2年ぶりＶ 延長の激闘制す GS柔道東
京大会 「最後は気持ち」 柔道のグランドスラム東京大会第2日 5日、東京体

7 育館 女子70㌔級は寄居町出身で児玉高出の22歳、新井千鶴(三井住友海上)

スポーツ（柔道）

が、決勝で大野陽子（コマツ）との延長戦を制し、2年ぶり2度目の優勝 ※コメント、
写真
8 新井 女子70㌔級 2年ぶり女王 （同日の埼玉新聞と同内容） ※写真
スポーツ（柔道）
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
2 数12,884 人口総数33,919 男16,814 女17,105
統計
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

10 県内週間日誌 3日 寄居町が18歳まで医療費を無料化
6 平成27年度全国中学生人権作文コンテスト 埼玉県大会最優秀作品
人権作文受賞者 【優秀賞】市川萌香（寄居男衾）

行政
教育

地場産のミカン プリンに大変身 風布館で販売（寄居） 寄居町風布の町
8 設民営レストラン日本の里「風布館」 地場産ミカンを使ったプリン「ふうっぷりん」 経済・産業
（300円）を販売 ※写真

2015/12/9 読売新聞

町長に巨人入団を報告 プロ野球ドラフト会議で巨人から育成4位で指名され
34 た田島洸成内野手（19）が11月27日、寄居町を訪れ花輪町長に巨人入団を報告 地域
※写真

2015/12/10 読売新聞

寄居町に出張美術館 12、13日 ピカソの陶芸など展示 寄居町の町立
30 総合体育館・アタゴ記念館アリーナで12、13日、「出張美術館」開催 ※展示品写

文化・芸術

真2

2015/12/10 毎日新聞

24 短歌 水野昌雄選 寄居・グエン ユイ タン
投稿
農業ハウス再建98％ 14年大雪被害 復旧完了にめど 2014年2月末の

2015/12/10 埼玉新聞

1 市町村で再建が完了 再建中は熊谷、深谷、寄居など4市3町 被害が大きかった 行政

大雪による農業用ハウスなどの倒壊被害 支援事業を実施した56市町村のうち49
地域が残る

2015/12/11 読売新聞
2015/12/11 埼北よみうり

30 よみうり文芸 川柳 西潟賢一郎選 寄居町 町田節子
投稿
寄居が舞台の民話 語りや紙芝居で披露（寄居町） 寄居町を舞台とする
3 民話の語りや紙芝居の公演が11月28日、寄居町立図書館で行われた 民話語り 文化・芸術
グループ「きいてみぃ」 ※写真

2015/12/12 埼玉新聞

27 県北できょうから「出張美術館」開催 ピカソなど120点、寄居で内覧 文化・芸術
会 （12/10読売新聞と同内容） ※写真
寄居 きょうから出張美術館 ピカソ、ルノワールも 文化・芸術
7 世界の芸術間近で
（12/10読売新聞と同内容） ※展示品写真2

2015/12/15 読売新聞

戦後70年（上） 秩父の満蒙開拓団 県内から4300人が入植 県内から
33 は寄居郷開拓団（寄居町など）など7団 県平和資料館によると入植者は計約4300 連載

2015/12/12 毎日新聞

人に上る

2015/12/15 埼玉新聞

「はだしの散歩道」150人がハイキング ミカン狩り特典に（寄居） 初冬
12 の里山を歩く「はだしの散歩道」 寄居町の金尾、風布地区で 町内外から150人が 地域
参加 ※写真

交流の証 住民ら植樹 熊谷桜が寄居に嫁入り 熊谷直実を名前の由来と
2015/12/15 埼玉新聞

する熊谷桜を13日、寄居町寄居の町教育委員会跡地に植樹 熊谷の市民グルー

13 プ「桜ファンクラブ」が、「一年中桜に出会える町よりい実行委員会」に苗木10本を

地域

寄贈 ※写真

2015/12/15 埼玉新聞
2015/12/16 埼玉新聞
2015/12/17 朝日新聞
2015/12/17 毎日新聞

小川和紙マラソン 4855人師走の町駆ける 第23回小川和紙マラソン 13
13 日、小川町小川の埼玉伝統工芸館周辺 ▷10㌔一般女子＝②野口英里子（寄居） スポーツ（地域）
▷3㌔中学男子＝②金子候生（寄居） ▷同女子＝①松本優澄（寄居） ※写真
出張！かわはくミニまつり（寄居） 23日、町立図書館アト イベント情報
7 まちひとであい
リエなど
小中俳句コン受賞者決まる 第22回小中学生俳句コンクール 応募1万1617
【小学校低学年の部】♦県芸術文化祭実行委員長賞 寄居3年 松
28 人、2万543句
教育
本拓歩 【小学校高学年の部】♦県俳句連盟会長賞 矢部苺香（寄居・男衾4年） ♦
朝日新聞奨励賞（学校賞）【小学校低学年の部】寄居
26 俳句 星野光二選 寄居・町田節子
投稿

2015（平成27）年 寄居町新聞記事索引 7月～12月

（2017年12月作成時）

深谷彩北リトルシニア杯小学生軟式野球大会 第8回彩北リトルシニア杯
2015/12/18 埼玉新聞

小学生軟式野球大会 12日まで、寄居運動公園 ▷1回戦 常盤少年野球（深谷）

7 3-2用土コルツ（寄居） 藤沢スターボーイズ（深谷）8-2マッキーズ（寄居）（五回

スポーツ（小学）

コールド） 上柴東フェニックス（深谷）12-0中町ジュニア（寄居）（五回コールド） 長
瀞ジャイアンツ16-1城南キングフィッシャーズ（寄居）（四回コールド）

2015/12/18 毎日新聞

石綿労災・救済認定事業所 12月16日厚労省公表 14年度に初認定
24 の事業所 製造業など 埼玉〈熊谷〉内外タルク寄居工場△ ※〈 〉内は認定し 行政
た労基署、△は中皮腫を示す

2015/12/19 埼玉新聞

長年の地域貢献で表彰 寄居町立原の保泉竑さん（69）が11月14 地域
7 元気です
日、「第47回シラコバト賞」の表彰を受ける ※写真
火災報知器 設置率 地域差2倍 県内消防本部 全国平均下回る 住宅

2015/12/21 埼玉新聞
2015/12/21 埼玉新聞
2015/12/21 埼玉新聞

県内消防本部ごと（6月1日現在）にばらつきが多く、最高
1 用火災報知器の設置率
行政
92％に対し最低46％と格差2倍 ※表-県内住宅用火災報知器の設置率（％） 全
国平均81％ 深谷市消防本部70％
内野修選 （寄居）吉澤祥匡 （寄居）吉澤紀子 （寄居）石澤無涯
7 埼玉俳壇
（寄居）石澤無涯
15 つれづれ 5千人目 大野順一（寄居町、69歳）

投稿
投稿

投票率向上に大胆案 18歳選挙権で座談会 町議会、高校生と（寄居）

2015/12/22 埼玉新聞

12 来夏から導入される「18歳選挙権」に向け、寄居町議会が寄居城北高校の3年生5 町議会

2015/12/23 毎日新聞

寄居で午後1時 寄居町の元日恒例行 地域
24 元日恒例の行事「大凧揚げ」開催
事「大凧揚げ」（今市竹とんぼの会） 寄居運動公園で午後1時から ※写真

人と座談会 町議会だよりの特集企画 ※写真

関東高校選抜大会 少林寺拳法 20日・深谷ビックタートル 【男子】▷自由組
2015/12/23 埼玉新聞

演武 ⑥佐藤、堀（小川）256点 【女子】▷自由組演武 ⑥大谷、中島（小川） ※佐

6 藤伸、大谷綾花（小川高3年、寄居中出身）、中島帆乃香（小川高3年、城南中出

スポーツ（高校）

身）

2015/12/23 埼玉新聞
2015/12/24 東京新聞

児童の環境新聞 入選作品を展示 25日まで寄居 小学生が作る環境新
11 聞「ジュニアエコタイムス」 2014年度入選作品展 寄居町役場1階 ※写真
地域
連載

2015/12/25 埼北よみうり

20 ゆる山歩き 鐘撞堂山（埼玉県） 標高330㍍ 戦国時代に思い馳せて
3 直実ゆかりの熊谷桜 寄居に植樹（寄居町） （12/15埼玉新聞と同内容）

2015/12/25 埼北よみうり

恒例 元旦大凧あげ（寄居町） （12/23毎日新聞と同内容）
6 1／1（金・祝）
※写真

地域

2015/12/25 埼玉新聞

父の背追って 息子2人“花園”挑む 兄は流通経済大柏 弟は深谷 91
6 年熊谷工主将で全国V 寄居中ラグビー部を指導する新井昭夫監督（43） ※ その他

※写真

地域

写真

2015/12/25 埼玉新聞
2015/12/25 埼玉新聞
2015/12/26 毎日新聞
2015/12/26 東京新聞
2015/12/27 埼玉新聞
2015/12/28 埼玉新聞
2015/12/29 埼玉新聞
2015/12/30 埼玉新聞
2015/12/31 東京新聞

6 郷土力士新番付 【序二段】湊竜（寄居・湊）
猿の大凧 元日の空へ 寄居 干支にちなみ住民製作 曳き手募集「運
11
気も上げて」 （12/23毎日新聞と同内容） ※写真
24 俳句 星野光二選 寄居・町田節子
元日の「寄居大凧揚げ」 20畳「三猿」揚がれ 「50畳」連続成功も目指
22
す （12／23毎日新聞と同内容） ※写真2
2 12月1日現在の県内市町村別推計人口（県統計課調べ） 寄居町 世帯
数12,886 人口総数33,832 男17,310 女16,522

スポーツ（大相撲）
地域
投稿
地域
統計

13 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
ニュースクリップ 空き家全焼、不審火か（寄居） 27日午後6時20分ごろ、
17 寄居町用土、会社員男性（57）所有の空き家から出火、木造平屋を全焼、周囲の 事件・事故
竹林一部焼く けが人なし

正智深谷 粘りと団結で起こせ上昇気流 正智深谷登録メンバー 12 MF
7～9 田島帆貴 ※写真、コメント、田島帆貴（正智深谷高2年、寄居中出身）
22 寄居町も18歳まで医療費無料化拡大 親の扶養外も対象

スポーツ（高校）
行政

