
記事見出し 掲載紙 掲載日 紙 件名
迫力の鉢形城攻防戦　北條まつり　寄居 埼玉新聞 2015/1/1 31 北條まつり
新春俳壇　松本旭選　＇寄居（吉澤祥匡　＇寄居（吉澤紀子 埼玉新聞 2015/1/1 16 俳句
陸上　全日本実業団対抗駅伝　設楽兄弟　実力示す　そろっ
て４区快走

朝日新聞 2015/1/3 19 駅伝

第５９回全日本実業団対抗駅伝競走大会　設楽悠４区区間
新　双子対決弟に軍配

毎日新聞 2015/1/3 19 駅伝

全日本実業団対抗駅伝　４区　設楽悠が快走 産経新聞 2015/1/3 17 駅伝
全日本実業団対抗駅伝　兄啓太「悔しい」３連覇の夢散る　弟
悠太６人抜き　兄に勝ち区間新

スポーツニッポン 2015/1/3 6 駅伝

全日本実業団対抗駅伝　設楽悠＇ホンダ（　兄抑え区間新　４ 埼玉新聞 2015/1/3 8 駅伝
１２月１日現在の県内市町村別推計人口 埼玉新聞 2015/1/4 2 地域
藤崎摠兵衛商店　創業1728年＇享保十三年（　技で磨き心で 埼玉新聞 2015/1/4 8 地域
50畳の大凧　大空に舞う　寄居、初めて成功 埼玉新聞 2015/1/4 9 地域
歌壇　沖ななも選　＇寄居（安良岡正二 朝日新聞 2015/1/8 28 短歌
住み続けたいまちづくり　寄居町 埼玉新聞 2015/1/9 7 地域
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

埼北よみうり 2015/1/9 4 地域

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 2015/1/12 5 俳句
郷土力士【序二段】湊竜＇寄居（●０－１ 埼玉新聞 2015/1/13 9 相撲
郷土力士【序二段】湊竜＇寄居（○1－１ 埼玉新聞 2015/1/14 6 相撲
よみうり文芸　川柳　西潟賢一郎選　寄居町　竹本遊児 読売新聞 2015/1/16 34 川柳
公演　寄居城北高校ミニコンサート＇寄居（ 埼玉新聞 2015/1/17 8 地域
郷土力士【序二段】湊竜＇寄居（○2－１ 埼玉新聞 2015/1/17 12 相撲
貨物から旅客へ80年の歴史　ＪＲ八高線　＇寄居（ 読売新聞 2015/1/18 34 ＪＲ八高線
名優愛した景観堪能　「雀宮公園」を開放　寄居 埼玉新聞 2015/1/18 11 観光
開運祈願しハイキング　寄居十二支めぐり 埼玉新聞 2015/1/18 11 観光
郷土力士【序二段】湊竜＇寄居（○3－１ 埼玉新聞 2015/1/18 6 相撲
彩の国Ｊｒ．ゴルフ　吉田が初優勝　中学生女子の部　吉田莉
生＇城南中3年（

埼玉報知 2015/1/18 2 ゴルフ

第45回県北中学生バスケットボール大会　【男子】城南中、
【女子】男衾中ともに準優勝

埼玉報知 2015/1/18 8
バスケット
ボール

全国都道府県男子駅伝　埼玉　悲願の初優勝　設楽悠3区で 埼玉新聞 2015/1/19 1 駅伝
全国都道府県男子駅伝　1位埼玉　設楽悠3区で出場、3位東
京　設楽啓７区で出場

朝日新聞 2015/1/19 13 駅伝

寄居の今市地蔵尊　木造菩薩像を公開　高さ3.14m県内最大 東京新聞 2015/1/19 24 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 2015/1/19 15 俳句

政党交付金の国庫返納賛成　南部敏明＇寄居町（ 東京新聞 2015/1/20 5 発言
用水路に男性遺体＇寄居（ 埼玉新聞 2015/1/20 13 事件
郷土力士【序二段】湊竜＇寄居（●3－2 埼玉新聞 2015/1/20 10 相撲
７地点で氷点下　21日県内　寄居町氷点下4.1度 読売新聞 2015/1/22 33 地域
県4種サッカー新人戦地区予選　寄居町内から3チーム出場 埼玉新聞 2015/1/22 7 スポ少サッ
よみうり文芸　短歌　三枝昻之選　寄居町　町田節子 読売新聞 2015/1/23 31 短歌
「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　馬場俊英さん講演

埼玉新聞 2015/1/23 7 地域

郷土力士【序二段】湊竜＇寄居（○4－2 埼玉新聞 2015/1/23 13 相撲
生徒作品展＆ミニコンサート　寄居城北高校 埼北よみうり 2015/1/23 6 地域
図書館読書講演会　1月25日　寄居町立図書館 埼北よみうり 2015/1/23 6 町立図書館
寄居町駅伝競走大会　2月8日 埼北よみうり 2015/1/23 6 駅伝
郷土力士【序二段】湊竜＇寄居（○5－2 埼玉新聞 2015/1/24 10 相撲
熊谷めぬま駅伝　273チーム健脚競う　中学女子2位　男衾中
女子A

毎日新聞 2015/1/25 25 駅伝

50畳凧揚げに成功　今市竹とんぼの会凧部長　吉田久良さ 東京新聞 2015/1/26 19 地域
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 2015/1/26 7 俳句

わいせつ致傷で容疑の警官逮捕　寄居町内の路上 朝日新聞 2015/1/27 36 事件
県警警察官を逮捕　強制わいせつ致傷容疑　寄居町内の路 埼玉新聞 2015/1/27 19 事件



強制わいせつ致傷容疑の警官を逮捕　寄居町内の路上 読売新聞 2015/1/27 39 事件
男衾桜に思い出込め　寄居　中学生が卒業記念植樹 東京新聞 2015/1/28 26 地域
第1回寄居町美術家協会展＇寄居（ 埼玉新聞 2015/1/28 9 町中央公民館
彩の国さいたまカップ新春少年サッカー大会　埼玉クラブセレ
クト優勝＇桜沢小6年　高田虎太朗出場（

朝日新聞埼玉少年少女スポーツ 2015/1/28 1 サッカー

加須うどんカップ中学校バスケットボール大会　寄居中学校
出場

朝日新聞埼玉少年少女スポーツ 2015/1/28 2
バスケット
ボール

短歌　水野昌雄選　寄居・町田節子 埼玉新聞 2015/1/29 26 短歌
第１回寄居町美術家協会展 毎日新聞 2015/1/30 26 町中央公民館
思い出１０年後に　男衾中３年生　タイムカプセル埋める＇寄 埼玉新聞 2015/1/30 14 中学校
よみうり文芸　俳句　小檜山繁子選　寄居町　町田節子 読売新聞 2015/1/30 32 俳句
寄居城北高生徒ら奏でる伝統の調べ　役場でコンサート 東京新聞 2015/1/30 24 町役場
高齢者叙勲　瑞宝双光章　小池幹衛氏＇元用土小学校長（、
奈良治雄氏＇元男衾小学校長（

読売新聞 2015/1/31 32 叙勲

講演　体を壊す10大食品添加物＇寄居（ 埼玉新聞 2015/1/31 7 町中央公民館
土砂災害危険　県、警戒区域指定前に調査結果公表
＇寄居町対象地域あり（

産経新聞 2015/2/1 23 地域

埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　＇寄居（石澤無涯 埼玉新聞 2015/2/2 11 俳句
毎日俳壇　西村和子選　埼玉　町田節子 毎日新聞 2015/2/2 15 俳句
寄居町美術家協会展 朝日新聞 2015/2/3 20 町中央公民館
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（ 埼玉新聞 2015/2/4 14 地域
作家　井伏鱒二の小説「武州鉢形城」、戦国時代の様子が浮 埼玉新聞 2015/2/4 1 鉢形城
空家の廃材、雑誌から出火(寄居（ 埼玉新聞 2015/2/4 14 事件
寄居の思い出凝縮　町役場で６日まで絵手紙133点展示 埼玉新聞 2015/2/4 14 町役場
桜の植樹＇寄居（ 埼玉新聞 2015/2/4 14 地域
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 2015/2/5 22 短歌、俳句

第1回寄居町美術家協会展　8日まで 読売新聞 2015/2/6 32 町中央公民館
〔寄居〕自然の生き物写真で伝える　川の博物館で企画展 埼玉新聞 2015/2/6 13

県立川の博物
館

「つららん」ら９体集合　小鹿野尾ノ内百景氷柱通じて＇乙姫 埼玉新聞 2015/2/6 13 観光
児童が桜６０本　寄居で植樹 読売新聞 2015/2/7 29 地域
氷の花「チンダル像」をさがそう！＇寄居（

埼玉新聞 2015/2/7 7
県立川の博物
館

桜の名所作り進む　寄居　住民と児童が植樹 埼玉新聞 2015/2/8 11 地域
企業立地目標　前倒し達成　＇日本梱包運輸倉庫　物流施設
寄居町（

日本経済新聞 2015/2/11 35 産業

県中学ラグビーベストフィフティーン＇寄居町から３名選ばれ 埼玉新聞 2015/2/12 8 ラグビー
川柳　西潟賢一郎選　寄居町　町田節子 読売新聞 2015/2/13 32 川柳
町内外から132チーム冬空の下、健脚競う　駅伝競走大会 埼玉新聞 2015/2/13 14 駅伝
132チームが快走　第60回寄居町駅伝競走大会 埼北よみうり 2015/2/13 7 駅伝
佐々紅華と君恋し展 埼北よみうり 2015/2/13 6 町役場
寄居工場見学いかが　ホンダ、一般向けツアー開始 日本経済新聞 2015/2/14 35 産業
亡き祖母との思い出を　寄居の石沢さん　小冊子を出版 埼玉新聞 2015/2/16 13 地域
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 2015/2/16 15 俳句
強制わいせつ警官を不起訴　さいたま地検　＇寄居町（ 毎日新聞 2015/2/17 27 事件
俳句　星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2015/2/19 26 俳句
県スポ少野球北部ブロック駅伝大会　＇寄居から６チーム参
加（

埼玉新聞 2015/2/19 7
県少年スポー
ツ少団

「この道」刺激に学校時代記す　南部敏明＇寄居町（ 東京新聞 2015/2/20 5 地域
殿様も姫もお薦め　和菓子店伊勢屋「戦国スイーツ」販売〔寄 埼玉新聞 2015/2/20 5 商工観光
味の道　麺の道究める　秩父そば物語＇故・田島巳之助さん 埼玉新聞 2015/2/20 15 地域
巡査部長を懲戒免職　強制わいせつ致死傷認める＇寄居町（ 埼玉新聞 2015/2/21 17 事件
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 東京新聞 2015/2/21 22 町役場
愛育む寄居の里山　縁結びの名所　夫婦滝＆夫婦橋 埼玉新聞 2015/2/22 1 観光
埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　＇寄居（石澤無涯　＇寄居（吉澤祥匡 埼玉新聞 2015/2/23 13 俳句
「命」くれた　ふるさとの山　ゴルゴ松本さん＇東武東上線　男 読売新聞 2015/2/24 32 地域
１５人優秀選手を表彰　県ラグビーフットボール協会＇寄居中 朝日新聞埼玉少年少女スポーツ 2015/2/25 2 ラグビー



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 埼北よみうり 2015/2/27 3 町役場
郷土の偉人思い代表曲６曲演奏　佐々紅華コンサート＇寄居（ 埼玉新聞 2015/2/27 13 町役場
長尾景春紀行　五十子から秩父へ　鉢形城＇寄居町（ 埼玉新聞 2015/2/27 13 鉢形城
埼玉俳壇　内野修選　＇寄居（吉澤祥匡 埼玉新聞 2015/3/2 7 俳句
ホンダ　寄居で輸出車生産　円安で採算改善、今夏夏から 埼玉新聞 2015/3/4 4 ホンダ
俳句　星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2015/3/5 26 俳句
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
君に最優秀賞＇寄居（

埼玉新聞 2015/3/6 9 寄居警察

県警春の定期異動　寄居警察署長＇機動捜査隊長（ 埼玉新聞 2015/3/6 9 寄居警察
名水の里「寄居町」にも見所たくさん　風布川・日本水 日刊スポーツ 号外2015/3/6 4 観光
親子で新聞販売店を経営してます　配達も頑張る　ＡＳＡ寄居
村井善彦所長

日刊スポーツ 号外2015/3/6 4 地域

桜の町「寄居」目指し　今年も植樹会　住民団体「荒川グリー
ングリン」＇大久保和勇代表（

東京新聞 2015/3/9 20 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 2015/3/9 11 俳句

郷土力士【三段目】湊竜＇寄居（●0－1 埼玉新聞 2015/3/9 8 相撲
医療費無料化　高校生も　寄居町　子育て世代の負担軽減
へ

読売新聞 2015/3/10 34 医療費

県農林部長ら寄居で慰労会　昨年2月の大雪の夜 毎日新聞 2015/3/11 27 大雪被害
郷土力士【三段目】湊竜＇寄居（○1－1 埼玉新聞 2015/3/11 8 相撲
鉢形駅を改装　水車小屋風に　東武鉄道、21日改装開業＇寄 日本経済新聞 2015/3/12 38 東武東上線
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＇寄居町（

埼北よみうり 2015/3/13 2 文化

絵画、書道などの活動成果を披露　生涯学習まつり＇寄居（ 埼玉新聞 2015/3/13 14 町中央公民館
寄居署の事務職員　76歳女性をはねる 産経新聞 2015/3/13 27 寄居警察
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　寄居小学校　吉田健司＇4年（　優秀賞　寄
居小学校　萩原崇敬＇6年（

埼玉新聞 2015/3/13 10 小学校

郷土力士【三段目】湊竜＇寄居（○２－１ 埼玉新聞 2015/3/14 11 相撲
秩父往還の面影残す　ふるさと寄居商店会　＇寄居町寄居（ 埼玉新聞 2015/3/15 8 商工観光
人気のお手軽ホルモン　町グルメ　秩父屋＇寄居町寄居（ 埼玉新聞 2015/3/15 8 商工観光
環境を考えるきっかけに　ジュニア・エコタイムス　エコ計画賞
吉田健司＇寄居小（　優秀賞　萩原崇敬＇寄居小（

埼玉新聞 2015/3/15 8 小学校

若年女性減少　歯止めを　寄居町がプロジェクト 埼玉新聞 2015/3/16 14 町役場
埼玉俳壇　内野修選　＇寄居（吉澤紀子　＇寄居（吉澤祥匡 埼玉新聞 2015/3/16 7 俳句
郷土力士【三段目】湊竜＇寄居（●２－２ 埼玉新聞 2015/3/16 9 相撲
Ｕ－２５　イラスト投稿　中原友美＇寄居町（ 読売新聞 2015/3/17 12 読者投稿
郷土力士【三段目】湊竜＇寄居（○３－２ 埼玉新聞 2015/3/17 8 相撲
郷土力士【三段目】湊竜＇寄居（●３－３ 埼玉新聞 2015/3/19 8 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（

埼玉新聞 2015/3/20 12
県立川の博物
館

かわはく春まつり　22日、県立川の博物館
読売新聞 2015/3/21 34

県立川の博物
館

郷土力士【三段目】湊竜＇寄居（●３－４ 埼玉新聞 2015/3/22 8 相撲
統一地方選が行われる１都７県の「消滅可能性都市」　2010
年から30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（議員選挙

東京新聞 2015/3/22 2 選挙

第33回鴻巣パンジーマラソン　3月7日　女子5キロ中学生　3
位　松本優澄＇寄居男衾（

さいたま報知 2015/3/22 8 マラソン

大宮ＦＣエンジェルス　基礎から徹底し未来の”なでしこ”育成
中学生女子　山崎愛生2年、山崎結生2年＇選手名一覧から、

さいたま報知 2015/3/22 5 サッカー

秩父路の橋がカードで登場　道の駅などで配布　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（

埼玉新聞 2015/3/23 13
県土整備部県
土整備政策課

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 2015/3/23 14 俳句

寄居町副町長に井部徹氏　県企業局総務課調整幹　　4月1 埼玉新聞 2015/3/24 2 寄居町



埼玉県特集2015春編　寄居　【金尾山のツツジ】　4月中旬か
ら5月中旬が見ごろ

埼玉新聞 2015/3/25 9 観光

寄居　燃える赤、山を彩る　金尾山のツツジ　4月中旬から5月
中旬が見ごろ

埼玉新聞 2015/3/25 14 観光

柔道 第24回県紅白試合＇2月11日・県立武道館（　小学生男
子　6年優秀選手　石岡秀星＇寄居男衾道場（

読売新聞 2015/3/25 32 柔道

統一地方選直前情勢　町議選　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

埼玉新聞 2015/3/26 2 選挙

短歌　水野昌雄選　寄居・町田節子 毎日新聞 2015/3/26 26 短歌
古城に浮かぶ夜桜　エドヒガンザクラをライトアップ　鉢形城
公園内＇寄居（　4月10日まで予定

埼玉新聞 2015/3/27 12 観光

似顔絵ひょうたん　卒業生にプレゼント＇寄居町（　6日　折原
小学校卒業生に直接渡す保泉さん

埼北よみうり 2015/3/27 3 小学校

第12回埼玉Ｂ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（

読売新聞 2015/3/29 32 観光

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 2015/3/30 15 俳句

児童の顔ヒョウタンに　寄居の保泉さん　卒業記念に贈る　折
原小学校6年生に

埼玉新聞 2015/3/31 17 小学校

秩父路の橋巡り　カードをゲット　道の駅・観光施設で配布
21日から　配布　対象の橋や配布場所などは県のホーム
ページで

朝日新聞 2015/3/31 28
県土整備部県
土整備政策課

寄居の６１歳女性３００万円詐欺被害 産経新聞 2015/4/1 25 事件
俳句　星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2015/4/2 24 俳句
名水の里「寄居町」にも見所たくさん　風布川・日本水 日刊スポーツ 2015/4/2 4 観光
県議選立候補者　北4区＇深谷市、美里町、寄居町（　小川真
一郎　江原久美子　加藤裕康　神尾高善

埼玉新聞 2015/4/4 5 選挙

人物から魅力探る　ＮＰОが「寄居学」冊子　「寄居学　人物
編」を発行した寄居観光クリエイションの村山和弘さん

埼玉新聞 2015/4/6 12 観光

寄居えの会作品展　10日～12日　寄居町中央公民館 東京新聞 2015/4/6 22 町中央公民館
埼玉俳壇　星野光二選　＇寄居（吉澤祥匡 埼玉新聞 2015/4/6 7 俳句
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　寄居町

埼玉新聞 2015/4/8 15 寄居町

俳句　星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2015/4/9 22 俳句
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年の前回の同時期と比べ増　寄居町２．２０倍

埼玉新聞 2015/4/9 2 選挙

第６回白扇・蔵祭　１２日　寄居町寄居　藤崎摠兵衛商店 毎日新聞 2015/4/10 22 商工観光
鐘撞堂山＇寄居町・深谷市・美里町（４つのコース　寄居町商
工観光企業誘致課

埼北よみうり 2015/4/10 1 観光

カタクリ満開　散策観察会＇寄居町（　3月28日　鉢形城公園周 埼北よみうり 2015/4/10 8 観光
新県議の顔ぶれ　北4区＇深谷市、美里町、寄居町（　江原久
美子小川真一郎　江原久美子　神尾高善

埼玉新聞 2015/4/14 5 選挙

短歌　水野昌雄選　寄居・町田節子 毎日新聞 2015/4/16 22 短歌
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「正喜バル」の大野さん

埼玉新聞 2015/4/16 13 商工観光

県内自治体の平均所得と順位　寄居町　県内で58位　全国で
842位　平均所得2696千円

毎日新聞 2015/4/17 24 地域

利き酒や試飲会　酒蔵見学に1500人　寄居町寄居「藤崎摠兵
衛商店」　12日　酒蔵開放イベント「蔵祭り」

埼玉新聞 2015/4/18 12 商工観光

「消滅可能性」論点に＇2015統一地方選（　日本創成会議「消
滅可能性都市」　寄居町　若年女性の予想減少率　58.5％

朝日新聞 2015/4/19 29 地域

無事に山へ帰ってくれたのだろうか？　カモシカ寄居に現る
10日　寄居町桜沢の長福寺付近で目撃

埼玉新聞 2015/4/22 18 地域

町議選立候補者　寄居町＇定数16-候補20（ 東京新聞 2015/4/22 22 選挙
交通事故から守ろう　新入生に「無事カエル」　寄居城北高校
生が寄贈

埼玉新聞 2015/4/23 13 寄居城北高校

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 2015/4/23 26 短歌、俳句



高校生が小１生へ　ランドセルに”無事カエル”くん　寄居城北
高校家庭科部

埼北よみうり 2015/4/24 3 寄居城北高校

町議選立候補者の顔ぶれ　寄居町＇定数16-候補20（ 埼玉新聞 2015/4/25 5 選挙
寄居・選挙カー妨害の疑いで男逮捕　寄居署　24日 毎日新聞 2015/4/26 28 事件
町議選の開票状況(定数１６ー選終) 埼玉新聞 2015/4/27 2 選挙
県内で今年初の真夏日(熊谷30・9度観測) 東京新聞 2015/4/29 24 地域
第５４回北条まつり(寄居)　　　かわはくＧＷ祭り 埼玉新聞 2015/4/29 12 地域
ヤマツツジ朱色に染まり(寄居・金尾山) 毎日新聞 2015/5/1 23 地域
会社健屋を半焼(寄居・用土) 埼玉新聞 2015/5/3 15 事件
雑木林に男性の遺体(寄居) 埼玉新聞 2015/5/4 16 事件
埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤祥匤　(寄居)石澤無涯 埼玉新聞 2015/5/4 7 俳句
寄居で9，10日に鍾雲書道展覧会 産経新聞 2015/5/5 13 アタゴ記念館
第５４回北条まつり(寄居) 埼玉新聞 2015/5/8 6 地域
甲冑づくり30年　鉢形城三鱗会企画部長　北原定行さん６０ 埼北よみうり 2015/5/8 2 地域
家康の力で事故減少　寄居に交通安全啓発ﾄﾞｰﾙ 埼玉新聞 2015/5/9 1 地域
ベルク、寄居に研修施設 日本経済新聞 2015/5/9 35 地域
次々と気迫の一撃　寄居で伝統の流鏑馬が行われた。 埼玉新聞 2015/5/10 1 地域
郷士力士【序二段】湊竜　(寄居)○１－０ 埼玉新聞 2015/5/11 10 相撲
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 2015/5/11 13 俳句
北条と豊臣の合戦再現　寄居で600人 読売新聞 2015/5/11 33 北條まつり
巨大人形託す交通死ｾﾞﾛ 東京新聞 2015/5/12 22 生活環境
郷士力士【序二段】湊竜　(寄居)○２－０ 埼玉新聞 2015/5/13 11 相撲
郷士力士【序二段】湊竜　(寄居)●２－１ 埼玉新聞 2015/5/15 8 相撲
ホンダ「シャトル」発売 埼玉新聞 2015/5/16 5 産業
乙姫ちゃんを身近に(シール２種類販売) 埼玉新聞 2015/5/16 11 商工観光
県内介護保険料　月額格差3000円に拡大 埼玉新聞 2015/5/16 1 健康福祉
寄居が初の頂点　熊谷奈良に６３－０で快勝　県中学ラグ 埼玉新聞 2015/5/18 8 ラグビー
埼玉俳壇　鎌倉佐弓　(寄居)石澤無涯　　(寄居)吉澤祥匤 埼玉新聞 2015/5/18 7 俳句
団地整備で活力高める　寄居スマートＩＣ周辺　井上(桂一企 埼玉新聞 2015/5/19 3 地域
郷士力士【序二段】湊竜　(寄居)○３－２ 埼玉新聞 2015/5/19 8 相撲
俳句　星野光二選　寄居・町田節子 埼玉新聞 2015/5/21 22 俳句
郷士力士【序二段】湊竜　(寄居)○４－２ 埼玉新聞 2015/5/21 8 相撲
防護柵に衝突、男性死亡(深谷) 埼玉新聞 2015/5/21 18 寄居警察
第２４回森林フォトコンテスト　入選２０作品が決定
長谷川さん県知事賞　県治山林道協会賞　竹内道直(寄居町)

埼玉新聞 2015/5/22 18 地域

よみうり文芸俳句寄居町　入選町田節子 読売新聞 2015/5/22 30 俳句
勇壮甲冑武者　戦国時代の合戦を再現(寄居町) 埼北よみうり 2015/5/22 4 地域
第29回読売旗争奪　県北少年野球選手権大会　マッキーズ 埼北よみうり 2015/5/22 1 野球
終戦　大判の簡易教科書　埼玉県寄居町の元教論町田たか 読売新聞 2015/5/23 19 小学校
郷士力士【序二段】湊竜　(寄居)○５－２ 埼玉新聞 2015/5/25 11 相撲
賢治の６００冊でコーナー元高校教論南部さん図書館に寄贈 埼玉新聞 2015/5/27 14 図書館
県ジュニアゴルフ女子　3位吉田莉生(埼玉栄) 埼玉新聞 2015/5/27 1 ゴルフ
県の健康長寿プロジェクト　新たに２０市町参加 埼玉新聞 2015/5/28 1 健康福祉
県ジュニアゴルフ女子１５～１７歳　3位タイ吉田莉生 埼玉新聞 2015/5/28 9 ゴルフ
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 埼玉新聞 2015/5/29 14 地域
新鋭が描く青春ＳＦ劇　ジブリ出身・新井陽次郎が初監督(寄
居中野球部出身２６歳「台風のノルダ」来月公開

朝日新聞(夕刊) 2015/5/30 3 地域

第６５回県展　時事通信社賞＝書　「送友人歸宣春」　   神谷
静江(寄居)

埼玉新聞 2015/5/30 38 地域

県高校総体　女子７０キロ級は大谷麻稀が初タイトルを手にし
た。(寄居中出身)

埼玉新聞スポーツ 2015/5/31 10 柔道

咲き誇るﾊﾞﾗ　寄居西ノ入の中島誠さん宅の庭オープンガー 読売新聞 2015/5/31 35 地域
各駅停話　東上線３５男衾　自慢の白いソーセージ「バルツバ
イン」加工と店を担当する坂本健将さん

朝日新聞 2015/6/1 9 地域

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　エキナセアを使ったダックワーズを開発した寄居
城北高校家庭部の生徒と、荻野商店の荻野真仁社長

埼玉新聞 2015/6/1 14 地域



各駅停話　東上線３６鉢形　水車小屋モチーフに改装リニュー
アルした鉢形駅の駅舎。入口にはロゴ入りののれんが掛かっ

朝日新聞 2015/6/2 9 地域

アユ釣りシーズン到来　寄居・荒川で解禁 毎日新聞 2015/6/2 23 地域
県町村議会　副会長に寄居町原口孝議長任期は同日から２ 埼玉新聞 2015/6/2 2 議会
各駅停話　東上線３７玉淀　独自文化を育んだ名勝地 朝日新聞 2015/6/3 11 地域
各駅停話　東上線３８寄居　寄居駅の改札前に近づくとオル
ゴールの音色が響く　君恋しのメロディーだ。

朝日新聞 2015/6/4 11 地域

北部女子代表決定戦寄居城北２－０鴻巣 埼玉新聞 2015/6/4 10 サッカー
剣道萌松杯中学生錬成大会女子準決勝吉見２－２寄居男衾 埼玉新聞 2015/6/4 10 剣道
27年度「健康長寿埼玉プロジェクト」２０市町に規模拡大 産経新聞 2015/6/4 21 健康福祉
図書館読書講演会　６月７日　寄居町立図書館 読売新聞 2015/6/5 33 図書館
講演会「宮澤賢治と私」　6月7日　寄居町図書館 毎日新聞 2015/6/5 22 図書館
講演会「見えない空気の影響は！6月７日寄居中央公民館 毎日新聞 2015/6/5 22 中央公民館
事故多発自主規制寄居のカメラマン高田さんドローンモラル 埼玉新聞 2015/6/5 18 地域
おりちゃんの貼り絵を寄贈ディサービス 埼玉新聞 2015/6/5 15 地域
時事川柳　(寄居町ひとり蜂) 東京新聞 2015/6/6 5 川柳
弓道　関東高校大会　寄居城北(個人　牧祐帄が７位に入賞)
(寄居城北団体女子予選通過)

埼玉新聞 2015/6/7 7 弓道

2人焼死の放火被告が一部否認　2011年、親子2人が焼死し
た放火事件

毎日新聞 2015/6/9 23 事件

ネコといっしょ展　寄居町の大沢麻衣子さんがネコ題材にした 埼玉新聞 2015/6/10 13 展示
プレミアム商品券　５０市町村３０％上乗せ　地域経済活へ独 埼玉新聞 2015/6/10 1 地域
俳句　星野光二選　寄居・町田節子 埼玉新聞 2015/6/11 22 俳句
武蔵武士の発祥の地　末野は須恵から転じた。山あいには今
も須恵器を作った登り窯の窯跡が数多く確認される。

埼玉新聞 2015/6/11 13 歴史

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)

埼玉新聞 2015/6/12 15
県立川の博物
館

部活　頑張る県北の小中高生　寄居町立寄居中学ラグビー 埼北よみうり 2015/6/12 7 ラグビー
ご当地Ｂ級　戦国ハーぶ―丼(寄居) 埼北よみうり 2015/6/12 5 地域
宮沢賢治の世界を知って　寄居へ来訪１００年を記念　町立
図書館が専門コーナー　元教論南部さん、関連６００冊寄贈

東京新聞 2015/6/13 20 町立図書館

寄居２人死亡放火求刑通り懲役13年　さいたま地裁判決「多
数の生命に脅威

埼玉新聞 2015/6/16 19 事件

サービス産業振興　熊谷など６市町支援 埼玉新聞 2015/6/17 1 地域
短歌　水野昌雄選　寄居・町田節子 毎日新聞 2015/6/18 26 短歌
小中高が交流、協力　駅にプランター設置へ(寄居) 埼玉新聞 2015/6/19 12 寄居・桜沢駅
第７回寄居総合美術展 埼玉新聞 2015/6/20 7 町中央公民館
北関東高校陸上　５０００メートル競歩小池優佳2位に入る。 埼北よみうり 2015/6/20 12 陸上
ホンダ、太陽光で発電し売電 日本経済新聞 2015/6/20 35 ホンダ
弓道　大宮光陵１７ー１３寄居城北　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岩槻商１８－
９寄居城北　寄居城北３敗　個人権田(寄居城北)４位

埼玉新聞 2015/6/21 9 弓道

江戸時代の地誌紹介　「新編武蔵風土記稿」を読む出版 埼玉新聞 2015/6/22 16 歴史
和紙の里で版画展 埼玉新聞 2015/6/22 13 版画
埼玉俳壇内野修選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤陽祥匤 埼玉新聞 2015/6/22 7 俳壇
歌壇　沖ななも選　(寄居)安良岡正二 朝日新聞 2015/6/25 13 歌壇
俳句　星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2015/6/25 俳句
星野の王子さまＰＡ５周年でイベント 埼玉新聞 2015/6/25 13 地域
高校生がレシピ考案アグリン館牛乳使い斬新ランチ(寄居) 埼玉新聞 2015/6/26 12 アグリン館
第７回寄居総合美術展 毎日新聞 2015/6/26 22 町中央公民館
花紙で制作「おりちゃん」　小学校にプレゼント(寄居) 埼北よみうり 2015/6/26 8 地域
７月１１・１２日　よりい夏まつり　寄居市街(寄居町) 埼北よみうり 2015/6/26 6 地域
高レベルの争い１万メートル(寄居)設楽悠太２位 毎日新聞 2015/6/28 23 陸上
埼玉俳壇　内野修選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匤
(寄居)石澤無涯

埼玉新聞 2015/6/29 7 俳壇

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 2015/7/2 22 短歌　俳句



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

朝日新聞 2015/7/3 24
県立川の博物
館

子育て世帯を優遇　(寄居)プレミアム商品券発売 埼玉新聞 2015/7/3 13 寄居町商工会
高校野球埼玉予選　本庄第一　佐藤凌(寄居)　滑川総合　新
島将人(寄居)　寄居城北　松本豊　酒井利樹　松本竜之介

朝日新聞 2015/7/3 6 野球

第７回図書館まつり(寄居) 埼玉新聞 2015/7/4 9 町立図書館
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)寄居城南中出身

埼玉新聞 2015/7/6 8 ゴルフ

俳句　星野光二選　寄居・町田節子 埼玉新聞 2015/7/9 22 俳句
図書館まつり　おはなし会　１８・１９日 埼北よみうり 2015/7/10 6 町立図書館
スポットライト　挑戦！世界ジュニア　吉田莉生 埼北よみうり 2015/7/10 2 ゴルフ
寄居町の観光施設再開業　小田急系など、指定管理者に

日本経済新聞 2015/7/14 35
商工観光企業
誘致

郷士力士【三段目】湊竜(寄居)●０－１ 埼玉新聞 2015/7/14 6 相撲
熱中症県内３日間で６人死亡　熊谷で今年一番３７・８度 埼玉新聞 2015/7/15 1 気象
短歌　水野昌雄選　(寄居)町田節子 埼玉新聞 2015/7/16 26 短歌
読売文芸　短歌　三枝昻之選　(寄居)町田節子 俳句　小檜山
繁子選　(寄居)町田節子

読売新聞 2015/7/17 30 短歌　俳句

図書館まつり　１８、１９日 読売新聞 2015/7/17 34 町立図書館
どうなる教科書　中学の歴史・公民、高い関心　共同採択の
自治体(寄居)

朝日新聞 2015/7/17 29 中学校

熱気に誘われ飛び入り　寄居夏祭りに米国中高生６人 東京新聞 2015/7/19 22 夏祭り
金賞の白扇限定販売　寄居の藤崎摠兵衛商店「蔵の技術凝 埼玉新聞 2015/7/19 6 地域
寄居、熊谷奈良　両校V 埼玉新聞 2015/7/20 9 ラグビー
よりい玉淀水天宮祭花火大会(寄居)

埼玉新聞 2015/7/22 14
商工観光企業
誘致

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

毎日新聞 2015/7/23 22 短歌　俳句

寄居玉淀水天宮祭　玉淀河原(寄居町)
埼北よみうり 2015/7/24 9

商工観光企業
誘致

日本の里　リニューアルオープン(寄居)
埼北よみうり 2015/7/24 4

商工観光企業
誘致

第２９回読売旗争奪県北少年野球選手権大会(寄居)マッキー 埼北よみうり 2015/7/24 1 野球
よみうり文芸　俳句　小檜山繁子選　(寄居)町田節子　川柳
西潟賢一郎選　(寄居)町田節子

読売新聞 2015/7/24 31 俳句　川柳

郷土力士【三段目】湊竜(寄居)○２－４ 埼玉新聞 2015/7/24 8 相撲
柔道関東全国大会　女子４０キロ級　(寄居)関口 埼玉新聞 2015/7/25 12 柔道
バスケットボール男子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

埼玉新聞 2015/7/25 12
バスケット
ボール

俳句　金子兜太選　(寄居)鈴木孝信 朝日新聞 2015/7/27 13 俳句
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 2015/7/27 5 俳句

魚と人の知恵比べ　寄居の川博特別展伝統の漁具紹介
埼玉新聞 2015/7/29 11

県立川の博物
館

寄居玉淀水天宮祭(寄居)
東京新聞 2015/7/30 24

商工観光企業
誘致

俳句　星野光二選　(寄居)町田節子 毎日新聞 2015/7/30 26 俳句
水面に揺れる光涼し　舟山車浮かび花火が５０００発

東京新聞 2015/7/31 24
商工観光企業
誘致

２０１５近畿総体陸上　女子５０００メートル競歩小池優佳(本
庄東)寄居男衾出身

埼玉新聞スポーツ 2015/7/31 9 陸上

大輪背負う万灯　寄居で水天宮祭
埼玉新聞 2015/8/2 1

商工観光企業
誘致

埼玉俳壇　鎌倉佐弓　(寄居)石澤無涯 埼玉新聞 2015/8/3 7 俳壇
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

埼玉新聞 2015/8/6 24 短歌　俳句

主な候補者の市町村別得投票　(寄居)上田清司5,669 柴田
泰彦1,497　塚田桂祐1,591

毎日新聞 2015/8/11 24 選挙



寄居と奈良　両校V　県中学校総体ラグビー部　奈良が終了
間際に同点　寄居中１９－１９熊谷奈良中

朝日新聞少年少女スポーツ 2015/8/12 1 ラグビー

寄居の竹内さんに１５年前期の知事賞中日社協埼玉支部
県知事賞に竹内道直(寄居町)　 中日写真協会賞に木島宏
(寄居)　中日写真協会埼玉支部賞に加藤松宣(寄居)

東京新聞 2015/8/13 22 地域

リオ五輪出場賭け世界柔道に臨む　(寄居出身)新井千鶴選 埼北よみうり 2015/8/14 8 柔道
地元の民話を後世に　寄居の研究会語りのグループ結成 埼玉新聞 2015/8/14 12 民話
爆雷背負い特攻の訓練　軍事の日々記した「軍事日記」　寄
居町の田島貞雄さん(８９)

朝日新聞 2015/8/15 27 地域

真下昇氏(寄居町議)死去 埼玉新聞 2015/8/19 23 地域
催し　風布クリーン大作戦(寄居) 埼玉新聞 2015/8/19 12 地域
音楽　第三回ファザーズ・アンド・サンズ(寄居) 埼玉新聞 2015/8/19 12 地域
俳句　星野光二選　(寄居)町田節子 毎日新聞 2015/8/20 22 俳句
寄居・火災で豚２３頭死ぬ 毎日新聞 2015/8/20 23 事件
静かな流れ長瀞　埼玉の歴史と伝承 埼玉新聞 2015/8/20 15 地域
トマト苦手な人にも無添加ジュース好評　寄居アグリン館 埼玉新聞 2015/8/22 7 地域
トンボ公園装い新た　木道補修、ひょうたん池も　(寄居) 埼玉新聞 2015/8/25 13 地域
平和の尊さ訴え美術展や講演会　29日から寄居 埼玉新聞 2015/8/25 15 町中央公民館
第11回よりい平和と文化のつどい 埼玉新聞 2015/8/28 24 町中央公民館
夫婦滝　愛の鍵架け場　(寄居) 埼北よみうり 2015/8/28 1 地域
川博がマップ販売(寄居)

埼北よみうり 2015/8/28 4
県立川の博物
館

自作いかだで荒川下り(寄居) 埼北よみうり 2015/8/28 4 地域
新井(寄居)３決敗退　女子７０キロ級 埼玉新聞スポーツ 2015/8/29 9 世界柔道
埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤紀子 埼玉新聞 2015/8/31 15 俳壇
復活示す無敗の金　女子団体　(寄居)新井(児玉高出)Ｖに貢 埼玉新聞スポーツ 2015/8/31 7 世界柔道
手製いかだ荒川を満喫(寄居)レースに９６人参加 埼玉新聞 2015/9/1 8 地域
大島弘一(大島不動産会長、ＲＤＣホールディングス久本京子
社長の実父)死去

埼玉新聞 2015/9/2 19 地域

踏切で倒れた男性救出　寄居署男女３人感謝状 埼玉新聞 2015/9/2 14 寄居警察
短歌　水野昌雄選　(寄居)町田節子　俳句　星野光次選　(寄
居)町田節子

毎日新聞 2015/9/3 22 短歌　俳句

よみうり文芸　川柳　西潟賢一郎選　(寄居)小山喜寛 読売新聞 2015/9/4 32 川柳
太極拳を極める！寄居町武術太極拳協会所属　藤波樹花さ
ん全日本大会で健闘

埼玉新聞 2015/9/7 8 太極拳

荒川流域を色分け　地形分かりやすく　県立川の博物館がＭ
ＡＰ

埼玉新聞 2015/9/8 12
県立川の博物
館

関東高校個人選抜大会県予選会　(寄居城北)⑦青木英里果 読売新聞 2015/9/9 30 弓道
第３７回埼玉県アマチュアゴルフ選手権大会２０１５　(寄居)代 埼玉新聞 2015/9/9 12 ゴルフ
俳句　星野光二選　(寄居):町田節子 毎日新聞 2015/9/10 22 俳句
寄居でオクトーバーフェスト　寄居町富田バルツバイン 朝日新聞 2015/9/10 13 地域
トンボを通じ自然保護　寄居町にトンボ公園を作る会代表仮 埼北よみうり 2015/9/11 2 地域
よみうり文芸短歌　三枝昴之選　(寄居)田中宏美　川柳　西潟
賢一郎選(寄居)町田節子

読売新聞 2015/9/11 34 短歌　俳句

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　1回選用土コルツ(寄居)６－２嵐山ライナーズ　2回戦用土
コルツ８－１５東秩父

埼玉新聞 2015/9/15 7 野球

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 埼玉新聞 2015/9/15 13 地域
郷士力士【序二段】湊竜(寄居)や１－０ 埼玉新聞 2015/9/15 8 相撲
寄居でドイツ気分「オクトーバーフェスト」ソーセージ人気 埼玉新聞 2015/9/15 15 地域
ピティナ東日本埼玉１地区本選　本選優秀賞　久保直輝(鉢形
小５年)　本選奨励賞　久保直輝(鉢形小5年)

埼玉少年少女スポーツ 2015/9/16 1 ピアノ

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　ﾏｯｷｰｽﾞ(寄居)３－６長瀞ジャイアンツ　中町ジュニ
ア(寄居)２－２１岡部

埼玉新聞 2015/9/17 7 野球

商業地２年連続上昇「南北の格差、拡大傾向」 産経新聞 2015/9/17 27 地域
郷士力士【序二段】湊竜(寄居)○２－０ 埼玉新聞 2015/9/17 9 相撲
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 東京新聞 2015/9/17 25 地域



県北中学生バスケットボール大会【女子】準々決勝寄居６０－
４１上里　準決勝寄居３９－６１本庄南　3位決定戦６３－６８

さいたま報知 2015/9/20 3
バスケット
ボール

郷士力士【序二段】湊竜(寄居)●３－２ 埼玉新聞 2015/9/22 5 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
わの実文庫」

埼玉新聞 2015/9/24 11 町立図書館

足かけ約３０年　読み聞かせ会600回　(寄居町) 埼北よみうり 2015/9/25 4 町立図書館
県が大雨の農林業被害まとめる 朝日新聞 2015/9/26 29 地域
埼玉俳壇　内野修選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匤　(寄
居)吉澤紀子

埼玉新聞 2015/9/28 7 俳壇

丸型ポスト昔懐かしく　かんぽの宿で写真展　《寄居》 埼玉新聞 2015/9/29 14 地域
俳句　星野光二選　(寄居)福田秋子 埼玉新聞 2015/10/1 22 俳句
寄居の住宅で火災　放火視野に捜査 産経新聞 2015/10/2 25 事件
埼玉俳壇　星野光二選　(寄居)吉澤祥匤　(寄居)吉澤紀子
(寄居)石澤無涯

埼玉新聞 2015/10/5 9 俳壇

男子団体　寄居城北Ａ初の栄冠　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　女子団体準々決勝寄居城北
Ｂ４－７春日部女Ｂ　個人８中⑤権田(寄居城北Ａ)

埼玉新聞 2015/10/6 11 弓道

釣り場の魚に感謝　円良田湖でヘラブナ供養《寄居》 埼玉新聞　　 2015/10/6 8 地域
第65回全国小・中学校作文ｺﾝｸｰﾙ(読売新聞社主催)　県審
査に２６９２点応募　【特選】小学校低学年の部(県教育長賞　)
寄居町立寄居小学校3年内田早紀　【入選】中学校の部　寄
居町立寄居中3年　内田侑希

読売新聞 2015/10/6 32 作文

地元出身の陸上選手登場　寄居で男衾地区体育祭 埼玉新聞 2015/10/9 9 地域
部活　頑張る県北の小中高生第188回　城南中学校　剣道部 埼北よみうり 2015/10/9 7 地域
地場産だから新鮮！安心！その１４１エキナセア(寄居町) 埼北よみうり 2015/10/9 4 地域
危険業務従事者叙勲　大木森雄７１　元県警部　寄居 埼玉新聞 2015/10/10 22 地域
俳句　星野光二選　(寄居)町田節子 毎日新聞 2015/10/10 22 俳句
全国学力テスト　４４市町の正答率公表　県教委　独自に公
開の自治体も　(寄居町)

毎日新聞 2015/10/10 23 学力テスト

埼玉俳壇　星野光二選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤紀子 埼玉新聞 2015/10/12 7 俳壇
俳句　星野光二選　(寄居)町田節子 毎日新聞 2015/10/15 28 俳句
読売文芸　川柳　入選(寄居)柴﨑真一 読売新聞 2015/10/16 34 川柳
１０周年記念し寄居に植樹　資源循環工事事業者協議会

埼玉新聞 2015/10/16 2
商工観光企業
誘致

第１６回よりい絵画展 毎日新聞 2015/10/16 22 歴史館
巨大なかぐや姫が安全運転呼び掛け　寄居にお目見え 東京新聞 2015/10/17 22 寄居警察
寄居の名勝描いた作品も　寄居絵画展 埼玉新聞 2015/10/17 7 町公民館
埼玉俳壇　星野光二選　(寄居)吉澤祥匤 埼玉新聞 2015/10/19 11 俳壇
ハロウィンで婚活イベント　３１日、女性参加者募集《寄居》 埼玉新聞 2015/10/20 14 町商工会
県スポ少野球北部ブロック結成記念大会　寄居町から野地
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
力強く宣誓した

埼玉新聞 2015/10/20 9 少年団

改組新第２回日展初入選者　(寄居町)松村泰弘 読売新聞 2015/10/20 35 洋画
ホンダ３年連続Ｖ　ＪＡＢＡ県会長杯２－１で日通破る 毎日新聞 2015/10/21 25 ホンダ
俳句　星野光二選　(寄居)町田節子 毎日新聞 2015/10/22 26 俳句
育成選手　田島洸成(内、ＢＣリーグ・武蔵) 毎日新聞 2015/10/23 21 野球
貴重な日本刀を展示　名刀展開催中　(寄居町) 埼北よみうり 2015/10/23 7 歴史館
寄居秋まつり　寄居市街地　(寄居)

埼北よみうり 2015/10/23 6
商工観光企業
誘致

祭り仕切る年番札　本町区完成し決意新た　(寄居) 埼玉新聞 2015/10/27 10 地域
軽乗用車にはねられ僧侶の８６歳男性重体 産経新聞 2015/10/27 23 寄居警察
ミカン狩り　今年は豊作 読売新聞 2015/10/28 33 町観光協会
俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)中村茂 朝日新聞 2015/10/28 30 俳壇
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 2015/10/29 26 短歌　俳句



県スポ少野球北部ブロック結成記念大会　寄居運動公園　用
土コルツ(寄居)　城南ｷﾝｸﾞﾌｨｯｼﾔｰｽﾞ(寄居)　マッキーズ(寄
居))　中町ジュニア(寄居)　オブスマクラブ(寄居)　マッキーズ
(寄居)

埼玉新聞スポーツ 2015/10/29 9
スポーツ少年
団

全国小・中学校作文コンクール埼玉審査　小学低学年の部
内田早紀さん(寄居町立寄居小学校３年（ 読売新聞 2015/10/30 31 作文ｺﾝｸｰﾙ

「区間新記録出したい」　Ｈｏｎｄａ　設楽悠太 毎日新聞 2015/10/31 23 駅伝
全国高校駅伝　男子　聖望学園(大久保直也)寄居男衾　埼玉
平成(馬場智輝)寄城南　本庄(木持寛大)寄居城南　武蔵越生
(時田俊吾)寄居男衾　女子　熊谷女(坂本尚子)寄居　松山女
(田島小町)寄居男衾　埼玉平成(補野平梓)寄居城南(勅使河
原瞳)寄居城南

埼玉新聞スポーツ 2015/11/1 12 高校駅伝

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
寄居秋まつり。自慢の山車巡行７０００人にぎわう 東京新聞 2015/11/2 18

商工観光企業
誘致

駅伝　東日本実業団対抗　(設楽)　(小山) 毎日新聞 2015/11/3 19 駅伝
物づくり作家７人　日本料理店で展示　(寄居) 埼玉新聞 2015/11/3 15 地域
東日本実業団駅伝　設楽悠太選手 毎日新聞 2015/11/4 25 駅伝
県中学新人戦柔道　個人５０キロ級(新福)寄居　寄居男衾(石
岡)　個人女子４０キロ級(関口)寄居　同４４キロ級(小林)寄居
男衾　５７キロ級(井田)寄居　(大谷)寄居

埼玉新聞 2015/11/5 11 柔道

俳句　星野光二選　(寄居)町田節子 毎日新聞 2015/11/5 22 俳句
男子団体　男子柔道　寄居男衾中　寄居中　女子団体寄居中 埼玉新聞スポーツ 2015/11/6 14 柔道

作文コンクール埼玉県審査　寄居町立寄居小学校(内田早
紀)　寄居町立寄居中学校(内田侑季) 読売新聞 2015/11/6 34 作文ｺﾝｸｰﾙ

女子駅伝　坂本尚子 埼玉新聞 2015/11/6 14 駅伝
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　納税率アップ部門　花輪利一郎・寄居町長 埼玉新聞 2015/11/6 10 税務

東日本中学ラグビーあす開幕　２年連続３度目出場の寄居 埼玉新聞 2015/11/7 10 ラグビー
ワカサギ釣り解禁　寄居の円良田９センチクラスも 埼玉新聞 2015/11/8 13 町観光協会
７台の山車巡行　秋まつりに７０００人　《寄居》

埼玉新聞 2015/11/10 10
商工観光企業
誘致

県中学新人大会　ラグビー寄居１２－１２城西 埼玉新聞 2015/11/11 11 ラグビー
つれづれ　大野順一(寄居町６９歳) 埼玉新聞 2015/11/11 21 地域
かわはく秋まつり(寄居)

埼玉新聞 2015/11/11 19
県立川の博物
館

郷士力士【三段目】　湊竜(寄居)○１－２ 埼玉新聞 2015/11/13 10 相撲
武蔵ヒートベアーズ　ドラフト育成指名５選手(寄居)田島洸成
内野手

埼北よみうり 2015/11/13 4 野球
清澤正孝水彩画展　寄居町の画家・清澤正孝さん 埼北よみうり 2015/11/13 6 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 埼北よみうり 2015/11/13 6 作品展
イベント盛りだくさん　ふるさとの祭典市(寄居町) 埼北よみうり 2015/11/13 6 町商工会
皆野寄居バイパスで車両事故の防災訓練 埼玉新聞 2015/11/13 15 地域
よみうり文芸　短歌三枝昴之選　(寄居町)田中広美 読売新聞 2015/11/13 32 短歌

スタンプラリー開催きょう記念切符発売　キャラクターのスタン
プを集める　寄居(乙姫ちゃん)他

埼玉新聞 2015/11/14 7 地域

郷士力士【三段目】湊竜(寄居)●１－３ 埼玉新聞 2015/11/15 9 相撲
入選児童を表彰　荒川図画コンクール特選など７２点【県立川
の博物館長】當間結心(寄居桜沢小（　本知恵(寄居小)　中島
和也(寄居用土)　【荒川上流河川事務所長賞】武井蓮(寄居桜

埼玉新聞 2015/11/15 16
県立川の博物
館

埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)石澤無涯
(寄居)吉澤祥匤

埼玉新聞 2015/11/16 7 俳壇

往年の名車４０台華やかパレード　《寄居》
埼玉新聞 2015/11/17 12

商工観光企業
誘致

郷士力士【三段目】湊竜(寄居)○２－３ 埼玉新聞 2015/11/17 8 相撲
巨人と仮契約武蔵ヒートベアーズ　(寄居)田島洸成内野手 読売新聞 2015/11/17 34 野球



たわわな実に笑顔　寄居でミカン狩り 埼玉新聞 2015/11/18 1 町観光協会
深谷市歌が完成　NPO法人「緑と文化と福祉の街」代理理事
で音楽家の松原真治さん(五一)寄居町が作曲

東京新聞 2015/11/18 24 地域

郷士力士【三段目】湊竜(寄居)●２－４ 埼玉新聞 2015/11/19 9 相撲
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
カラーリングの１編成は東上線の小川町ー寄居駅間

毎日新聞 2015/11/19 25 寄居駅

短歌水野昌雄選(寄居)町田節子　俳句星野光二選(寄居)町 毎日新聞 2015/11/19 24 短歌
ひげ伸ばす１１月　普及活動を推進　寄居の大橋正宏さん 埼玉新聞 2015/11/20 19 地域
名所や偉人を歌詞に　NPOが作詞、作曲。作曲は代表理事
の松原SHINJIさん(寄居町在住)

埼玉新聞 2015/11/20 15 地域

県4種サッカーリーグ選手権　寄居FC２０１１ 埼玉新聞スポーツ 2015/11/20 9 スポーツ少年
男子第６８回、女子第２４回関東高校駅伝　武蔵越生　時田
俊吾(寄居男衾)　　熊谷女　坂本尚子(寄居)

埼玉新聞スポーツ 2015/11/20 11 駅伝

ホンダの名車　４０台集結　寄居の商店街でパレード 東京新聞 2015/11/22 22 ふるさとの祭
第２８回上尾シティマラソン　３キロ女子の部⑤松本優澄(寄居 さいたま報知 2015/11/22 3 マラソン
埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)石澤無涯
(寄居)吉澤祥匤

埼玉新聞 2015/11/23 7 俳壇

地元の民話聴い初めての自主公演　２８日、町立図書館(寄 埼玉新聞 2015/11/24 12 町立図書館
俳句　星野光二選　(寄居)町田節子 毎日新聞 2015/11/26 26 俳句
柔道女子団体準決勝さい田島中１－０寄居中　男子個人新
福大空(寄居)　石岡秀星(寄居男衾)　女子個人関口媛香(寄
居)　小林弘美(寄居男衾)　５７キロ級井田朊伽(寄居)　６３キ

朝日埼玉少年少女スポーツ 2015/11/26 1 柔道

清水薫氏91歳(しみず・かおる＝元寄居町助役)死去 埼玉新聞 2015/11/27 23 地域
松山女子　北関東団体V 毎日新聞 2015/11/27 27 地域
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

埼玉新聞　 2015/11/27 6 地域

武蔵ヒートベアーズ　田島洸成(１９・寄居町) 埼北よみうり 2015/11/27 2 野球
第１回「きいてみぃ」図書館公演　寄居町の民話の語り 埼北よみうり 2015/11/27 1 町図書館
「五輪出場決めて！」大歓声アルカス勢活躍　寄居町立男衾
中１年杉田生璃さん(１３)

毎日新聞 2015/11/29 28 ラグビー

埼玉囲碁名人戦　準優勝　守屋偉作(寄居) 埼玉新聞 2015/11/30 7 囲碁
埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤紀子 埼玉新聞 2015/11/30 17 俳壇
環境整備センターの１５年間延長など調印　県と寄居町 埼玉新聞 2015/12/1 2 地域
未来に名水残そう車山で清掃ハイク　《寄居》 埼玉新聞 2015/12/1 12 地域
作文コンクール中央審査読売新聞社賞に寄居小３年内田早 読売新聞 2015/12/3 7 作文
子の医療費１８歳まで無料　寄居町県内初の無条件適用 読売新聞 2015/12/4 33 医療費
県４種サッカー選手権　寄居FC２０１１ 埼玉新聞 2015/12/4 13 スポ少サッ
赤く染まる師走の里山　寄居で紅葉見頃 埼玉新聞 2015/12/5 1 地域
時事川柳　(寄居町　ひとり蜂)　(寄居町　黒瀬美津子) 東京新聞 2015/12/5 5 川柳
決闘容疑で２少年書類送検　寄居町の男子高校生(１５) 毎日新聞 2015/12/5 23 事件
GS柔道東京大会女子７０キロ級優勝　新井千鶴(寄居町出 埼玉新聞 2015/12/6 7 柔道
酒気帯び運転容疑で男逮捕(寄居署) 埼玉新聞 2015/12/6 11 寄居警察
埼玉俳壇　内野修選(寄居)吉澤祥匤　(寄居)吉澤紀子　(寄
居)石澤無涯

埼玉新聞 2015/12/7 7 俳壇

ウィークリー　寄居町が１８歳まで医療費を無料化 埼玉新聞 2015/12/7 10 地域
地場産のミカン、プリンに大変身　風布館で販売　《寄居》 埼玉新聞 2015/12/8 8 地域
町長に巨人入団を報告　田島洸成内野手(寄居) 読売新聞 2015/12/9 34 地域
短歌　水野昌雄選　(寄居)ｸﾞｴﾝ　ユイ　タン 毎日新聞 2015/12/10 24 短歌
寄居町に出張美術館　１２，１３日ピカソの陶芸など展示 読売新聞 2015/12/10 30 町生涯学習課
寄居が舞台の民話　語りや紙芝居で披露　(寄居) 埼北よみうり 2015/12/11 3 町図書館
よみうり文芸　川柳　西潟賢一郎選　(寄居町)町田節子 読売新聞 2015/12/11 30 川柳
世界の芸術間近で　寄居今日から出張美術館 埼玉新聞 2015/12/12 7 町生涯学習課
小川和紙マラソン　　(寄居)野口英里子　　　(寄居)金子候生
(寄居)松本優澄

埼玉新聞 2015/12/15 13 マラソン

交流の証住民ら植樹　熊谷桜が寄居に嫁入り 埼玉新聞 2015/12/15 13 地域
「はだしの散歩道」１５０人がハイキング　《寄居》 埼玉新聞 2015/12/15 12 地域
戦後７０年　寄居郷開拓団　(寄居町) 読売新聞 2015/12/15 33 地域
出張！かわはくミニまつり(寄居)町立図書館アトリエなど。 埼玉新聞 2015/12/16 7 町立図書館



第２２回小中学生俳句コンクール　県芸術文化祭実行委員長
賞　(寄居３年)松本拓歩　県俳句連盟会長賞　(寄居・男衾４
年)矢部苺香　(朝日新聞奨励賞)(学校賞)【小学校低学年の

朝日新聞 2015/12/17 28
俳句コンクー
ル

深谷彩北リトルシニア杯　小学生軟式野球大会　用土コルツ
(寄居)マッキーズ(寄居)　中町ジュニア(寄居)　城南キング

埼玉新聞 2015/12/18 7
スポーツ少年
団

石綿労災・救済認定事業所　製造業　内外タルク寄居工場 毎日新聞 2015/12/18 24 地域
埼玉俳壇　内野修選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匤　(寄
居)吉澤紀子

埼玉新聞 2015/12/21 7 俳壇

１８歳選挙権で座談会　町議会、高校生と　(寄居) 埼玉新聞 2015/12/22 12 町議会
元旦恒例の行事「大凧揚げ」開催　(寄居町) 毎日新聞 2015/12/23 24 地域
ゆる山歩き　鐘撞堂山　(寄居町) 東京新聞 2015/12/24 20 地域
直実ゆかりの熊谷桜　寄居に植樹　(寄居町) 埼北よみうり 2015/12/25 3 地域
猿の大凧元旦の空へ　寄居　干支にちなみ住民制作 埼玉新聞 2015/12/25 11 地域
元旦の大凧揚げ　２０畳「三猿」揚がれ 東京新聞 2015/12/26 22 地域
俳句　星野光二選　(寄居)町田節子 毎日新聞 2015/12/26 24 俳句
首長が選んだわが街　５大ニュース　　寄居町花輪利一郎町 埼玉新聞 2015/12/28 13 町役場
寄居町も１８歳まで医療費無料化拡大　親の扶養外も対象 東京新聞 2015/12/31 22 町役場


