
2016（平成28）年 寄居町新聞記事索引　1月～6月 （2018年3月作成時）

掲載日 掲載紙 紙面 記事見出・記事概要 件名

2016/1/1 毎日新聞 24
「五輪イヤーに感動を」 ニューイヤー駅伝 43チームきょう号砲　全日本
実業団対抗駅伝オーダー　コニカミノルタ　6区　設楽（※啓太）　Ｈｏｎｄａ　4区　設
楽（※悠太）

スポーツ（陸上）

2016/1/1 埼玉新聞 16 新春俳壇　星野光二選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)石澤無涯 投稿

2016/1/1
埼玉新聞
（第2部）

31

埼玉農業の底力 おいしーい地元見つけた おいしく多彩農産物加工
品 地域の魅力たっぷり 創意でおいしさ倍増 バルツバイン スモークレ
バーとボロニアソーセージ 寄居　寄居町富田の手作りハム工房「バルツバイ
ン」　自社農場で育てた「武州豚」を使い、欧州の伝統的な食肉加工品を販売　※
写真

特集

2016/1/3 朝日新聞 27 ホンダ設楽悠 4区記録更新　（同日の毎日新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2016/1/3 毎日新聞 23

ニューイヤー駅伝　第60回全日本実業団対抗駅伝競走大会成績　②コニカミノ
ルタ　6区（12.5㌔）　設楽（※啓太）　⑩38.25　④Ｈｏｎｄａ　4区（22.0㌔）　設楽（※悠
太）　①1.02.45　※写真（設楽啓太）　狙って2年連続区間新 設楽悠太（24）
＝Ｈｏｎｄａ　エース区間で2年連続の区間新記録　※写真（設楽悠太）

スポーツ（陸上）

2016/1/3 産経新聞 13 全日本実業団対抗駅伝 ★設楽悠、2年連続の区間新　（同日の毎日新
聞と同内容）

スポーツ（陸上）

2016/1/3 埼玉新聞 11 ２年連続の区間新 ホンダの設楽悠　（同日の毎日新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2016/1/3 埼玉新聞 12
正智 再び初戦の壁 全国高校サッカー　全国高校選手権第3日　2日、さい
たま市浦和駒場スタジアム　▷2回戦　明徳義塾1｛1－0、0－0｝0正智深谷　※田島
帆貴（正智深谷高2年、寄居中出身）出場　（各紙に同様の記事掲載）

スポーツ（高校）

2016/1/3 スポーツニッポン 10 1日のスポーツ　ニューイヤー駅伝　♢全日本実業団対抗駅伝区間賞♢　4区（22
㌔）設楽悠太（Honda）☆1時間2分45秒　区間新記録

スポーツ（陸上）

2016/1/4 埼玉新聞 11 新春の空に大凧揚がる 寄居700人が参加 全て成功　寄居町今市の住
民でつくる「竹とんぼの会」主催の大凧揚げ　1日に寄居運動公園　※写真

地域

2016/1/6 東京新聞 22 晴天 三猿大凧高く高く 寄居50畳は2年連続　（1/4の埼玉新聞と同内容）
※写真

地域

2016/1/6 埼玉新聞 1

乳幼児連れ傍聴 「原則制限」6割 県内市町村議会アンケート 託児室
検討の自治体も　県内63市町村議会の約6割に当たる38議会が、規則により乳
幼児を連れての本会議傍聴を原則「できない」とする　埼玉新聞アンケート　※寄
居町は「できる」

行政

2016/1/6 埼玉新聞 10･11 個性豊か埼玉の地酒 世界に魅力を発信へ 埼玉県内の酒蔵　⑳藤﨑
摠兵衛商店　創業1728年（享保十三年）技で磨き心で醸す

特集

2016/1/6 埼玉新聞 18 平屋建て住宅全焼 92歳女性顔にけが（寄居）　4日午後5時半ごろ、寄居
町桜沢で火災　※写真

事件・事故

2016/1/7 毎日新聞 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 投稿

2016/1/8 毎日新聞 22
ミカンジュース人気 寄居・里の駅アグリン館 地元で収穫 冬季限定販
売　　寄居町農産物加工施設「里の駅アグリン館」で、地元収穫のわせ温州みか
んを使った果汁100％ジュースが人気　※写真

地域

2016/1/8 埼北よみうり 1･4

埼北の四季作品　「花の回廊」高田静男さん・寄居町　「パティオ花の彩演」横塚
純子さん・寄居町　「荻平子ども歌舞伎」松井利行さん・寄居町　「寄居町中間平の
日の出」石田知弘さん・寄居町　「美里の春」柴﨑計子さん・寄居町　「水面に映る
桜」横塚英夫さん・寄居町　※「埼北の四季」をテーマにした写真の掲載

投稿

2016/1/8 埼北よみうり 2 スポットライト 挑戦！夢の五輪へ　三井住友海上火災保険㈱女子柔道部
新井千鶴さん（22・寄居町）

スポーツ（柔道）

2016/1/8 埼北よみうり 3
2ロータリークラブが寄付 茨城の水害のために（寄居町・深谷市）　寄
居ロータリークラブと深谷市の川本ロータリークラブが、昨年の茨城豪雨災害復旧
のため茨城県の国際ロータリークラブ第2820地区に寄付　※写真

地域

2016/1/8 埼北よみうり 6 エンタメ 作品展　寄居町美術家協会展　1月21日（木）～24日（日）　寄居町中央
公民館

イベント情報

2016/1/8 埼北よみうり 8 みつけたぞ‼ひょうたん大根（寄居町）　寄居町の柴﨑計子さんがひょうたん
形の丸大根を収穫　※写真

投稿

2016/1/8 埼玉新聞 13
市町村年頭抱負 魅力的なまちづくり 重点施策で県外発信 寄居町
選ばれるまち寄居をめざして

特集

2016/1/9 埼玉新聞 16

「心大切に活動」 県更生保護女性連盟新年会　県更生保護女性連盟の
受賞者祝賀会 8日、さいたま市中央区ラフレさいたま 更生保護活動に貢献した37
人を表彰　受賞者▷峯岸佳子（寄居＝会長退任）　関谷梅子（寄居＝関東更女連盟
会長表彰）

叙位叙勲･表彰

2016/1/11 埼玉新聞 1
高齢者増え負担感 39市町で欠員 担い手確保が課題 民生委員県内
市町村アンケート〈上〉　※寄居町は委員定数73に対し、現委員数73人で欠員
なし

福祉・医療

2016/1/11 埼玉新聞 5 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 投稿
2016/1/11 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【序二段】 湊竜(寄居)　○1－0　※初場所初日 スポーツ（大相撲）

2016/1/12 東京新聞 20 情報ファイル 展覧会　♦第2回寄居町美術家協会展　（1/8埼北よみうりと同内
容）

イベント情報

2016/1/12 埼玉新聞 1
担当世帯数に開き 最大で8倍超 活動費にばらつきも 民生委員県内
市町村アンケート〈下〉　※寄居町は委員一人当たりの担当平均世帯数196、
委員一人当たりの年間活動費58200円

福祉・医療
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2016/1/12 埼玉新聞 8 開運祈願し十二支巡り（寄居）　寄居町内の十二支守り本尊を巡る「寄居十
二支めぐり」が9日開かれ、約750人が参加　※写真

地域

2016/1/12 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】 湊竜(寄居)　や1－0　※初場所2日目 スポーツ（大相撲）

2016/1/12 埼玉新聞 10･11

得意の足技 冷静に逆転 女子63㌔級の大谷 県柔道高校選手権　柔
道の第38回全国高校選手権を兼ねた県高校選手権の第1日　11日、県武道館　女
子63㌔級は大谷麻稀（児玉）が初優勝を飾った　【女子】▷個人63㌔級準決勝　大
谷（児玉） 合わせ技 柳（大宮東）　▷同決勝　大谷 合わせ技 野口（蕨）　※大谷麻
稀（児玉高2年、寄居中出身）、写真　（2/10読売新聞にも同様記事あり）

スポーツ（高校）

2016/1/13 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】 湊竜(寄居)　○2－0　※初場所3日目 スポーツ（大相撲）

2016/1/14 朝日新聞 24 スポーツ短信 ■男子駅伝に佐藤、設楽悠らエントリー　24日の全国都
道府県男子駅伝　13日、エントリー選手発表　設楽悠太（ホンダ）は埼玉から出場

スポーツ（陸上）

2016/1/14 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

1 県第4種サッカーリーグ選手権大会　決勝トーナメント▷1回戦　寄居3－1ＥＣ
フジミノ　▷2回戦　新座片山7－2寄居

スポーツ（小学）

2016/1/14 毎日新聞 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 投稿
2016/1/14 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】 湊竜(寄居)　や2－0　※初場所4日目 スポーツ（大相撲）

2016/1/14 埼玉新聞 11
生け花や絵など4団体が正月展 あすまで寄居町役場　生け花、絵画、書
の合同展「正月展」 15日まで　寄居町花道協会、寄居水彩画会、寄居えの会、寄
居書道人連盟　※写真

文化・芸術

2016/1/15 毎日新聞 22 インフォメーション ギャラリー　●第2回寄居町美術家協会展　（1/8埼北よみ
うりと同内容）

イベント情報

2016/1/15 埼玉新聞 11 県サッカー少年団中央大会組み合わせ決定　※寄居FC2001出場 スポーツ（小学）
2016/1/15 埼玉新聞 12 郷土力士星取表　【序二段】 湊竜(寄居)　○3－0　※初場所5日目 スポーツ（大相撲）

2016/1/16 朝日新聞 24

教育トーク埼玉 「箱根で走る」夢つなぐ男衾中学陸上部顧問 川音順
子さん(61)に聞く 打ち込める環境整備教え子成長　箱根駅伝に多くの卒
業生が出場している町立男衾中学校陸上部の顧問川音順子さんに、優れたラン
ナーの育成法を聞く　※写真

教育

2016/1/16 日本経済新聞 35

実質県内総生産2.2％増 13年度、輸送用機械けん引　県は15日、2013
年度の県民経済計算をまとめる　実質県内総生産は22兆1839億円　実質経済成
長率は2.2％のプラス　業種別では輸送用機械が11％増　ホンダの寄居工場が稼
働したことも寄与

経済・産業

2016/1/16 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】 湊竜(寄居)　や3－0　※初場所6日目 スポーツ（大相撲）
2016/1/17 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【序二段】 ☆湊竜(寄居)　○4－0　※初場所7日目 スポーツ（大相撲）

2016/1/17 埼玉新聞 7 県高校新人大会 サッカー女子　第1日・入間向陽高校ほか　▷1次リーグH組
北本・大宮武蔵野・寄居城北1－1昌平

スポーツ（高校）

2016/1/18 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【序二段】 ☆湊竜(寄居)　や4－0　※初場所8日目 スポーツ（大相撲）

2016/1/18 埼玉新聞 8 県高校新人大会 サッカー女子　第2日・和光国際高校ほか　▷1次リーグH組
埼玉平成8－0北本・大宮武蔵野・寄居城北

スポーツ（高校）

2016/1/18 埼玉新聞 15 埼玉俳壇　星野光二選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匡 投稿
2016/1/19 朝日新聞 28 埼玉マリオン ●アート　♦寄居町美術家協会展　（1/8埼北よみうりと同内容） イベント情報

2016/1/19 朝日新聞 29 積雪 生活を直撃　熊谷市や深谷市、寄居町では信号機が点滅せず、警察官
が手信号で交通整理

気象

2016/1/19 埼玉新聞 1 県内全域で大雪 秩父34㌢、59人重軽傷　県内は18日未明から朝にかけて
全域で雪　寄居城北高校は午前中だけで授業を打ち切り

気象

2016/1/19 埼玉新聞 6 いぼとり地蔵24日に開帳 今市一体地蔵尊（寄居）　寄居町今市の一体地
蔵尊 24日午前10時から大護摩供養 本尊の地蔵菩薩像（町指定文化財）を開帳

地域

2016/1/19 埼玉新聞 12 郷土力士星取表　【序二段】 ☆湊竜(寄居)　や4－0　※初場所9日目 スポーツ（大相撲）

2016/1/20 読売新聞 32
Wednesdayさいたま スポーツ 駅伝　第59回“浮き城のまち行田”大会（15年
12月6日・行田市総合公園周辺）　♢中学男子（2200㍍）　①男衾中男子Ａ　36分12
秒　　③男衾中男子Ｂ　♢中学女子（1150㍍）　②男衾中陸上部女子

スポーツ（中学）

2016/1/20 東京新聞 18
後期入賞者決まる 中日写協埼玉支部 作品145点を審査　中日写真協
会埼玉支部の2015年後期の入賞者決まる　中日写真協会賞＝木島宏（寄居町）▷
東京新聞さいたま支局長賞＝武内道直（寄居町）

文化・芸術

2016/1/20 埼玉新聞 7 まちひとであい 展示　寄居美術家協会展(寄居)　（1/8埼北よみうりと同内容） イベント情報
2016/1/20 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】 ☆湊竜(寄居)　●4－1　※初場所10日目 スポーツ（大相撲）
2016/1/21 毎日新聞 22 俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2016/1/21 埼玉新聞 9
県サッカー少年団中央大会　第44回県サッカー少年団中央大会　17日　三郷
スカイパークなど　▷1回戦　寄居FC2001 2｛1－0、1－2、延長0－0、0－0｝2新座た
けしのキッカーズ（PK3－1）

スポーツ（小学）

2016/1/21 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】 ☆湊竜(寄居)　○5－1　※初場所11日目 スポーツ（大相撲）

2016/1/21 埼玉新聞 14 地名は語る埼玉の歴史と伝承 32 寄居町 鉢形城の住時しのぶ　鉢形
城　末野窯跡群　氏邦のミカン　※写真

連載

2016/1/22 埼北よみうり 2
安産・子育てご利益ある地蔵様（寄居町）　（1／19埼玉新聞と同内容）　※
写真 地域

2016/1/22 埼北よみうり 6 埼北2月ｉｎｆｏ　14日（日）♦寄居町駅伝競走大会　寄居町役場周辺発着（寄居町） イベント情報
2016/1/22 埼玉新聞 12 郷土力士星取表　【序二段】 ☆湊竜(寄居)　や5－1　※初場所12日目 スポーツ（大相撲）

2016/1/22 埼玉新聞 11
県ミニバス会長杯　県ミニバスケットボール大会会長杯　17日まで　春日部市
総合体育館など　「男子」【1次予選】▷Bc組　八條ブルーサンダース（八潮）52－29
寄居　リベロ狭山59－32寄居

スポーツ（小学）
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2016/1/22 埼玉新聞 11
ミニバスケットボール　県理事長杯（10、11、17日・新座市民総合体育館ほか
「女子Cブロック」【1次予選】▷ｉ組　①寄居スパークル　【2次予選】▷ghi組　鶴ヶ島南
53－36寄居スパークル　寄居スパークル47－26道祖土

スポーツ（小学）

2016/1/23 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【序二段】 ☆湊竜(寄居)　や5－1　※初場所13日目 スポーツ（大相撲）

2016/1/23 埼玉新聞 9

Ｖ2へ 今年も強いぞ埼玉 全国都道府県対抗男子駅伝 あす号砲　昨
年は東京のアンカーだった設楽啓（コニカミノルタ）がふるさと選手で参戦　設楽悠
（ホンダ）は控えに回る見込み　♦埼玉チームの予想オーダー♦　3区（8.5㌔）設楽啓
太 コニカミノルタ　補 設楽悠太 ホンダ

スポーツ（陸上）

2016/1/24 毎日新聞 25 田園地帯 風切り疾走 熊谷めぬま駅伝　第29回熊谷めぬま駅伝　23日　▷
中学男子②男衾中Aチーム

スポーツ（地域）

2016/1/24 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【序二段】 ☆湊竜(寄居)　や5－1　※初場所14日目 スポーツ（大相撲）

2016/1/24 埼玉新聞 6
連覇狙う埼玉 3区は設楽啓 きょう都道府県男子駅伝　第21回都道府県
対抗男子駅伝を翌日に控え23日、広島市内でオーダー発表と開会式　埼玉は設
楽悠太（ホンダ）補欠、双子の兄啓太（コニカミノルタ）は3区

スポーツ（陸上）

2016/1/25 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 投稿

2016/1/25 埼玉新聞 8
埼玉3位連覇逃す 全国都道府県対抗駅伝　第21回全国都道府県対抗男
子駅伝 24日 広島市平和記念公園前発着 7区間48㌔ 埼玉 2時間20分59秒  3位
3区-設楽啓太（コニカミノルタ）-区間記録③24分44秒　（ほか各紙に記事掲載）

スポーツ（陸上）

2016/1/25 埼玉新聞 8 県高校新人大会 サッカー女子　第4日・和光国際高校ほか　▷1次リーグH組
北本・大宮武蔵野・寄居城北3－2越ケ谷

スポーツ（高校）

2016/1/25 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【序二段】 ☆湊竜(寄居)　○6-1　※初場所千秋楽 スポーツ（大相撲）

2016/1/26 日本経済新聞 35
創業100周年、県内73社 明治元年以降で今年最多　東京商工リサーチ
埼玉支店調べ　県内企業で2016年に創業100周年を迎えるのは73社　建設工事業
の寄居建設（寄居町）など

経済・産業

2016/1/26 埼玉新聞 4
情報クリップ 日本公庫埼玉懇話会が賀詞交歓会 「『少し時代を先取
る』モットー」　柴崎猛代表幹事(シバサキ製作所会長)の抱負　※写真

経済・産業

2016/1/26 埼玉新聞 9

県サッカー少年団中央大会　第44回県サッカー少年団中央大会　24日　埼玉
スタジアム第2グラウンドなど　準々決勝で浦和尾間木（さいたま）が寄居FC2001を
5－2で振り切る　▷2回戦　寄居FC2001 4｛3－0、1－0｝0上尾NEOFC　▷準々決勝
浦和尾間木5－2寄居FC2001

スポーツ（小学）

2016/1/26 埼玉新聞 13 寄居城北高生がミニコンサート 町役場で歌や演奏（寄居）　県立寄居城
北高校の吹奏楽部が23日、寄居町役場1階ロビーでミニコンサート　※写真

地域

2016/1/27 日本経済新聞 35 花粉飛散量「例年並み」 県予測、昨年よりは多く　県が2016年春のスギ
花粉の飛散量は「例年並み」とする予測　県寄居林業事務所の分析

環境

2016/1/27 埼玉新聞 1
雪の農業被害 27市町村を災害指定 県、農家の復旧支援へ　17から18
日にかけての雪の影響で発生した農業被害　県は26日、農業災害特別措置条例
に基づき、(寄居町を含む)27市町村を特別災害の対象に指定

行政

2016/1/28 朝日新聞 28 さいたま文化 俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)安良岡正二 投稿

2016/1/28 埼玉新聞 10 県高校新人大会 サッカー女子　▷1次リーグH組最終順位　③北本・大宮武蔵
野・寄居城北　（2/10読売新聞にも同様の記事掲載）

スポーツ（高校）

2016/1/28 埼玉新聞 15 つれづれ　白馬の友より　大野順一（寄居町、69歳） 投稿
2016/1/28 毎日新聞 26 俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2016/1/30 埼玉新聞 11
NPOの活動知って 6団体紹介 熊谷で発表展 来月3日まで　熊谷市、深
谷市、寄居町のNPO法人の活動発表展「つくばくんNPOカフェ」　2月3日まで熊谷
市筑波のくまがや館　※写真

地域

2016/2/1 埼玉新聞 9 埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2016/2/2 読売新聞 29 ひろば 今週のテーマ 待っています　友人の合格報告　県立松山高3年 今
村大哉18（寄居町）

投稿

2016/2/2 日本経済新聞 1

ホンダ、輸出倍増 国内工場の稼働を優先 16年度16万台　ホンダは
2016年度、国内での輸出向け四輪車の生産を15年度見通しの2倍、16万台規模に
北米向けフィットは寄居工場の生産を鈴鹿製作所に移す　寄居工場では欧州向け
小型車などを生産

経済・産業

2016/2/2 埼玉新聞 12 貴重な植物の保全を進めて かたくり守る会が総会（寄居）　カタクリ群生
地の保全を進めている「寄居町かたくりを守る会」が、町図書館で総会　※写真

地域

2016/2/3 読売新聞 30

Wednesdayさいたま スポーツ 記録ファイル 太極拳　第28回県民総体兼
第23回県選手権大会（15年12月12日・越谷市総合体育館）　≪個人競技≫♢24式▷
男子B　②松尾洋平（寄居町協会）　▷女子B　①真尾久美子（寄居町協会）8.80点
▷同C　①藤波樹花（寄居町協会）8.68点　♢48式・88式▷女子　②前田穏子（寄居町
協会）　♢孫式▷男子　②藤田雄也（寄居町協会）　≪団体≫♢集団　①中村春香ほ
か7人（寄居町協会）9.00点

スポーツ（一般）

2016/2/3 読売新聞 31 市町村給与 国水準下回る ラスパイレス指数 高齢職員退職など要因
♦県内市町村別ラスパイレス指数（2015年4月1日現在）　寄居町　97.9

行政

2016/2/3 埼玉新聞 4 2016年創業○周年記念企業 県内に5432社　※2016年に「周年記念」を迎
える企業に寄居建設㈱　創業1916年　100周年

経済・産業

2016/2/4 日本経済新聞 31 県、産業団地の造成支援 加須と美里「誘導地区」に追加　県が「産業誘
導地区」に美里町の関越自動車道寄居パーキングエリア(PA)近くの地区を選定

経済・産業

2016/2/4 埼玉新聞 4 加須、美里地区 産業誘導地区に 県、新たに選定　（同日の日本経済新
聞と同内容）

経済・産業

2016/2/5 読売新聞 32 よみうり文芸 短歌　松平盟子選　【入選】寄居町　田中広美 文化・芸術
2016/2/6 毎日新聞 24 俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿



2016（平成28）年 寄居町新聞記事索引　1月～6月 （2018年3月作成時）

2016/2/7 埼玉新聞 9
武蔵HB選手が子どもたち指導 寄居で野球教室　プロ野球独立リーグの
武蔵ヒートベアーズによる野球教室　寄居運動公園　寄居町と秩父郡市の野球少
年たちが参加　※写真

地域

2016/2/8 埼玉新聞 7 埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)石澤無涯 投稿

2016/2/9 埼玉新聞 11 県高校新人大会 バレーボール　8日（第2日・本庄総合体育館）　▷女子2回戦
聖望学園2－0寄居城北

スポーツ（高校）

2016/2/9 埼玉新聞 13
生徒の作業製品町役場で展示会 はばたき特別支援学校　県立深谷は
ばたき特別支援学校の作業製品展示会が寄居町役場1階ロビーで開かれる　※写
真

教育

2016/2/9 埼玉新聞 17 つれづれ　3学期にがんばること　高橋遙香（寄居町、8歳） 投稿

2016/2/10 東京新聞 24 卒業記念 桜を植樹 寄居の男衾中３年生 「地元公園いつか名所に」
男衾中学校3年生83人が、卒業記念に富田の男衾自然公園で桜を植樹　※写真

教育

2016/2/12 埼北よみうり 4

時代祭り絆の会発足 交流会で親睦深める（寄居町）　関東エリアで甲冑
武者姿で祭りなどを開催している関係者らで発足した「時代祭り絆の会」の交流会
23日、寄居町のひさご旅館　小田原城（小田原市）、八王子城（八王子市）、滝野城
（所沢市）、箕輪城、倉賀野城、沼田城（共に群馬県）の関係者らが参加　※写真

地域

2016/2/12 埼北よみうり 6 エンタメ イベント　かわはくミニまつり　寄居町立図書館　2月14日（日） イベント情報

2016/2/12 日本経済新聞 7 家庭ゴミ焼却、広域受託 オリックスなど3社連携　オリックス資源循環(埼
玉県寄居町)など3社が、家庭から出るゴミの焼却事業で連携

経済・産業

2016/2/12 産経新聞 21 寄居の空き家で身元不明男性遺体　　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故

2016/2/12 埼玉新聞 9
トピックス 県トラック協会が桜など110本、町に寄贈（寄居）　県トラック協
会北部ブロックが寄居町に桜とモミジ計110本を寄贈　贈呈式が富田の男衾自然
公園で行われた　※写真

地域

2016/2/12 埼玉新聞 12

県中学ラグビー ベストフィフティーン　寄居 熊谷奈良 最多の3人選出
県ラグビー協会は11日、本年度の県中学ベストフィフティーンを発表　熊谷ラグ
ビー場で表彰　寄居、熊谷奈良から各3人　FW 中沢陸哉（寄居）　BK 坂本 奨（寄
居）　太田 士（寄居）

スポーツ（中学）

2016/2/12 埼玉新聞 17 ニュースクリップ 空き家に男性の遺体（寄居）　10日午後4時15分ごろ、寄
居町赤浜の空き家で男性の遺体を発見

事件・事故

2016/2/16 埼玉新聞 12 20歳の自分へ卒業前に手紙 男衾中３年生86人（寄居）　町立男衾中学
校の3年生86人  男衾自然公園に「タイムカプセル」を埋める　※写真

教育

2016/2/17 読売新聞 32
Wednesdayさいたま スポーツ 県駅伝　7日に行われた「第83回埼玉県駅伝
競走大会」　各部門上位チームの記録　【高校男子の部】④聖望学園　5区　⑥大
久保直也　※大久保直也（聖望学園高2年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2016/2/17 日本経済新聞 35

県内人口5年で0.9％増 726万人 伸び率は過去最低 昨年の国勢調査
速報 県南増加、県北・秩父は減少　県は16日、2015年国勢調査の結果（速
報値）を発表　表-県内の人口減少自治体は40市町村に及ぶ（人口は15年国勢調
査、増減率は15年と10年の比較、▲はマイナス）　寄居町　34,092（人口）　▲4.7
（増減率％）

統計

2016/2/17 埼玉新聞 17

浅草オペラ 再起の北国行 作曲家佐々紅華の足跡追う 寄居の娘婿
記録集出版「地方に娯楽文化の新風」　「君恋し」などを作曲した佐々紅華
の記録集『浅草オペラ巡業』（刊行社） 佐々の娘婿で寄居町の演出家、清島利典さ
ん(71)が出版　※写真2

文化・芸術

2016/2/18 毎日新聞 24 俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿
2016/2/19 読売新聞 32 埼玉書道三十人展 23日から　この他の出品者　加藤東陽 文化・芸術

2016/2/19 埼玉新聞 7 上田知事のとことん訪問　上田清司知事が県民と意見交換する「とことん訪
問」　17日、県北地域（3市2町）　ヤブラン生産日本一を誇る村越農園（寄居町）

行政

2016/2/20 読売新聞 34 Saturｄａｙさいたま レジャー 歩く　♦寄居町の里山 鐘撞堂山を歩く　28日　寄
居駅集合　約9㌔

イベント情報

2016/2/20 東京新聞 5 時事川柳　（埼玉県寄居町　ひとり蜂） 投稿

2016/2/21 さいたま報知 1

寄居男衾 逆転Ｖ 女子 リード許すも守屋＆前田のゴールで突き放す
第47回県北中学生バスケットボール大会 女子決勝戦 1月17日、秩父市文化体育
センター 寄居男衾が40－35で本庄南を下し、3大会ぶり2度目の優勝　【女子】▷決
勝　寄居男衾40-35本庄南　▷準決勝　寄居男衾47-32秩父二　※写真3、選手名

スポーツ（中学）

2016/2/22 朝日新聞 13
陸上 熊日30㌔ロードレース 21日 設楽啓が初優勝　第60回大会、熊本
市内　設楽啓太（コニカミノルタ）が1時間30分45秒で初優勝　兄弟で五輪めざす
「今年はふたり一緒に1万㍍の代表になりたい」

スポーツ（陸上）

2016/2/22 朝日新聞 29 ●大型貨物と衝突、同乗の女性死亡　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故
2016/2/22 読売新聞 33 ■トラックと衝突し死亡　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故

2016/2/22 読売新聞 22 熊日30㌔ロードレース　（21日・熊本）　▷男子　①設楽啓太（コニカミノルタ）1時
間30分45秒　（同日の毎日、スポーツニッポンにも結果記事掲載）

スポーツ（陸上）

2016/2/22 毎日新聞 28 ニュース24時 深谷・トラックと衝突し軽トラ助手席の女性死亡　（同日の
埼玉新聞と同内容）

事件・事故

2016/2/22 産経新聞 22 大型トラックと衝突 軽トラの夫婦が死傷 深谷の県道　（同日の埼玉新聞
と同内容）

事件・事故

2016/2/22 東京新聞 18
NEWSフラッシュ ★深谷で衝突事故、女性死亡　（同日の埼玉新聞と同内
容） 事件・事故

2016/2/22 埼玉新聞 2 1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12,890　人口総数33,839　男16,772　女17,067

統計



2016（平成28）年 寄居町新聞記事索引　1月～6月 （2018年3月作成時）

2016/2/22 埼玉新聞 10
第41回埼玉書道三十人展　2月23日（火）～28日（日）　埼玉県立近代美術館
加藤東陽「仏足石の歌二首（作者不明）」　埼玉県書道人連盟副会長（寄居町）　※
写真、作品画像

文化・芸術

2016/2/22 埼玉新聞 11

新井（児玉高出）準優勝 女子70㌔級 V逸も悲観せず　柔道グランプリ大
会　　第2日　20日　ドイツ・デュッセルドルフ　女子70㌔級で世界ランク6位の新井
千鶴（寄居町出身、児玉高出、三井住友海上） 決勝で同8位のベルナデッテ・グラ
フ（オーストリア）に一本負けして準優勝　※写真　（同日の朝日、読売、毎日、産
経、東京、スポーツニッポンにも結果記事あり）

スポーツ（柔道）

2016/2/22 埼玉新聞 17
車衝突、夫婦が死傷 深谷　21日午前7時半ごろ、深谷市武蔵野の県道交差
点で、近くの農業男性（82）の軽トラックが、寄居町保田原会社員男性（49）の大型
トラックと出合い頭に衝突　軽トラに同乗していた女性が死亡　運転の男性が重傷

事件・事故

2016/2/23 読売新聞 29

柔道欧州2大会終了 女子48、70㌔級は混戦　リオ五輪の代表争い　女子
70㌔級は新井千鶴（三井住友海上）と、ライバルの田知本遥（ＡＬＳＯＫ）　増地千代
里・女子強化部長は「どちらが代表になっても、ワンランク実力を上げる必要があ
る」と語る　最終選考の全日本体重別選手権の結果が代表選びに直結

スポーツ（柔道）

2016/2/23 産経新聞 16 柔道 リオ代表絞り込み　■五輪代表争い 有力選手の欧州遠征成績　【女子】
70㌔級　新井千鶴　GPデュッセルドルフ大会　2位　田知本遥　GSパリ大会　2位

スポーツ（柔道）

2016/2/23 埼玉新聞 9
リトルシニア〈春季関東大会代表決定戦〉　リトルシニア関東連盟北関東支
部春季関東大会代表決定戦　21日　庄和リトルシニアグラウンドなど　▷2回戦　浦
和6－5深谷彩北

スポーツ（中学）

2016/2/23 埼玉新聞 14
桜8品種81本を地元団体が植樹（寄居）　「一年中桜に出会える町よりい実
行委員会」が牟礼の休耕地に81本の桜を植樹　「日本さくらの会」とコンビニエンス
ストア「セーブオン」から寄贈

地域

2016/2/24 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2 きさらぎ杯朝霞市ミニバス　第25回きさらぎ杯朝霞市ミニバスケットボール交
流大会　2月6日、7日　朝霞市立総合体育館ほか　【男子2位グループ】④寄居

スポーツ（小学）

2016/2/24 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2
県スポーツ少年団サッカー  第44回埼玉県サッカー少年団中央大会(1月17日
～2月7日、埼玉スタジアム2002第2グラウンドほか)　【県大会ベスト16の記録】寄居
4－0上尾NEO　▷準々決勝　浦和尾間木5－2寄居

スポーツ（小学）

2016/2/25 読売新聞 35 ブータンの事前合宿誘致へ 寄居町、東京五輪に向けて　2020年東京五
輪・パラリンピックに向け、寄居町がブータン王国の事前合宿を誘致

行政

2016/2/25 日本経済新聞 39 寄居町、ブータン誘致　五輪事前合宿、大枠で合意　（同日の読売新聞と
同内容）

行政

2016/2/25 毎日新聞 26 俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2016/2/25 毎日新聞 26 埼玉書道三十人展 出品者と作品紹介②　♢加藤東陽　寄居町　※写真、
作品画像

文化・芸術

2016/2/25 埼玉新聞 1 幸せの国 わが町へ ブータン五輪合宿地に名乗り 寄居町　（同日の読
売新聞と同内容）

行政

2016/2/25 埼玉新聞 7 県柔道紅白試合　第25回県紅白試合　21日、県立武道館　「女子」【小学2年】▷
強化指定選手　井田実来（深谷柔道SEIWA会）

スポーツ（小学）

2016/2/25 埼玉新聞 13 16年度予算案♦寄居町　一般会計は前年度比1.0％減の115億7767万円 行政

2016/2/26 朝日新聞 29 五輪・パラリンピックのブータン選手 合宿所に寄居町が名乗り　（2/25
読売新聞と同内容）

行政

2016/2/26 読売新聞 32 よみうり文芸 短歌　松平盟子選　【入選】寄居町　町田節子 投稿

2016/2/26 埼北よみうり 7 160チームたすきつなぐ 寄居町駅伝競走大会（寄居町)　第61回寄居町
駅伝競走大会 14日　※写真、各部門優勝チーム・選手名

スポーツ（地域）

2016/2/26 産経新聞 27 自転車の42歳男性 車にはねられ重体　（同日の東京新聞と同内容） 事件・事故

2016/2/26 東京新聞 26

NEWSフラッシュ ★深谷で車にはねられ、男性重体　25日午前7時半ご
ろ、深谷市長在家の市道交差点で、自転車に乗っていた寄居町赤浜のアルバイト
男性（42）が自動車にはねられ重体　寄居署は乗用車を運転していた深谷市の女
性（54）を現行犯逮捕

事件・事故

2016/2/26 埼玉新聞 11 第58期埼玉囲碁名人戦　準決勝　白　森屋偉作(寄居)　【第1譜　1～22】 文化・芸術

2016/2/27 朝日新聞 29 ●深谷で自転車の男性死亡　（2/26東京新聞の続報）　男性は搬送先の病
院で26日早朝に死亡

事件・事故

2016/2/27 読売新聞 35 はねられ42歳死亡 容疑の54歳を逮捕　（2/26東京新聞の続報、同日の朝
日新聞と同内容）

事件・事故

2016/2/27 毎日新聞 27 ブータン合宿寄居に誘致 20年五輪・パラリンピック　（2/25読売新聞等と
同内容）　※写真

行政

2016/2/27 東京新聞 26
NEWSフラッシュ ★深谷の事故で重体の男性が死亡　（2/26同紙の続
報） 事件・事故

2016/2/27 埼玉新聞 8 リオ「2人で出たい」 陸上1万㍍代表入り狙う 双子の設楽啓太、悠太
熊日30㌔ロードレース（21日・熊本市）男子で設楽啓太（コニカミノルタ）が初優勝
※写真

スポーツ（陸上）

2016/2/27 埼玉新聞 10 第58期埼玉囲碁名人戦　準決勝　白　森屋偉作(寄居)　【第2譜　22～54】 文化・芸術
2016/2/27 埼玉新聞 11 千人健脚競う 駅伝競走大会 寄居　（2/26埼北よみうりと同内容）　※写真 スポーツ（地域）

2016/2/27 埼玉新聞 19
自転車の男性はねられ死亡 深谷　25日午前7時半ごろ、深谷市長在家の市
道交差点で、寄居町赤浜、アルバイト男性（42）の自転車が乗用車と衝突　搬送先
の病院で死亡（2／26日東京新聞と同内容、続報）

事件・事故

2016/2/28 埼玉新聞 7 税の絵はがき 熊谷税務署管内小6対象　寄居町町長賞＝新井颯之介　同
教育長賞＝田島永都

教育

2016/2/28 埼玉新聞 7 第58期埼玉囲碁名人戦　森屋さんが決勝へ　準決勝　白　森屋偉作(寄
居)　【第3譜　53～100】

文化・芸術
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2016/2/28 東京新聞 26 県内初、強制撤去条例制定へ 八潮市　※「県内市町村のごみ屋敷数」の
一覧に寄居町（１件）

行政

2016/2/29 朝日新聞 29
佐々紅華の浅草オペラ巡業、本に ゆかりの寄居で書簡発見 女婿で
演出家・清島さん　（2/17埼玉新聞と同内容）　※写真2

文化・芸術

2016/2/29 東京新聞 18 展覧会　清沢正孝水彩画展　3月17～22日、熊谷八木橋 イベント情報
2016/2/29 埼玉新聞 13 埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2016/3/1 埼玉新聞 9
リトルシニア〈春季関東大会代表決定戦〉　リトルシニア関東連盟北関東支
部春季関東大会代表決定戦　2月28日　熊谷さくら運動公園野球場など　「敗者復
活トーナメント」【B組】▷1回戦　深谷彩北7－0加須（六回コールド）

スポーツ（中学）

2016/3/1 埼玉新聞 11 郷土力士新番付　【三段目】湊竜(寄居・湊) スポーツ（大相撲）

2016/3/1 埼玉新聞 13
映画「陽光桜」を上映　鎮魂の実話テーマに（寄居）　桜のまちおこしに取
り組む寄居町の町民団体「一年中桜に出会える町よりい実行委員会」 3月12日、
映画「陽光桜」の上映会を町中央公民館で開く　※写真

地域

2016/3/2 毎日新聞 27 ニュース24時 寄居・業務上横領で元不動産会社員逮捕　（同日の埼玉
新聞と同内容）

事件・事故

2016/3/2 埼玉新聞 15 つれづれ　冷凍柿　大野順一（寄居町、69歳） 投稿

2016/3/2 埼玉新聞 18

ニュースクリップ　業務上横領容疑で男逮捕（寄居署）　寄居署は1日、業
務上横領の疑いで、本庄市無職男性容疑者（35）を逮捕　寄居町の不動産会社に
勤務していた昨年4月と8月の2回、仲介手数料として集金した現金計45万3600円
を横領した疑い

事件・事故

2016/3/3 朝日新聞 29
植えた桜と同名 平和を祈る映画 寄居で12日上映　（3/1埼玉新聞と同内
容） 地域

2016/3/3 毎日新聞 26 短歌　水野昌雄選　寄居・町田節子 投稿
2016/3/4 読売新聞 31 よみうり文芸 川柳　西潟賢一郎選　【入選】寄居町　町田節子 投稿

2016/3/4 読売新聞 32
「陽光桜」誕生秘話上映 寄居町で12日 町有志「サクラの街」活動ア
ピール兼ね　（3／1埼玉新聞と同内容）　※写真2

地域

2016/3/4 読売新聞 33

■不法投棄容疑4人逮捕　県警は3日、上里町の不動産業男性（68）、深谷市
のタクシー運転手男性（59）、寄居町西ノ入の土木建築業男性（72）、寄居町鉢形
の食品加工作業員男性（24）の4容疑者を廃棄物処理法違反（投棄禁止）の容疑で
逮捕　昨年1月、深谷市櫛挽で廃棄物11㌧を埋め、不法投棄した疑い

事件・事故

2016/3/4 埼玉新聞 9

ふかやシティハーフマラソン　2月28日　仙元山公園周辺コース　「男子」▷10
㌔一般（高校生以上39歳以下）③大久保直也（寄居・聖望学園）　▷10㌔一般（50歳
代）①稲波宏幸（寄居・本田寄居）　▷3㌔中学生③嶋崎祐斗(寄居・男衾)　「女子」▷
5㌔一般（高校生以上39歳以下）⑤新井悠香(寄居・本庄東高)　▷5㌔一般（40歳代）
④工藤優子（寄居・チーム酒RAN）　▷3㌔中学生③松本優登（寄居・男衾）④吉田
詩央（寄居・城南）

スポーツ（地域）

2016/3/5 朝日新聞 28
データに見る埼玉県の「老い」　※図中に寄居町・75歳以上人口・現在2015
年、11～15％→10年後2025年（推計）、16～20％

統計

2016/3/5 埼玉新聞 7 まちひとであい 催し 生涯学習まつり（寄居）　5日、6日　中央公民館 イベント情報

2016/3/7 毎日新聞 27
震災から5年 埼玉の春 古里離れても家族守った 南相馬から避難、
寄居の男性 姉の一言で決断　福島県南相馬市で東日本大震災に遭い、現
在は寄居町で暮らす今野清次さん（62）　※写真

地域

2016/3/7 埼玉新聞 9 埼玉俳壇　内野修選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2016/3/7 埼玉新聞 12
第58期埼玉囲碁名人戦　決勝　白　森屋偉作（寄居）　【第1譜　1～23】　　フ
レッシュ対決　森屋偉作さん（23）と池田晃希君（17・さいたま）　両者とも初の決
勝進出

文化・芸術

2016/3/8 埼玉新聞 7
リトルシニア〈春季関東大会代表決定戦〉　リトルシニア関東連盟北関東支
部春季関東大会代表決定戦　6日　富士見リトルシニアグラウンドなど　「敗者復活
トーナメント」【B組】▷2回戦　深谷彩北5－4狭山（延長八回）

スポーツ（中学）

2016/3/8 埼玉新聞 12
かんぽの宿に適マーク 消防庁規定基準クリア（寄居）　「かんぽの宿寄
居」が宿泊施設の防火基準適合表示制度の基準を満たし、深谷市消防本部管内
で初となる「適マーク」（銀色）の交付を受ける　※写真

地域

2016/3/8 埼玉新聞 13 第58期埼玉囲碁名人戦　　決勝　白　森屋偉作（寄居）　【第2譜　23～31】 文化・芸術
2016/3/9 朝日新聞 8 ホンダ寄居工場 輸出車生産集中　（同日の日本経済新聞と同内容） 経済・産業

2016/3/9 日本経済新聞 12

ホンダ、寄居工場公開　効率生産のノウハウ培う　ホンダは8日、2013年
に23年ぶりの国内新工場として稼働した埼玉製作所寄居工場を公開　世界の小型
車生産の「マザー工場」として位置づけ　培ったノウハウは海外工場でも導入　※
写真

経済・産業

2016/3/9 埼玉新聞 7 第58期埼玉囲碁名人戦　　決勝　白　森屋偉作（寄居）　【第3譜　31～74】 文化・芸術
2016/3/10 毎日新聞 26 短歌　水野昌雄選　寄居・町田節子　俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2016/3/10 東京新聞 26
教え子にささぐ「陽光桜」 寄居で12日上映会 市民団体秘話に感動し
企画　（3/1埼玉新聞と同内容）　※写真

地域

2016/3/10 埼玉新聞 1 さきたま抄　NHK大河ドラマ「真田丸」　鉢形城の北条氏邦が真田ににらみを利
かす　毎年5月に「寄居北條まつり」

コラム

2016/3/10 埼玉新聞 12 第58期埼玉囲碁名人戦　　決勝　白　森屋偉作（寄居）　【第4譜　74～95】 文化・芸術

2016/3/11 朝日新聞 29 東日本大震災5年 検証(下) 教訓生きた？進む対策　表-■県内の避難
者数推移　寄居町　41（2013年2月）　32（16年2月）

行政

2016/3/11 読売新聞 31 よみうり文芸 俳句　榎本好宏選　【入選】寄居町　町田節子 投稿
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2016/3/11 埼北よみうり 5
企画展3／19（土）～5／8（日） 甲冑や書状など展示上州合戦～北条
と真田～（寄居町）　鉢形城歴史館　　※写真

文化・芸術

2016/3/11 埼北よみうり 6
エンタメ 作品展　清澤正孝水彩画展　3月17日（木）～22日（火）　熊谷八木橋百
貨店 イベント情報

2016/3/11 毎日新聞 24
インフォメーション イベント ●賢治のどうぶつ話part2　12日、13日、19日、20

日　寄居町鉢形のアクトスペース鉢形　劇団お伽座　映画 ●映画「陽光桜」上映
12日、寄居町中央公民館

イベント情報

2016/3/11 埼玉新聞 10･11
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 平成27
年度テーマおしえてください！未来へつなぐエコ活動　優秀賞　寄居町立
桜沢小学校 四方田和哉（5年）　※写真　主催/埼玉県・埼玉新聞社

教育

2016/3/11 埼玉新聞 18
ニュースクリップ　物置火災、植木鉢など焼く（寄居）　10日午後0時5分ご
ろ、寄居町用土、農園業男性（72）方敷地内のアルミ製物置から出火　内部の植木
鉢や麻袋など焼く　けが人なし

事件・事故

2016/3/13 東京新聞 26
一年中サクラ楽しめる山に 「陽光桜」上映会 高橋監督舞台あいさつ
「活動、寄居と共通点」　12日、中央公民館で映画「陽光桜」の上映会が開か
れる　高橋玄監督（50）が舞台あいさつ　※写真2

地域

2016/3/13 埼玉新聞 2 2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12,949　人口総数34,101　男16,876　女17,134

統計

2016/3/13 埼玉新聞 6 県体育賞表彰者　【全国大会準優勝者】陸上　設楽悠太（本田技研工業） スポーツ（陸上）

2016/3/13 埼玉新聞 9
新聞作りで環境学ぶ ジュニア・エコタイムス　小学生がつくる環境新聞
「ジュニア・エコタイムス」の2015年度表彰式 12日、さいたま市浦和区のエコ計画浦
和　3122点の応募　▷優秀賞　四方田和哉（寄居・桜沢小5年）

教育

2016/3/14 毎日新聞 28
羽生マラソン 3種目に3088人　第33回藍のまち羽生さわやかマラソン大会
13日、羽生中央公園陸上競技場発着点　各部門優勝者　〈10㌔女子〉▷39歳以下
＝松本優澄（男衾中）

スポーツ（中学）

2016/3/14 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【三段目】 湊竜(寄居)　や1－0　※春場所初日目 スポーツ（大相撲）

2016/3/14 埼玉新聞 8

ラグビー　東日本U－15（15歳以下）中学生選抜大会（12、13日　ケーズデンキス
タジアム水戸ほか）　神奈川スクール選抜A34－5埼玉中学選抜A　岩手選抜45－
24埼玉中学選抜A　埼玉中学選抜A33－26群馬スクール選抜　埼玉中学選抜A73
－0神奈川中学選抜A　※埼玉中学選抜Aに寄居中から6名選出

スポーツ（中学）

2016/3/14 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

2016/3/15 朝日新聞 28 埼玉マリオン アート　♦清沢正孝　水彩画展　17日～22日、熊谷八木橋　寄居
町在住の水彩画家

イベント情報

2016/3/15 朝日新聞 18
僕らが奏でる 32の春 第88回選抜高校野球　桐生第一　群馬・私立　右
中嶋涼③　※登録選手一覧、中嶋涼（桐生第一高3年、寄居中出身）　（3/18東京、
3/19読売、毎日、スポーツニッポンの各紙に同様記事掲載）

スポーツ（高校）

2016/3/15 読売新聞 33

ズームアイ 市町村と協力 住民に防犯情報 熊谷6人殺害半年 県警が
取組み強化　熊谷の事件をきっかけに、県警は市町村や自治会と協力、防災無
線や電子メールを使って不審者や犯罪・防犯の情報を住民に積極的に伝える取り
組みを広げている　♦協定の締結状況（11日現在、県警調べ）【締結の予定】寄居
※9市と寄居ほか10町村

行政

2016/3/15 埼玉新聞 7
リトルシニア〈春季関東大会代表決定戦〉　リトルシニア関東連盟北関東支
部の春季関東大会代表決定戦　13日　大宮リトルシニアグラウンドなど　「敗者復
活トーナメント」【B組】▷3回戦　前橋7－0深谷彩北（五回コールド）

スポーツ（中学）

2016/3/15 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【三段目】 湊竜(寄居)　○1－0　※春場所2日目 スポーツ（大相撲）

2016/3/15 埼玉新聞 14
民話で郷土へ愛着を 地元グループ折原小で語り 情感込め児童魅了
（寄居）　よりい民話研究会が町立折原小学校で、郷土への愛着を深めてもらお
うと子どもたちに民話を語る　※写真

教育

2016/3/16 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2 さくら杯ミニバスケットボール大会　【男子2位トーナメント】▷準決勝　寄居39
－32上里　▷決勝　吉見西ウイングス53－52寄居

スポーツ（小学）

2016/3/16 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

3 書道 埼玉県書きぞめ中央展覧会　【埼玉県書写書道教育連盟賞】小林巧
実(寄居男衾中2年)

文化・芸術

2016/3/16 読売新聞 32 Wednesdayさいたま スポーツ 記録ファイル 柔道　第25回県紅白試合
（2/25埼玉新聞と同内容）

スポーツ（小学）

2016/3/16 埼玉新聞 14 郷土力士星取表　【三段目】 湊竜(寄居)　●1－1　※春場所3日目 スポーツ（大相撲）

2016/3/16
埼玉新聞
（第2部）

9
埼玉県特集2016春編 花めぐり 咲き誇る花に心も踊る色鮮やかな
“春”を満喫　寄居　【金尾山のツツジ】　※見ごろ時期など案内

観光

2016/3/16
埼玉新聞
（第2部）

14
埼玉県特集2016春編 地域トピックス 学びに遊び 注目の県北エリア
話題の観光スポット 寄居　燃える赤、山を彩る　金尾山のツツジ　　金尾山で
は毎年4月中旬から5月上旬にヤマツツジが見ごろを迎える　※写真

観光

2016/3/17 毎日新聞 26 俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿
2016/3/17 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【三段目】 湊竜(寄居)　や1－1　※春場所4日目 スポーツ（大相撲）

2016/3/18 読売新聞 33 １００万円詐欺被害　15日、寄居町の無職女性(84)が現金100万円をだまし取ら
れる

事件・事故

2016/3/18 読売新聞 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
2016/3/18 埼玉新聞　 8 郷土力士星取表　【三段目】 湊竜(寄居)　●1－2　※春場所5日目 スポーツ（大相撲）
2016/3/19 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【三段目】 湊竜(寄居)　や1－2　※春場所6日目 スポーツ（大相撲）

2016/3/19 埼玉新聞 12 ニュースクリップ 手渡し詐欺で１００万円被害（寄居）　（3/18読売新聞と
同内容）

事件・事故

2016/3/20 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【三段目】 湊竜(寄居)　や1－2　※春場所7日目 スポーツ（大相撲）
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2016/3/20 埼玉新聞 18

柔道全国高校選手権　第1日　19日、日本武道館　▷女子63㌔級1回戦　大谷
麻稀（児玉） 優勢 大川（愛媛・新田）　▷同2回戦　渡辺（神奈川・横須賀学院） 優勢
大谷　全国で通用しない　女子63㌔級・大谷麻稀（児玉）の話　※コメント、大谷麻
稀（児玉高2年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2016/3/21 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】 湊竜(寄居)　●1－3　※春場所8日目 スポーツ（大相撲）
2016/3/21 埼玉新聞 15 埼玉俳壇　内野修選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子 投稿

2016/3/22 東京新聞 21･22

2016年プロ野球選手名鑑 読売ジャイアンツ　育成内野手　018(背番号)

田島洸成　20(年齢)　帝京高　①(年数)　175(身長)　78(体重)　右左(投打)　阪神
タイガース　育成捕手　124(背番号)　原口文仁　24(年齢)　帝京高　⑦(年数)
182(身長)　86(体重)　右右(投打)　※ほか各紙に同様記事掲載

スポーツ（プロ野球）

2016/3/22 埼玉新聞 9
16店舗の逸品紹介 商工会がカタログ（寄居）　寄居駅南口の5商店会でつ
くる「ふるさと寄居商店会」が、逸品カタログ「寄居逸品」を製作　※写真 経済

2016/3/22 埼玉新聞 13

東日本高校弓道　第15回東日本高校大会　19～21日　仙台市体育館　男子5
人制は寄居城北が3位に入賞　男子5人制決勝トーナメント1回戦　寄居城北17－
12船橋芝山（千葉）　▷同準々決勝　寄居城北15－13一関工（岩手）　▷同準決勝
清真学園（茨城）18－13寄居城北

スポーツ（高校）

2016/3/22 埼玉新聞 14 郷土力士星取表　【三段目】 湊竜(寄居)　や1－3　※春場所9日目 スポーツ（大相撲）

2016/3/23 朝日新聞 28
商業地3年連続で上昇 公示地価 企業投資の増加影響　国土交通省は
22日、県内の公示地価を発表　住宅地は人口が減る北部・西部を中心に価格が低
迷　寄居町の下落率は3.1％だった

経済・産業

2016/3/23 埼玉新聞 8
公示地価県内一覧　（同日の朝日、読売、毎日、産経、東京新聞の各紙にも掲
載） 経済・産業

2016/3/23 埼玉新聞 15 郷土力士星取表　【三段目】 湊竜(寄居)　○2－3　※春場所10日目 スポーツ（大相撲）

2016/3/24 読売新聞 32
第68回全日本学生清書コンクール入賞者　29～31日＝東京・京橋の学書
院ギャラリー　【個人】▷中国大使館賞＝小林沙弥（寄居町立寄居中）▷推薦＝内川
智也（寄居町立寄居中）

文化・芸術

2016/3/24 毎日新聞 26 俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿
2016/3/24 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】 湊竜(寄居)　○3－3　※春場所11日目 スポーツ（大相撲）

2016/3/24 埼玉新聞 15
カタクリの魅力PR 寄居 絵や写真など展示　「寄居町カタクリを守る会」が
カタクリをテーマにした作品展　25日まで寄居町役場1階ロビー　26日から4月2日ま
で鉢形城歴史館　4月2日にカタクリの観察会　※写真

地域

2016/3/25 読売新聞 34 よみうり文芸 俳句　榎本好宏選　【入選】寄居町　町田節子 投稿
2016/3/25 埼北よみうり 1 進化するSA・PA　寄居PA(上り) 関越道　※写真 地域

2016/3/25 埼北よみうり 3 わたしの小学校(106)寄居町立折原小学校 『地域との強いつながり』
※写真2

連載コラム

2016/3/25 埼北よみうり 8 4／1（金）県立川の博物館リフレッシュオープン（寄居町）　4カ月の改修
工事を終え再開　※写真

地域

2016/3/25 埼玉新聞 9 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）
2016/3/25 埼玉新聞 13 沿線キャラ集めスタンプラリー あすから秩父鉄道 地域

2016/3/25 埼玉新聞 13 犯罪情報協定 広がる熊谷モデル 寄居　寄居署、寄居町、町連合区長会
が「犯罪情報の住民提供等に関する協定」を締結　※写真

地域

2016/3/26 埼玉新聞 10 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）
2016/3/27 埼玉新聞 12 郷土力士星取表　【三段目】 ★湊竜(寄居)　や3－4　※春場所14日目 スポーツ（大相撲）

2016/3/27 埼玉新聞 12 全国高校選抜大会 卓球　26日　▷男子団体1次リーグ　「E組」　埼玉栄3-2帝
京安積（福島）　※内田拓光（埼玉栄高1年、桜沢小出身）出場

スポーツ（高校）

2016/3/28 東京新聞 20 情報ファイル 展覧会 ♦第37回寄居えの会作品展　4月8日～10日、寄居町中
央公民館

イベント情報

2016/3/28 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】 ★湊竜(寄居)　や3－4　※春場所千秋楽 スポーツ（大相撲）

2016/3/28 埼玉新聞 7
全国高校選抜大会 卓球　27日　▷男子団体1次リーグ　「E組」　瓊浦（長崎）3-
0埼玉栄　※内田拓光（埼玉栄高1年、桜沢小出身）出場

スポーツ（高校）

2016/3/28 埼玉新聞 7

全国高校選抜大会 少林寺拳法　27日　▷男子団体演武決勝　⑦小川（佐
藤、堀、清水、柳、南）　▷女子自由組演武決勝　⑫小川（大谷、中島）　※佐藤伸
（小川高3年、寄居中出身）、大谷綾花（小川高3年、寄居中出身）、中島帆乃香（小
川高3年、城南中出身）

スポーツ（高校）

2016/3/28 埼玉新聞 13 埼玉俳壇　内野修選　(寄居)吉澤祥匡 投稿
2016/3/28 埼玉新聞 17 つれづれ　3月3日　大野順一（寄居町、69歳） 投稿

2016/3/29 東京新聞 26
空き家の巡回や適正管理で協定 寄居町、シルバー人材センターと
寄居町が町シルバー人材センターと「空き家の適正管理に関する協定」を結ぶ
2013年の調査で566戸の空き家を確認　40戸が倒壊の恐れのある「危険空き家」

行政

2016/3/29 埼玉新聞 9
リトルシニア〈北関東支部さくら大会〉　リトルシニア関東連盟北関東支部さく
ら大会　26、27日　浦和リトルシニアグラウンドなど　▷1回戦　深谷彩北8－1（六回
コールド）　▷2回戦　上尾5－4深谷彩北

スポーツ（中学）

2016/3/29 埼玉新聞 16 古城に浮かぶ夜桜 エドヒガンをライトアップ（寄居）　※写真 地域

2016/3/30 読売新聞 32 Wednesdayさいたま スポーツ 記録ファイル マラソン　第10回ふかやシ
ティハーフマラソン　（3/4埼玉新聞と同内容、ただし各部門3位までの記録）

スポーツ（地域）

2016/3/30 東京新聞 26 防犯情報発信へ 新番組「マチコミ」 4日からテレ玉　馬場俊英さん（※寄
居町出身）などパーソナリティー　※写真

その他
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2016/3/31 読売新聞 23
柔道　リオデジャネイロ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本体重別選手権が4月
2、3日、福岡国際センターで行われる　♦主な代表争い　女子70㌔級は前回2位の
新井千鶴（三井住友海上）と前回優勝の田知本遥（ＡＬＳＯＫ）が火花

スポーツ（柔道）

2016/3/31 読売新聞 30 高齢者叙勲　（4月1日）　▷瑞宝双光章　郡司辰弥氏（元特定郵便局長）寄居町
鉢形

叙位叙勲･表彰

2016/3/31 埼玉新聞 1
県北に若者定住促す 県と7市町人口減で広域連携　県と県北部の7市町
（※寄居町を含む） 地方創生を推進する事務レベルの協議会を設立　2016年度か
ら広域連携による移住・定住促進事業を展開

行政

2016/3/31 埼玉新聞 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
数12,957　人口総数33,983　男16,866　女17,117

統計

2016/3/31 埼玉新聞 17
ニュースクリップ　「偽札調べる」と170万円詐欺被害（寄居）　29日午前
10時ごろ、寄居町の無職男性（89）方に警察官をかたる男から電話　同日午後1時
半ごろ自宅を訪れた男性に現金170万円を手渡す

事件・事故

2016/4/1 埼玉新聞 1

危険踏切1000カ所改良へ 20年度まで 国主導で安全対策　「問題あ
り」県内は121カ所 踏切での死亡事故を減らすため、鉄道会社と自治体に安全
対策を義務付ける改正踏切道改良促進法が31日、参院本会議で可決、成立　4月
1日施行　国交省が「安全性に問題がある」と指摘している踏切　JR八高線3カ所
（寄居町1）

行政

2016/4/1 埼玉新聞 7
おひさしぶり！～同窓会だより～　寄居小学校1966年度卒 半世紀ぶ
り「仰げば尊し」　※写真

投稿

2016/4/3 朝日新聞 17

柔道 全日本体重別選手権 田知本遙「姉と五輪に」女子70㌔級　世界ラ

ンキング7位の新井を下した同11位の田知本遙　女子70㌔級の新井　※新井千鶴
選手コメント　【女子】▷70㌔級準決勝　新井（三井住友海上） 優勢 大野（コマツ）　▷
同決勝　田知本遙（ＡＬＳＯＫ） 優勢 新井　※写真

スポーツ（柔道）

2016/4/3 読売新聞 22
柔道 全日本体重別選手権 田知本遙涙の優勝　（同日の朝日、埼玉新聞

と同内容）　※新井千鶴選手コメント、写真
スポーツ（柔道）

2016/4/3 毎日新聞 19 全日本選抜柔道　（同日の朝日、埼玉新聞と同内容） スポーツ（柔道）

2016/4/3 日本経済新聞 29
全日本体重別柔道 田知本遙、女子70㌔級Ｖ　（同日の朝日、埼玉新聞と

同内容）　※写真
スポーツ（柔道）

2016/4/3 産経新聞 19
全日本体重別柔道 田知本遙連覇 女子70㌔級　（同日の朝日、埼玉新聞

と同内容）　※写真
スポーツ（柔道）

2016/4/3 東京新聞 23 田知本遙涙の連覇 女子70㌔級　（同日の朝日、埼玉新聞と同内容） スポーツ（柔道）

2016/4/3 埼玉新聞 7

女子70㌔級 新井は準優勝 選抜体重別柔道 ライバルに挽回できず
全日本選抜体重別選手権第1日（2日・福岡国際センター）　寄居出身、児玉高出の
新井千鶴（三井住友海上）は、ロンドン五輪代表の田知本遙（ＡＬＳＯＫ）に決勝で
敗れる　※写真

スポーツ（柔道）

2016/4/3 スポーツニッポン 6
田知本遙2大会連続（確）　（同日の朝日、埼玉新聞と同内容）　※写真　新井
切り替える　※新井千鶴選手コメント

スポーツ（柔道）

2016/4/4 朝日新聞 21
16人が決勝進出 アマ囲碁名人戦県大会　第11回朝日アマチュア囲碁名
人戦県大会の地区大会　3日、川口市・熊谷市　【北地区】森屋偉作（寄居町） 文化・芸術

2016/4/4 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 投稿

2016/4/5 読売新聞 29 市町村予算総額2兆3284億円 今年度一般会計 09年度以降最大　※
表-　県内市町村の一般会計当初予算　寄居町115億円

行政

2016/4/5 埼玉新聞 12
働く現場見学ツアー 合同企業説明会に13社（寄居）　寄居町商工会は、
町内に本社や事業所を置く13社を集めた合同企業説明会を町勤労福祉センター
などで開催　28人が参加　企業見学ツアーも実施　※写真

経済・産業

2016/4/6 東京新聞 20
君恋しの作曲家佐々紅華足跡判明 浅草オペラ復活目指す 関東大震
災後地方巡業兼ね 寄居町で妻の書簡見つかる　（2/17埼玉新聞と同内
容）　※写真3

地域

2016/4/6 埼玉新聞 10 春季県高校野球地区大会12日開幕　北部　組み合わせ　寄居城北－本庄
東

スポーツ（高校）

2016/4/7 埼玉新聞 6
リトルシニア 深谷彩北逆転2勝目　〈北部ブロックリーグ〉　関東連盟北関東
支部の北部ブロックリーグ　3日　佐野リトルシニアグラウンド　佐野11－6深谷彩北
深谷彩北3－2足利

スポーツ（中学）

2016/4/8 埼北よみうり 7
部活 頑張る県北の小中高生 第200回 寄居町立男衾中学校サッカー
部　気持ちで勝てるチームに　※写真

スポーツ（中学）

2016/4/9 埼玉新聞　 17 つれづれ　子規さんのお導き　高橋正樹（寄居町、49歳） 投稿

2016/4/10 東京新聞 26
ひと物語 佐々紅華の功績現代に 演出家で浅草オペラ研究家清島利
典さん　※写真

地域

2016/4/10 埼玉新聞 3
市町村16年度予算 過去最大の2兆3284億円 1.3％増、扶助費が影響
※表-2016年度・県内市町村の一般会計当初予算　寄居町　2016年度当初予算額
11,577百万円　増減率（対前年度）▲1.0％

行政

2016/4/12 埼玉新聞 7 都幾川と槻川をテーマに特別展 6月19日まで、川博（寄居）　※写真 地域

2016/4/12 埼玉新聞 9
悲惨な事故は“去る(サル)”　寄居、孫悟空の啓発ドール　寄居町桜沢
の国道140号と254号の交差点に交通安全啓発ドールがお目見え　今年の干支サ
ルにちなみ「孫悟空」　※写真

地域

2016/4/12 埼玉新聞 11
リトルシニア 深谷彩北は7得点完封　〈北部ブロックリーグ〉　関東連盟北関
東支部北部ブロックリーグ　10日　足利リトルシニアグラウンド　深谷彩北7－0太田
市（六回コールド）

スポーツ（中学）
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2016/4/13 読売新聞 32 ひろば 今週のテーマ出会い　行商で罵声バネに　自営業　坂本太志男　75
(寄居町)

投稿

2016/4/13 埼玉新聞 6
寄居建設はおかげさまで本日創業１００周年を迎えることができました
精魂込めていいもの造る 創業者精神が脈々　※写真7

広告

2016/4/14 毎日新聞 22 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 投稿
2016/4/14 東京新聞 23 ほっとなび 花前線 ボタン　‣埼玉　蓮光寺(寄居町用土) 地域
2016/4/14 埼玉新聞 9 春季県高校野球地区大会　北部　▷C組1回戦　本庄東8－4寄居城北 スポーツ（高校）

2016/4/16 毎日新聞 25 熊本地震 「家族は、古里は…」　寄居など6市町も役場などで義援金や募金
の受け付けを始めた。

社会

2016/4/17 さいたま報知 1 第26回熊谷さくらマラソン　3月20日、熊谷さくら運動公園陸上競技場　【女子】
▷5㌔中学生⑦松本優澄（男衾）　【男子】▷5㌔中学生⑥嶋崎祐斗（男衾）

スポーツ（中学）

2016/4/18 読売新聞 29 寄居で最高29度　17日の県内は南風の影響で気温が上昇 気象
2016/4/18 埼玉新聞 7 埼玉俳壇　星野光二選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)石澤無涯 投稿
2016/4/18 埼玉新聞 16 寄居で29度記録 今年初の夏日に　県内7地点でも記録 気象

2016/4/19 埼玉新聞 7
ニュースクリップ 酒気帯び運転容疑で男を逮捕（寄居署）　道路交通法
違反の容疑で深谷市の男（58）を現行犯逮捕　17日午後1時25分ごろ、寄居町桜沢
の路上で酒気を帯び軽トラ運転した疑い

事件・事故

2016/4/19 埼玉新聞 8

「バルツバイン」の豚肉テリーヌ ふるさと食品コン会長賞（寄居）　寄居
町富田の手作りハム工房「バルツバイン」の豚肉テリーヌ「パテ・ド・カンパーニュ」
が、3月に行われた「ふるさと食品中央コンクール」（食品産業センターなど主催）の
新製品開発部門で同センター会長賞を受賞　※写真

地域

2016/4/20 読売新聞 34
埼玉スポーツ 記録ファイル マラソン　第25回上里町乾武大会（3月27日・上
里町神保原小学校発着）　《5㌔》♢中学生男子③嶋崎祐斗（寄居男衾中）　♢同女
子①松本優澄（寄居男衾中）

スポーツ（中学）

2016/4/20 朝日新聞 29
川の博物館ピンチ次々 水車停止 修理めど立たず 模型劣化 職員総
出で修復　※写真

地域

2016/4/20 埼玉新聞 4 被災の熊本製作所 22日まで生産中止 本田技研　狭山、寄居の両工場
は通常稼働

経済・産業

2016/4/21 埼玉新聞 12 リトルシニア　〈北部ブロックリーグ〉　関東連盟北関東支部の北部ブロックリーグ
17日　川本グラウンドなど　行田7－5深谷彩北

スポーツ（中学）

2016/4/22 埼北よみうり 1 さあどこいこう！大型連休ENJOY　寄居北條まつり　(寄居町)　※写真 観光
2016/4/22 埼北よみうり 4 埼北 春の花情報 ツツジ　金尾山つつじ(寄居町)　蓮光寺（寄居町）　※写真 観光

2016/4/23 毎日新聞 27
自動車部品製造の清算会社が倒産　寄居・今年県内最大　（同日の埼
玉新聞と同内容） 経済・産業

2016/4/23 埼玉新聞 4
ケイディ清算へ 負債額約55億円　帝国データバンク大宮支店は22日、2015
年10月まで寄居町に本社があった旧「共和ダイカスト」（現、ケイディ、東京・千代田
区）が東京地裁から特別清算開始決定を受けたと発表

経済・産業

2016/4/23 埼玉新聞 11
リトルシニア北関東支部本社旗争奪戦 組み合わせ決まる 37チーム
王者争う　リトルシニア関東連盟北関東支部の春季大会兼埼玉新聞社旗争奪戦
深谷彩北－大宮東

スポーツ（中学）

2016/4/24 埼玉新聞 6
県高校総体 サッカー女子　23日　（第1日・所沢高校ほか）【予選リーグ】F組
埼玉平成8－0寄居城北・北本・東農大三 スポーツ（高校）

2016/4/25 埼玉新聞 6
県高校総体 サッカー女子　24日　（第2日・入間向陽高校ほか）【予選リーグ】

F組　寄居城北・北本・東農大三3－0大妻嵐山　ハンドボール　（第1、2日、23、
24日・くまがやドームほか）　【女子】b組2回戦　川口北24－9寄居城北

スポーツ（高校）

2016/4/25 埼玉新聞 11 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 投稿
2016/4/25 埼玉新聞 14 新緑を染める赤　寄居の金尾山ヤマツツジ見頃　※写真 観光

2016/4/26 埼玉新聞 7 リトルシニア　〈北部ブロックリーグ〉　関東連盟北関東支部北部ブロックリーグ
24日　深谷彩北グラウンドなど　久喜4－1深谷彩北

スポーツ（中学）

2016/4/26 埼玉新聞 8 郷土力士新番付　【三段目】湊竜(寄居・湊) スポーツ

2016/4/26 埼玉新聞 8 バレーボール　県高校春季各地区支部大会　23、24日　【北部】▷女子準々決勝
熊谷女2－0寄居城北

スポーツ（高校）

2016/4/26 埼玉新聞 12
OB警察官が青パト活動に アドバイザー４人採用（寄居）　寄居町が4人
の警察官OBを「防犯パトロールアドバイザー」に採用　青色防犯パトロールなどの
活動　防犯共助県づくり事業の補助金を活用　※写真

行政

2016/4/27 埼玉新聞 13
彩の国 市町村シリーズ 祝第55回寄居北條まつり 自然と産業が調和
する創造のまち 寄居 5月8日寄居町市街地・玉淀河原　※写真

その他

2016/4/27 埼玉新聞 15 まちひとであい 催し　若葉の会（寄居）　5月3日　鉢形城歴史館 イベント情報

2016/4/28 産経新聞 25

キューピーが野菜体験施設 花園IC拠点整備 深谷市と協定締結　深
谷市が進める花園IC拠点整備プロジェクト　食品メーカー「キューピー」と野菜の魅
力体験施設の開設を目指すことで合意　27日、基本協定締結　締結後の会見に県
北、秩父地域の首長も出席　※花輪利一郎町長出席、写真

行政

2016/4/28 スポーツニッポン 5

支配下→即代打 原口 借り物ユニ　阪神は27日、原口文仁捕手（24）と支配
下選手契約　背番号は94　10年ドラフト6位入団　腰の故障で13年から育成選手
即日1軍に昇格　ユニホームが間に合わず、背番号82の山田2軍コーチに借りてベ
ンチ入り　5回に代打に出て中飛　守備に就き、8回に左前へプロ初安打　※写真、
27日・甲子園、巨人11-1阪神

スポーツ（プロ野球）
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2016/4/29 スポーツニッポン 7

前日支配下登録いきなり代打でプロ初安打 虎のシンデレラボーイ原
口 9回同点犠飛 借り物ユニホームで連日“大仕事” 阪神3－3巨人
直球狙い沢村撃ち 1軍昇格2日目も活躍　9回、1死二、三塁　初球の直球を叩

き、犠飛　借り物の「ドレス」のままプロ初打点　※写真、28日・甲子園　金本監督
「自信に」　実家は埼玉県寄居町　帝京時代は片道2時間かけ通学　♤原口文仁
※プロフィール

スポーツ（プロ野球）

2016/4/30 埼玉新聞 2 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12,957　人口総数33,943　男16,855　女17,088

統計

2016/4/30 埼玉新聞 9 鴻巣千年物語18 中世⑭ 氏邦、鉢形から勢力拡大　鴻巣と北本の境にあ
る石戸城　最初の持ち主は藤田氏　※挿絵

連載

2016/5/1 産経新聞 21 「鍾雲書道展覧会」 寄居で14、15日開催　第43回鍾雲書道展覧会　14、15
日　寄居町の町立総合体育館・アタゴ記念館

イベント情報

2016/5/1 埼玉新聞 7
正智深谷 2年ぶり3度目栄冠 関東高校県予選 サッカー　最終日　30
日、さいたまスタジアム第2グラウンド　▷決勝　正智深谷2｛1－1、1－0｝1昌平　※
田島帆貴（正智深谷高3年、寄居中出身）出場

スポーツ（高校）

2016/5/2 読売新聞 17 読売俳壇　正木ゆう子選　埼玉県　町田節子 投稿

2016/5/2 埼玉新聞 10
県高校総体 サッカー　1日　深谷商高校ほか　【北部】▷D組1回戦　寄居城北1

－0秩父　サッカー女子　第5日　1日・本庄第一高校　【予選リーグ】▷F組寄居城
北・北本・東農大三1－0庄和

スポーツ（高校）

2016/5/2 埼玉新聞 13 埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子 投稿

2016/5/2 スポーツニッポン 2

大逆転 金本虎 5点差7回原口から‼ 支配下5日目24歳「イメージ通り」
阪神は7回、打者10人の猛攻　逆転勝利を演出したのは、育成から支配下登録さ
れてわずか5日目の原口だった　7回、無死一、二塁　原口が代打、左前打　※写
真、コメント　阪神7-6DeNA　1日・甲子園

スポーツ（プロ野球）

2016/5/3 埼玉新聞 7
リトルシニア 〈北関東支部春季大会〉 リトルシニア関東連盟北関東支部春季大
会兼埼玉新聞社旗争奪戦　1日まで　大宮リトルシニアグラウンドなど　▷2回戦　深
谷彩北4－0大宮東

スポーツ（中学）

2016/5/3 埼玉新聞 7

東部・西部・南部・北部が開幕 全国スポーツ少年団軟式野球大会予
選　〈北部ブロック〉　1日・深谷市川本天神グラウンドほか　▷1回戦　秩父ドリー
ムズ18－1オブスマクラブ（寄居）（四回コールド）　城南キングフィッシャーズ（寄居）
7－7荒川少年野球（秩父）（城南キングフィッシャーズのタイブレーク勝ち）　用土コ
ルツ（寄居）0－21上里JBマリーンズ（五回コールド）　マッキーズ（寄居）2－14本庄
北泉ジェッターズ（五回コールド）

スポーツ（小学）

2016/5/3 スポーツニッポン 4 生き残り必死 原口 休日返上　阪神原口が休日返上で鳴尾浜球場室内で打
撃マシン相手に打ち込み　※原口文仁選手コメント

スポーツ（プロ野球）

2016/5/4 埼玉新聞 8 県高校総体 サッカー　3日　深谷一高校ほか　【北部】▷D組2回戦　深谷一1－0
寄居城北

スポーツ（高校）

2016/5/4 埼玉新聞 15 つれづれ　急逝　大野順一（寄居町、70歳） 投稿
2016/5/5 読売新聞 25 熊谷で真夏日　寄居町で29.9度 気象

2016/5/5 産経新聞 19 若虎バッテリー躍動 横山7回無失点 原口1号3ラン　　（同日のスポーツ
ニッポンと同内容）　※写真

スポーツ（プロ野球）

2016/5/5 産経新聞 21 熊谷で真夏日 今年初観測　▷寄居29.9度 気象

2016/5/5 埼玉新聞 6 県高校総体 サッカー女子　4日　第7日・久喜総合運動公園ほか　▷決勝トー
ナメント2回戦　浦和西13－1寄居城北・北本・東農大三

スポーツ（高校）

2016/5/5 埼玉新聞 6 城西川越など準決勝に進出 県中学ラグビー　県中学生大会第2日　4日、
熊谷ラグビー場　▷準々決勝　寄居43｛26－7、17－12｝19熊谷奈良

スポーツ（中学）

2016/5/5 埼玉新聞 12
北条vs豊臣 迫力の合戦風景を再現 5月8日 第55回寄居北條まつり
その日一日、戦国時代 「寄居北條祭り」でお待ちしております 寄居町
長花輪利一郎　※写真

広告

2016/5/5 埼玉新聞 17 熊谷で31.2度 今年初の真夏日　寄居町29.9度 気象

2016/5/5 スポーツニッポン 5
若虎バッテリー躍動 プロ1号 原口 7年目豪快3ラン　　存在感が際立った
のは原口　4回、プロ1号の3ラン　7回にも左前適時打を放つなど自己最多の4打点
※写真、コメント　阪神9-0中日　4日・ナゴヤドーム

スポーツ（プロ野球）

2016/5/7 埼玉新聞 7
全国スポーツ少年団軟式野球大会予選 〈北部ブロック〉　2日・深谷市川
本白草台野球場ほか　▷2回戦　上里JBマリーンズ7－0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）

2016/5/8 埼玉新聞 13
被災者から感謝の言葉 寄居町職員3人、熊本に 被害の大きさ痛感
4月26日から28日まで、寄居町の職員3人が応急危険度判定士の資格を有する県
職員や県内のほかの自治体職員と、熊本地震の被災地に派遣された　※写真

行政

2016/5/8 スポーツニッポン 2 球児が5失点 最短3回KO　阪神　▷阪神原口　8回に甲子園初アーチとなる2
号ソロも10失点　※コメント　ヤクルト10-6阪神　7日・甲子園

スポーツ（プロ野球）

2016/5/9 読売新聞 30 読売俳壇　宇多喜代子選　埼玉県　町田節子 投稿

2016/5/9 東京新聞 18
よみがえる戦国絵巻 寄居の玉淀河原 観衆5万人歓声　戦国時代の豊
臣連合軍と北条軍の戦いを再現する「第55回寄居北條まつり」が8日、寄居町の玉
淀河原で開かれた　※写真

観光

2016/5/9 埼玉新聞 1 手製甲冑で「戦国絵巻」 寄居北條まつり　（同日の東京新聞と同内容）　※
写真

観光

2016/5/9 埼玉新聞 1
129自治体が参加意欲 東京五輪の文化プログラム 県内は鶴ヶ島な
ど　寄居町でも企画を検討

行政

2016/5/9 埼玉新聞 5 埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匡 投稿
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2016/5/9 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【三段目】 湊竜(寄居) ●0－1　※夏場所初日 スポーツ（大相撲）

2016/5/9 埼玉新聞 11 寄居と立教新座が決勝 県中学ラグビー　第32回県中学生大会第3日　8
日、熊谷ラグビー場　▷準決勝　寄居26｛7－15、19－10｝25城西川越

スポーツ（中学）

2016/5/10 埼玉新聞 8
こどもらが手描き新緑泳ぐこいのぼり 日本の里（寄居）　名水を活用した
まちおこし事業を推進している寄居町の「日本の里」で、8日まで中学生以下の来
場者によって描かれたこいのぼり約45匹が掲揚された

観光

2016/5/10 埼玉新聞 9

大宮 大量点で初V リトルシニア　〈北関東支部春季大会〉　リトルシニア関東
連盟北関東支部春季大会兼埼玉新聞社旗争奪戦　7日まで　大宮リトルシニアグ
ラウンドなど　▷決勝　大宮18－7深谷彩北　深谷彩北15安打逆転勝ち　▷準決
勝　深谷彩北5－3戸田東　▷準々決勝　深谷彩北3－0加須　▷3回戦　深谷彩北3－
0前橋

スポーツ（中学）

2016/5/10 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【三段目】 湊竜(寄居) や0－1　※夏場所2日目 スポーツ（大相撲）

2016/5/11 朝日新聞 25
キャンプ誘致合戦 火ぶた 21市町名乗り／視察始まる ブータン王子、
寄居へ　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真　「準開催地」メリット全面に
県内他市町の取組み状況を詳報

行政

2016/5/11 読売新聞 31 ブータン王子寄居を訪問　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真 行政

2016/5/11 毎日新聞 25 寄居にブータン王子 町民ら「五輪の事前合宿を」　（同日の埼玉新聞と同
内容）　※写真

行政

2016/5/11 産経新聞 25
東京五輪 事前合宿誘致目指す寄居町 ブータン王子ら視察 「本番ま
で継続した交流を」　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真　誘致活動が活
発化　多言語パンフで国内外PRも　さいたま市、所沢市なども取組み

行政

2016/5/11 埼玉新聞 1

ブータン王子寄居視察 町、東京五輪合宿を誘致　ブータン王国オリンピッ
ク委員会（BOC）会長である同国のジゲル・ウゲン・ワンチュク王子をはじめ、BOC
の関係者や選手が10日、寄居町を訪れ、視察　12人が役場と城南中学校を訪問
※写真

行政

2016/5/11 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【三段目】 湊竜(寄居)　や0－1　※夏場所3日目 スポーツ（大相撲）

2016/5/11 埼玉新聞 16 幸せの国から来訪 ブータン五輪委員 寄居町の施設紹介　（同紙1面の
詳報）　※写真

行政

2016/5/12 朝日新聞 19
コリジョンルール重い1点 原口の捕球位置 ビデオ判定で覆り「違反」
（同日のスポーツニッポンと同内容）　※写真、原口文仁選手コメント スポーツ（プロ野球）

2016/5/12 読売新聞 22 ♦本塁衝突プレーで判定覆る　（同日のスポーツニッポンと同内容）　※写真 スポーツ（プロ野球）
2016/5/12 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜(寄居) ○1－1　※夏場所4日目 スポーツ（大相撲）

2016/5/12 スポーツニッポン 2

セ初覆ったコリジョンで涙 金本監督Why⁉ 一度はアウトもリプレー検
証で“原口走路ふさいでた”　　0-1の3回、本塁タッチアウトの判定が、巨人の
抗議でリプレー検証　捕手・原口が走路をふさいだとして判定がセーフに覆る　※
写真　巨人3-1阪神　11日・甲子園　‣阪神原口　初の先発5番起用　※原口文仁選
手コメント

スポーツ（プロ野球）

2016/5/13 読売新聞 31 夏の風物詩 大温度計登場　12日の県内は好天　寄居町などが28.5度　7月
上旬～中旬並みの暑さ

気象

2016/5/13 埼北よみうり 5
バラが見ごろを迎えます 被災地復興支援オープンガーデン（寄居町）
寄居町の中嶋さん夫妻、21日（土）、22日（日）、今年で6回目となる「東日本大震災
復興チャリティ　ローズガーデンフェスタ　熊本地震支援」　※写真

地域

2016/5/13 埼北よみうり 8 勇壮 甲衷冑武者 戦国時代の合戦を再現（寄居町）　（5/9埼玉新聞と同
内容）　※写真

観光

2016/5/13 毎日新聞 25

寄居町の為末さん陸上教室 ブータン選手が参加　ブータン王子とともに
10日から寄居町を訪れている同国の陸上選手3人が12日、三ヶ山緑地公園グラウ
ンドで、元陸上選手の為末大さんが開いた「陸上教室」に地元の中高生約40人と
参加　※写真

スポーツ（地域）

2016/5/13 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜(寄居) ●1－2　※夏場所5日目 スポーツ（大相撲）

2016/5/13 スポーツニッポン 4
セ初コリジョン 金本監督に直接説明へ あれで走塁妨害？阪神意見
書提出　NPBは審判団見解尊重　本塁またがずとも原口は捕球でき
た　※写真

スポーツ（プロ野球）

2016/5/14 朝日新聞 26 都幾川・槻川の魅力を紹介 県立川の博物館で特別展　※写真 文化・芸術

2016/5/14 埼玉新聞 7 ブータン選手陸上学ぶ 寄居、為末さんが技術指導　（5/13毎日新聞と同
内容）　※写真

スポーツ（地域）

2016/5/14 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜(寄居) や1－2　※夏場所6日目 スポーツ（大相撲）

2016/5/14 埼玉新聞 16
ニュースクリップ 寄居で倉庫全焼　13日午後5時10分ごろ、寄居町折原の自
営業、男性（69）方敷地内の倉庫から出火、木造平屋約130平方㍍を全焼　けが人
や類焼はなし

事件・事故

2016/5/15 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜(寄居) ●1－3　※夏場所7日目 スポーツ（大相撲）
2016/5/16 埼玉新聞 7 埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匡 投稿
2016/5/16 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜(寄居) や1－3　※夏場所8日目 スポーツ（大相撲）

2016/5/16 埼玉新聞 11

寄居が2連覇 立教新座を26-19で下す 県中学ラグビー　第32回県中学
生大会兼関東中学校大会埼玉・栃木県予選最終日　15日、熊谷ラグビー場　決勝
など　昨年覇者の寄居が26－19で立教新座を下し、2年連続2度目の栄冠　▷決勝
寄居26｛14－7、12－12｝19立教新座　※記録　出場メンバー

スポーツ（中学）

2016/5/17 読売新聞 28
2次予選進出チーム決定 小学生バレー　第36回全日本バレーボール小学
生大会の県大会1次予選が15日に終了　2次予選進出チームが決定　【女子】▷Ｆ③
用土JVC

スポーツ（小学）
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2016/5/17 埼玉新聞 8 300種類ﾊﾞﾗが競演 民家敷地でローズ・ガーデン（寄居） 　（5/13埼北よ
みうりと同内容）　※写真

地域

2016/5/17 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜(寄居) や1－3　※夏場所9日目 スポーツ（大相撲）

2016/5/18 産経新聞 25
災害対策庁舎 7市町で未耐震　県内7市町で大規模災害発生時に災害対策
本部を設置する庁舎が耐震化されず　また、寄居など17市町村では業務継続計画
が未策定

行政

2016/5/18 埼玉新聞 7 まちひとであい 講演　合同開講式・文化講演会（寄居）　22日、中央公民館
ホール　気象予報士 森田正光さん

イベント情報

2016/5/18 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【三段目】　★湊竜 ●1－4　※夏場所10日目 スポーツ（大相撲）
2016/5/19 毎日新聞 24 俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2016/5/19 埼玉新聞 1
震災時の業務継続計画 17市町村が未策定 県「行政機能の優先順
位を」　※未策定自治体に寄居町　（5/18産経新聞と同内容）

行政

2016/5/19 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【三段目】　★湊竜 や1－4　※夏場所11日目 スポーツ（大相撲）

2016/5/20 朝日新聞 15 四球は狙わない 原口サヨナラ打　打者原口のカウントは3-1　1球待ってもお
かしくない場面で思い切りよく振り抜いた

スポーツ（プロ野球）

2016/5/20 読売新聞 23 原口 歓喜サヨナラ打 「絶対決める」 阪神3－2中日　19日、甲子園　阪神の
原口がお立ち台で絶叫　※写真

スポーツ（プロ野球）

2016/5/20 読売新聞 32 よみうり文芸 川柳　西潟賢一郎選　【入選】寄居町　町田節子 投稿

2016/5/20 読売新聞 30
いま学校は 児玉高校㊦（本庄市） OG 新井千鶴さん 22 柔道選手（三
井住友海上） 課題を克服する力培った　※インタビュー、写真、プロフィー
ル

連載コラム

2016/5/20 埼玉新聞 12 寄居出身原口Ｖ打　阪神は2－2の9回に1死満塁とし、原口（寄居町出身）が中
越えへ自身初となるサヨナラ打を放つ　※写真

スポーツ（プロ野球）

2016/5/20 埼玉新聞 13 郷土力士星取表　【三段目】　★湊竜 ○2－4　※夏場所12日目 スポーツ（大相撲）

2016/5/20 スポーツニッポン 2･3
育成の虎や サヨナラ 原口絶叫打 「“必死のパッチ”で打ちました！」
劇的なサヨナラ打　歓喜の輪から離れた原口は、両手を広げて待っていた金本監
督と熱い抱擁　※写真3　♤原口文仁　※プロフィール

スポーツ（プロ野球）

2016/5/21 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【三段目】　★湊竜 や2－4　※夏場所13日目 スポーツ（大相撲）
2016/5/21 毎日新聞（夕） 13 男の気持ち2016.5.21　桜花舞う夜　埼玉県寄居町　大野順一　無職・70歳 投稿
2016/5/22 朝日新聞 25 バラ300種競演 自宅の庭解放 寄居　（5/13埼北よみうりと同内容）　※写真 地域
2016/5/22 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】　★湊竜 や2－5　※夏場所14日目 スポーツ（大相撲）
2016/5/23 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 投稿
2016/5/23 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【三段目】　★湊竜 や2－5　※夏場所千秋楽 スポーツ（大相撲）
2016/5/24 読売新聞 29 県内全域真夏日に 熊谷など33度 14人が病院搬送　寄居町で32.5度 気象

2016/5/24 埼玉新聞 12

ソーセージ9品金賞 国際コンテストでバルツバイン 本場が認めた技
（寄居）　寄居町富田の手作りハム・ソーセージ専門店「バルツバイン」で製造され
たソーセージ9品目が、ドイツのフランクフルトで3年に1度開催される食肉加工の国
際見本市「ＩＦＦＡ」で金賞を受賞　※写真

地域

2016/5/25 日本経済新聞 12
熊本の450人、他拠点に ホンダ復旧までの2～3ヵ月　ホンダは熊本地震
で被災した熊本製作所の従業員のうち、2割弱にあたる450人を国内の他の拠点に
配置する　200人は埼玉の2工場に順次配置

経済・産業

2016/5/25 スポーツニッポン 12 原口また猛打賞 3位タイに浮上　原口が2試合連続の3安打を放つ　※24
日、神宮　阪神7－5ヤクルト

スポーツ（プロ野球）

2016/5/26 朝日新聞 13 さいたま文化 歌壇　水野昌雄選　(寄居)安良岡正二 投稿
2016/5/26 毎日新聞 26 俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2016/5/26 埼玉新聞 6 リトルシニア　〈関東連盟夏季大会〉 22日、庄和リトルシニアグラウンドなど　▷1
回戦　八千代中央7－0深谷彩北（五回コールド）

スポーツ（中学）

2016/5/27 読売新聞 30 よみうり文芸 短歌　松平盟子選　【入選】　寄居町　町田節子 投稿

2016/5/27 埼北よみうり 3
第30回読売旗争奪県北少年野球選手権大会 地区予選結果　大里　開
催日：5月21日、22日　会場：江南総合グラウンド　オブスマクラブ　※写真、本大会
出場の14チーム

スポーツ（小学）

2016/5/27 埼北よみうり 6
ｐｉｃｋ ｕｐ 絵画展　水彩の会＆清澤正孝水彩画教室合同発表展示会　寄居町
在住の清澤正孝さんが講師の「水彩の会」「清澤正孝水彩画教室」の生徒による合
同作品展　5月27日（金）～29日（日）　深谷市民ギャラリー

イベント情報

2016/5/27 毎日新聞 21 母校を訪ねる 埼玉県立浦和高校⑧　同校は2005年、寄居町で植樹活動を
展開する「浦高100年の森」事業を開始

連載

2016/5/27 埼玉新聞 14 三道合わせて3千人腕競う 秩父神社で武道大会　第58回秩父神社奉納
県下武道大会　団体戦の優勝者【剣道】‣高校女子　寄居城北高

スポーツ（地域）

2016/5/29 埼玉新聞 16 県高校総体 ハンドボール　第1日・草加記念体育館ほか　【女子】ｃ組2回戦
浦和南30－10寄居城北

スポーツ（高校）

2016/5/29 スポーツニッポン 2 鮮やか逆転！虎2位浮上 初球狙い！4回4連打4点　原口が4回に右前適
時打　9回にも5号ソロを放つ　※写真、阪神6-4巨人　28日、東京ドーム

スポーツ（プロ野球）

2016/5/30 埼玉新聞 7
第66回県展入選者　日本画　松本喜美子　洋画　村松泰弘　髙栁頴子　荻原
貴美　彫刻　浅見崇　吉田寿美子　工芸　入江友芳　書　田中すみ子　関口正一
小野田澄枝　神谷静江　八鍬紀子　写真　木島宏　大平榮　青木利行

文化・芸術

2016/5/30 埼玉新聞 13 埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)石澤無涯 投稿

2016/5/30 埼玉新聞 15
おひさしぶり！同窓会だより 旧県立寄居高校第7期卒業生久々のク
ラス会実現　※写真

投稿
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2016/5/31 日本経済新聞 35
県の発達障害児療育拠点 県内全域カバー プログラム児童ごとに　埼
玉県は発達障害の児童が療育に取り組む「地域療育センター」を県内全域に拡大
6月1日に県北部地域の拠点を寄居町に開設

行政

2016/5/31 埼玉新聞 4
「信」の言葉念頭に 世界の長寿企業へ 日本公庫埼玉懇話会　30日、
さいたま市大宮区で第41回定期総会　柴崎猛代表幹事（シバサキ製作所会長）
※写真

経済

2016/6/1 埼玉新聞 13
障害問わず3000人が交流 熊谷でバザール　熊谷市のNPO法人「おにの
家」が「第20回おにっこまつり」を江南総合公園で開催　寄居町から出店した卸し専
門の自家製酵母パンの店「ノラのパン」の伊藤雪丸さん（27）

地域

2016/6/2 毎日新聞 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 投稿

2016/6/2 埼玉新聞 11 オールスターファン投票中間発表　セ・リーグ　捕手　②原口（神）20,739　6
月1日正午現在

スポーツ（プロ野球）

2016/6/2 スポーツニッポン 5 マツダオールスターゲーム2016 ファン投票　1日現在　セ・リーグ　【捕手】
原口文仁（神）　20,793

スポーツ（プロ野球）

2016/6/2 埼玉新聞 16 「年に一度のお祭り」 アユ友釣り解禁 寄居　寄居町の荒川で1日、アユの
友釣りが解禁　待ち望んでいた釣り人でにぎわう　※写真

地域

2016/6/2 埼玉新聞 17 家計安堵 社会保障は 消費増税再延期　※寄居町の自営業萩原正幸さん
（45）コメント

社会

2016/6/3 毎日新聞 21 輝く稚アユ力強く遡上 深谷の荒川　深谷市本田の「明戸の堰」で遡上する
稚アユの姿　埼玉中央漁協寄居支部の木村勝三さん

地域

2016/6/3 スポーツニッポン 2 マツダオールスターゲーム2016 ファン投票　2日現在　セ・リーグ　【捕手】
原口文仁（神）　23,647

スポーツ（プロ野球）

2016/6/4 スポーツニッポン 6 マツダオールスターゲーム2016 ファン投票　3日現在　セ・リーグ　【捕手】
原口文仁（神）　23,648

スポーツ（プロ野球）

2016/6/6 東京新聞 18 発達障害に対応療育センター開所 県、寄居にも　県北部地域療育セン
ターが寄居町藤田に開所

行政

2016/6/6 埼玉新聞 2 5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12,965　人口総数33,916　男16,857　女17,059

統計

2016/6/6 埼玉新聞 5

全席バリアフリーの美容室寄居の「ＷｅｌＢｅ」 外見磨き、心も健康に
全国初の福祉特化型 「はばたく300社」に　寄居町桜沢で福祉特化型美容
室「ＷｅｌＢｅ（ウエルビ）」を営業する、同町富田の美容業「みかえり美人」が、中小
企業庁の「はばたく中小企業・小規模事業者300社」に選ばれた　※写真

地域

2016/6/6 埼玉新聞 7 埼玉俳壇　内野修選　(寄居)石澤無涯 投稿

2016/6/7 埼玉新聞 12
ニジマス釣って命の大切さ学ぶ 風布で食育催し（寄居）　食を通じて命
の大切さを学んでもらおうと、寄居町風布の「風布にじます釣り堀センター」が4日、
町内の小学6年生9人と保護者を招いて親子釣り大会を開く　※写真

地域

2016/6/7 埼玉新聞 13 クリック　「寄居の星」　阪神の原口文仁選手 コラム

2016/6/8 読売新聞 23 元育成の阪神・原口 初の月間ＭＶＰ　セの打者部門は打率3割8分、17打点
の原口（阪神）

スポーツ（プロ野球）

2016/6/8 毎日新聞 17 5月ＭＶＰ セ 原口 （同日の産経新聞と同内容）　育成経験選手で初　※原
口文仁選手コメント

スポーツ（プロ野球）

2016/6/8 日本経済新聞 33 セ・パ5月月間ＭＶＰ 4人受賞 阪神・原口 育成経験の野手は初　（同日
の産経新聞と同内容）　※写真

スポーツ（プロ野球）

2016/6/8 産経新聞 20

トラ育成出身 原口が初受賞 月間MVP　プロ野球のセ・パ両リーグが7日、5

月の月間最優秀選手（月間MVP）を発表し、原口捕手（阪神）を選出　「必死にや
れた」　育成経験のある野手として史上初の受賞　※原口文仁選手のコメント、プ
ロフィール

スポーツ（プロ野球）

2016/6/8 東京新聞 22 原口、石田ら受賞 月間ＭＶＰ　（同日の産経新聞と同内容） スポーツ（プロ野球）

2016/6/8 埼玉新聞 10
原口ら初受賞 5月の月間MVP　（同日の産経新聞と同内容）　うれしいの
一言　 ※原口文仁選手のコメント、プロフィール スポーツ（プロ野球）

2016/6/8 スポーツニッポン 6 原口MVP育成経験野手で初 食らいついた 捕手田淵以来　（同日の産
経新聞と同内容）　※写真、原口文仁選手5月成績

スポーツ（プロ野球）

2016/6/8 スポーツニッポン 6 マツダオールスターゲーム2016 ファン投票　7日現在　セ・リーグ　【捕手】
原口文仁（神）　49,712

スポーツ（プロ野球）

2016/6/9 日本経済新聞 14
ヤオコーが農業に参入 収穫野菜を当日販売　食品スーパーのヤオコー
が農業に参入　農地中間管理機構（農地バンク）の制度を活用し、寄居町に1.8㌶
の農地を確保

経済・産業

2016/6/9 日本経済新聞 37

TOKYO2020 「神器」は選手と創る チェアスキー 違和感まで数値化
アスリートの体の一部ともいえる義足や車いすなどの性能はメダル獲
得を大きく左右する 日本のもの作りの力とトップアスリートとの取り組
みの結晶がメダルをぐっと引き寄せる　パラリンピック競技「チェアスキー」開
発の革命児　工業デザイン会社のRDS(埼玉県寄居町)　炭素繊維強化プラスチッ
ク（CFRP）を使ったチェアスキーの設計から製品化までを担う　※写真

経済・産業

2016/6/9 埼玉新聞 1
子ども医療費 18歳まで無料6市町村 15歳までは全県拡大　市町村の
子ども医療費無料制度 2016年4月1日現在、6市町村が対象年齢を18歳までとする
県調べ　寄居町は昨年12月、入院・通院費とも15歳までから18歳までに拡大

行政

2016/6/9 埼玉新聞 15 つれづれ　拝啓、幸子さんへ　大野順一（寄居町、70歳） 投稿

2016/6/9 スポーツニッポン 4 マツダオールスターゲーム2016 ファン投票　8日現在　セ・リーグ　【捕手】
原口文仁（神）　54,318

スポーツ（プロ野球）
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2016/6/10 埼北よみうり 7
部活 頑張る県北の小中高生 第204回 県立寄居城北高等学校弓道
部　平常心で的に向き合う　※写真

教育

2016/6/10 埼玉新聞 4
中心市街地活性化へ 協議会が設立総会 初の町認定目指す 寄居
寄居町中心市街地活性化協議会の設立総会 9日、町商工会館　本年度中の内閣
府に認定申請を目指す　県内の町では初めて　※写真

行政

2016/6/10 埼玉新聞 10 全日本中学通信陸上県大会　【女子】▷800メートル⑤福田(寄居城南) スポーツ（中学）

2016/6/10 スポーツニッポン 2 マツダオールスターゲーム2016 ファン投票　9日現在　セ・リーグ　【捕手】
原口文仁（神）　60,949

スポーツ（プロ野球）

2016/6/10 スポーツニッポン 5
虎ブル発生・・・藤波が原口が病院直行　阪神原口　5回2死三塁で、ロッテ
清田の初球ファウルが左手親指付近に当たって負傷　試合中に病院で診察　※9
日、QVCマリンフィールド　阪神2-7ロッテ

スポーツ（プロ野球）

2016/6/11 埼玉新聞 1
東京五輪合宿誘致 7市が9施設申請 組織委の候補地ガイド　寄居町
はブータン代表選手の事前合宿誘致に名乗り　※写真（役場を訪れたブータン王
子ら）

行政

2016/6/11 埼玉新聞 17
東京五輪合宿地 熱帯びる誘致合戦 県内各地で動き活発 ブータン王
子招く 寄居町

行政

2016/6/11 スポーツニッポン 4 マツダオールスターゲーム2016 ファン投票　10日現在　セ・リーグ　【捕手】
原口文仁（神）　68,875

スポーツ（プロ野球）

2016/6/12 東京新聞 26 情報ファイル 展覧会　第8回寄居総合美術展　24日～26日、寄居町中央公民
館

イベント情報

2016/6/12 埼玉新聞 7 関東中学大会 ラグビー　11日、第1日・熊谷ラグビー場　▷A組1回戦　千歳（東
京）40｛19－0、21－12｝12寄居

スポーツ（中学）

2016/6/14 日本経済新聞 34

思い出の風景教えて 寄居町が募集 SNSに掲載、魅力PR　寄居町は町
民らから地元の思い出の風景を募り、交流サイト（SNS）「フェイスブック」に掲載す
る「寄居町ふるさとFacebook」の取り組みを始めた　街の魅力の再発見にもつなげ
る　※写真

行政

2016/6/14 埼玉新聞 2

東京五輪 ホストタウン47件追加 第2次登録 県内は三郷市と寄居町
2020年東京五輪・パラリンピックで海外選手らと地域住民の交流を促進する「ホス
トタウン」構想 政府は47件の計画を第2次登録として決定　埼玉県内では三郷市と
寄居町が登録

行政

2016/6/14 埼玉新聞 9
打てる捕手、阪神原口 育成から月間MVP 寄居町出身　育成経験のあ
る野手では史上初、阪神の捕手では田淵幸一以来となる月間MVP　「阪神を背
負って立てるキャッチャーになりたい」　※写真

スポーツ（プロ野球）

2016/6/14 埼玉新聞 11 関東中学大会 ラグビー　12日、第2日・熊谷ラグビー場　▷A組敗者戦　慶応
（神奈川）22｛15－7、7－10｝17寄居

スポーツ（中学）

2016/6/14 スポーツニッポン 2 マツダオールスターゲーム2016 ファン投票　13日現在　セ・リーグ　【捕手】
原口文仁（神）　85,980

スポーツ（プロ野球）

2016/6/15 埼玉新聞 8 三郷、寄居など47件追加 東京五輪「ホストタウン」　遠藤利明五輪相が14
日、閣議後の記者会見で発表　（6/14埼玉新聞と同内容）

行政

2016/6/15 埼玉新聞 14 まちひとであい 展示　第8回寄居総合美術展（寄居）　24－26日　中央公民館 イベント情報

2016/6/15 スポーツニッポン 4 マツダオールスターゲーム2016 ファン投票　14日現在　セ・リーグ　【捕手】
原口文仁（神）　90,748

スポーツ（プロ野球）

2016/6/15 スポーツニッポン 9
♢平成28年度関東高校ゴルフ選手権決勝大会女子個人の部第1日♢
14日、軽井沢72ゴルフ東コース　女子＝6390㍎、パー72　⑨吉田莉生（埼玉・埼玉
栄②）70（32　38）　※吉田莉生（埼玉栄高2年、城南中出身）

スポーツ（高校）

2016/6/16 朝日新聞 24
我がまちぴかいち 神の恵み地元が守る 寄居町 名水・水源の森・水
の郷３冠　ここが一番　荒川のアユ　自慢は「大物」　※写真2、挿図

観光

2016/6/16 毎日新聞 22 俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2016/6/16 産経新聞 13 打てる捕手トラ原口 育成から月間MVP「今できることやる」　（6/14埼玉
新聞と同内容）　※写真

スポーツ（プロ野球）

2016/6/16 産経新聞 23
2016参院選 「高額」共通投票所見送り 二重投票防止で・・・システム
構築の負担大 全国でも進まず ネット環境必要に 検討は15市町　※
参院選後、共通投票所の設置を「検討する」自治体の一覧に寄居町

選挙

2016/6/16 埼玉新聞 7 陸上　第26回彩の国小学生クラブ交流大会（11日・熊谷スポーツ文化公園陸上競
技場）　【男子】▷80メートル障害⑤坂本光雅(男衾学童陸上)

スポーツ（小学）

2016/6/16 スポーツニッポン 4 マツダオールスターゲーム2016 ファン投票　15日現在　セ・リーグ　【捕手】
原口文仁（神）　97,936

スポーツ（プロ野球）

2016/6/16 スポーツニッポン 9

♢平成28年度関東高校ゴルフ選手権決勝大会女子個人の部最終成
績♢　15日、濃霧のため最終日中止、初日の成績により女子個人は上位27人が8
月の全国大会に進出　⑨吉田莉生（埼玉・埼玉栄②）70（32　38）　※吉田莉生（埼
玉栄高2年、城南中出身）

スポーツ（高校）

2016/6/17 毎日新聞 7

アベノミクス窮地 円急騰一時103円台 輸出企業に打撃 生産体制転
換追いつかず　ホンダは北米市場向けの一部を寄居工場（埼玉県寄居町）での
生産に切り替え、日本からの輸出を増やしつつあった　為替の影響を受けやすい
体質

経済・産業

2016/6/17 毎日新聞 22 インフォメーション ギャラリー　第8回寄居総合美術展 イベント情報

2016/6/17 埼玉新聞 11

防犯活動に貢献 総会で会員表彰 寄居地域安全防犯部会　寄居町と
深谷市の川本・花園地域の商工会員で構成する「寄居地域安全防犯協会販売防
犯部会」の通常総会　14日、深谷市永田のふかや市商工会本所で開催　防犯活動
に貢献した会員4人を表彰　※写真

地域
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2016/6/17 スポーツニッポン 6 マツダオールスターゲーム2016 ファン投票　16日現在　セ・リーグ　【捕手】
原口文仁（神）　103,094

スポーツ（プロ野球）

2016/6/18 埼玉新聞 7 まちひとであい 講座　ブリザードフラワー教室（寄居）　7月12、13日　日本の里
風布館

イベント情報

2016/6/18 スポーツニッポン 2 マツダオールスターゲーム2016 ファン投票　17日現在　セ・リーグ　【捕手】
原口文仁（神）　108,752

スポーツ（プロ野球）

2016/6/19 毎日新聞 29 鳩山町35.2度 全国最高気温に 今年初の猛暑日　18日　▷寄居町34.1度 気象
2016/6/19 埼玉新聞 15 鳩山で35.2度観測 今年初の猛暑日を記録　寄居町で34.1度 気象

2016/6/20 埼玉新聞 7
賢治作品の虫に注目 寄居来町100年 元教師南部さん出版　寄居町桜
沢の元高校教諭、南部敏明さん（80）が『宮澤賢治を追って～イーハトーボの虫た
ち』を「すずさわ書店」（川越市）から出版　※写真

地域

2016/6/20 埼玉新聞 9 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 投稿

2016/6/21 朝日新聞 28 三郷・寄居、ホストタウンに 東京五輪・パラリンピック　（6/14埼玉新聞と
同内容）

行政

2016/6/21 読売新聞 25 オールスターゲームファン投票最終中間発表　（20日）　♢捕手♢　【セ】原
口（神）124,378

スポーツ（プロ野球）

2016/6/21 読売新聞 25
原口救いの一発 阪神2-0オリックス　（同日の埼玉新聞、スポーツニッポン
と同内容） スポーツ（プロ野球）

2016/6/21 埼玉新聞 8 原口8回2ラン　阪神の原口が0－0の八回1死一塁から、左越えの2ランを放って
均衡を破る　※阪神2－0オリックス、20日、甲子園

スポーツ（プロ野球）

2016/6/21 埼玉新聞 9 県高校総体（20日） 剣道　女子団体　（最終日・越谷総合体育館）　▷女子団体
準々決勝　本庄第一2－1寄居城北

スポーツ（高校）

2016/6/21 埼玉新聞 12 フェイスブックで思い出の場所紹介 町が魅力発信（寄居）　（6/14の日
本経済新聞と同内容）　※写真

行政

2016/6/21 スポーツニッポン 1

原口 育成の星やV2ラン 球宴や（交流戦）最下位阻止や初3番や 虎
15戦ぶり弾 打力を買われ一塁で先発 ファン投票1位キープ育成出身
捕手初の夢舞台へ　阪神の原口文仁捕手（24）  20日、交流戦最終戦となった
オリックス戦で、0－0の8回に決勝の6号2ランホームランを放つ　マツダオールス
ターゲーム2016のファン投票最終中間発表  捕手部門1位をキープ　帝京高校・前
田三夫監督のインタビュー　※写真3

スポーツ（プロ野球）

2016/6/21 スポーツニッポン 4 マツダオールスターゲーム2016 ファン投票　20日現在　セ・リーグ　【捕手】
原口文仁（神）　124,378

スポーツ（プロ野球）

2016/6/22 読売新聞 26
第100回陸上日本選手権 展望 (中)　着実に力をつける設楽悠太（24）（ホン
ダ）らにも初優勝、初代表のチャンスがある　※表－主なリオ五輪派遣設定、参加
標準記録突破選手　男子1万㍍　設楽悠太　27分42秒71

スポーツ（陸上）

2016/6/22 埼玉新聞 2 選挙人名簿登録者数　寄居町　男14,825　女15,028　計29,853　平成28年6月
21日現在　（同日の朝日、読売、毎日、産経、東京新聞の各紙に同内容の記事）

選挙

2016/6/22 埼玉新聞 11 県高校総体 バレーボール　（第1日、21日・所沢市民体育館ほか）　▷女子1回
戦　細田学園2－0寄居城北

スポーツ（高校）

2016/6/23 埼玉新聞 9
小中高生57人がプランター作り 寄居・桜沢駅に設置へ　秩父鉄道桜沢
駅周辺にある桜沢小学校、寄居中学校、寄居城北高校の児童と生徒57人が、同
駅に設置する花のプランター作り　※写真

地域

2016/6/23 埼玉新聞 11 リトルシニア 深谷彩北4勝目　〈北部ブロックリーグ〉　19日、熊谷江南球場
深谷彩北3－2熊谷

スポーツ（中学）

2016/6/23 朝日新聞（夕） 13 憂楽帳2016.6.23　離れグマの「ヨリー」 コラム

2016/6/24 東京新聞 26 NEWSフラッシュ　★父親を金づちで殴った男、殺人未遂容疑で逮捕
（同日の埼玉新聞と同内容）

事件・事故

2016/6/24 埼玉新聞 19 ニュースクリップ　父親への殺人未遂容疑で34歳男逮捕（寄居署）　寄
居署は23日、殺人未遂の疑いで、寄居町富田、無職男性（34）を現行犯逮捕

事件・事故

2016/6/25 埼玉新聞 1
ＥＵ離脱で円急騰 英国民投票 一時99円、株1300円安 県内企業影響
見極め　寄居町の自動車部品メーカー柴崎製作所の柴崎猛社長（67）「中小企業
としては見守るしかない」

経済・産業

2016/6/25 埼玉新聞 10･11
第98回高校野球埼玉大会組み合わせ　寄居城北－浦和実　10日、上尾市
民球場　（同日の朝日、読売、毎日、産経、東京新聞、スポーツニッポンの各紙に
掲載）

スポーツ（高校）

2016/6/25 埼玉新聞 12
陸上日本選手権 最低限の順位 男子1万㍍・設楽悠太(武蔵越生高
出、ホンダ)　3位に入り五輪出場へ前進　※設楽悠太選手コメント

スポーツ（陸上）

2016/6/25 スポーツニッポン 6
陸上日本選手権第1日　24日　愛知・パロマ瑞穂スタジアム　男子10000メート
ル　③設楽悠太(ホンダ)28分17秒51　（同日の朝日、読売、毎日、産経、東京新聞
の各紙が同様に決勝記録のみを掲載）

スポーツ（陸上）

2016/6/27 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　(寄居)石澤無涯 投稿

2016/6/28 埼玉新聞 1･11

陸上・リオ五輪代表が決定　新井選手ら県勢6人　日本陸連が27日、リオ
デジャネイロ五輪に臨む男女のメンバーを発表　埼玉関係で6選手がいずれも初
代表に決定　１万㍍ 設楽悠太（武蔵越生高出、ホンダ）　（同日の朝日、読売、毎
日、産経、東京新聞、スポーツニッポンの各紙に同内容の記事　東京新聞は設楽
悠太選手のプロフィールを掲載）

スポーツ（陸上）

2016/6/28 埼玉新聞 10
オールスターゲームファン投票最終結果　○セ・リーグ　捕手　①中村（ヤ）
269,953　②原口(神)174,556　（同日の朝日、読売、毎日、日経、産経、東京新聞、
スポーツニッポンの各紙に同内容の記事）

スポーツ（プロ野球）

2016/6/28 埼玉新聞 10 郷土力士新番付　【三段目】湊竜(寄居・湊) スポーツ（大相撲）
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2016/6/29 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2 全日本中学生ソフトボール大会県予選　【女子の記録】▷1回戦　オール熊
谷6-3埼玉ウィンズ

スポーツ（中学）

2016/6/29 埼玉新聞 13

昆虫の標本に興味 寄居男衾小750種3500点を展示　子どもたちの関心
を引き、自らの学習につなげてもらおうと、男衾小学校（関根光男校長、児童431
人）で、児童と保護者向けの「大昆虫展」　寄居町在住の元県立秩父農工科学高
校校長の野沢雅美さんが標本を貸出　※写真

教育

2016/6/30 埼玉新聞 15 女性みこし担ぎ手募集 寄居、あすまで　7月9、10日に行われる「寄居夏ま
つり」　女性みこしの担ぎ手を同実行委員会が募集　※写真

地域


