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掲載日 掲載紙 紙面 記事見出・記事概要 件名
2020/5/3 埼玉新聞 14 マスクし日傘　早くも真夏日　　　寄居町31.4度 気象

2020/5/3 埼玉新聞 5 ［埼玉俳壇］　鎌倉佐弓選　　（寄居）坂本　茂（評）　　（寄居）吉澤　紀子 投稿

2020/5/4 産経新聞 18

橋から飛び降りか、男性公務員死亡
3日午前３時２０分ごろ、寄居町保田原の国道254号で、普通乗用車が橋の防護柵
に衝突しているのを通行人が見つけて通報した。寄居署の調べでは、男性は越生
町に住む県内の地方公務員（４７）

事件・事故

2020/5/4 埼玉新聞 1 新型コロナ　感染者数　４/２３現在　寄居町　２
（同日の朝日、読売、毎日新聞にも同内容）

地域

2020/5/5 毎日新聞 21

緊急事態宣言延長　県民の声　「生活が限界」　悲鳴
寄居町の「グループホームあかつき訪問看護ステーション」所長で看護師の田島玲
子さんは「外出自粛が続くと刺激や活動量が減り、高齢利用者のフレイル（心身の
虚弱状態）の悪化が気になる。認知症の患者は、ストレスから落ち着きがなくなった
り、不眠になったりして介護者の負担が増している」と心配する。

地域

2020/5/6 埼玉新聞 6

［がんばれ！アスリート僕らが応援］
先輩思い全国狙う　寄居町立男衾中学校３年　新井大晴（深谷彩北リトルシニ
ア）

スポーツ（中学）

2020/5/8 埼玉新聞 11

［コロナに負けるナ］　お持ち帰りでスタンプラリー　寄居町商工会
寄居町商工会とまちづくり寄居は、町内飲食店を応援する「おうちｄｅまるちぇＴＡＫＥ
ＯＵＴスタンプラリーを実施している。スタンプ五つを集めると会員制交流サイト（ＳＮ
Ｓ）などで話題になっている妖怪アマビエのオリジナルステッカーと交換できる。　※
写真

地域

2020/5/8 埼北よみうり 1
郷土の魅力　かるたで学ぼう①　彩の国２１世紀郷土かるたの札の中から、
埼北エリアを中心に紹介します。　「夏の夜　鉢形城に　咲く花火」　寄居玉淀水天宮
祭

地域

2020/5/8 読売新聞 22 ［よみうり文芸］　短歌　秋山佐和子選　　寄居町　西村　房江 投稿
2020/5/10 埼玉新聞 7 ［埼玉俳壇］　鎌倉佐弓選　　（寄居）大野　順一　　（寄居）石澤　無涯 投稿

2020/5/12 埼玉新聞 14
寄居で３２．４度　暑さきょうも、熱中症警戒
１１日も日本列島は広く高気圧に覆われ、各地で気温が上がった。埼玉県内では寄
居町で３２．４度、熊谷市で３１．９度、鳩山町で３１．６度を記録した。

気象

2020/5/13 埼玉新聞 6
［がんばれ！アスリート僕らが応援］
印象残る先輩の言葉　寄居町立鉢形小学校４年　林　拓実（キングフィッシャー
ズ）

スポーツ（小学）

2020/5/14 埼玉新聞 11

寄居の魅力見つけよう　インスタでフォトコン
寄居町は、これまで町内で撮影した写真を対象とする「インスタグラム　フォトコンテ
スト」を実施している。不要不急の外出自粛要請の中、自宅にいながら誰もが気軽
に参加でき、寄居の魅力の再確認につなげることを目的に募集。

行政

2020/5/15 埼玉新聞 9
五輪代表処遇に注目　全柔連、きょう常務理事会
全日本柔道連盟（全柔連）は１５日、オンラインでの常務理事会と強化委員会を開
き、１年延期となった東京五輪代表の処遇について方向性を定める。

スポーツ（柔道）

2020/5/16 埼玉新聞 8

新井ら代表権維持へ　柔道　男子66キロ級は検討維持
全日本柔道連盟（全柔連）は１５日、オンライン形式での常務理事会と強化委員会を
開き、２月までに東京五輪代表に決まっていた男子７3キロ級の大野将平（旭化
成）、女子70キロ級の新井千鶴（三井住友海上）＝寄居町出身、児玉高出＝ら男女
１３選手の代表権を１年延期された本番まで維持する方針を固めた。　＊写真 （同
日の朝日、読売、毎日、日経、産経、東京、スポーツニッポンに同内容）

スポーツ（柔道）

2020/5/18 埼玉新聞 11

ひとり親５万円　第２子以降２万円　寄居町
寄居町は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済的支援として、ひとり親家庭
に一律５万円、第２子以降がいる場合、子ども１人につき２万円を加算して支給す
る。

行政

2020/5/20 埼玉新聞 6
［がんばれ！アスリート　僕らが応援］
体調を万全に頑張れ　寄居町立鉢形小学校５年　藤村　徳輝（キングフィッ
シャーズ）

スポーツ（小学）

2020/5/21 読売新聞 21
１０万円　半数で給付開始　県内市町村「郵送」来月ずれ込みも
県内市町村の１０万円一律給付開始日　　寄居町　・オンライン申請…５月２６日
郵送による申請…６月上旬

行政

2020/5/22 埼北よみうり 8 ［春の便り　絵手紙ギャラリー　パート③］
桧木　秀子さん（寄居町）

投稿

2020/5/24 埼玉新聞 11

［飲食店を応援しよう　チケット販売］
お得な特典付き　寄居町飲食店有志
寄居町飲食店有志が、新型コロナウイルス感染予防で売り上げが減少している飲
食店を応援していくプロジェクトを開始した。　※写真

地域

2020/5/24 埼玉新聞 5 ［埼玉俳壇］　鎌倉佐弓選　　（寄居）吉澤　祥匡　　（寄居）石澤　無涯 投稿

2020/5/25 産経新聞 20
持ち帰り飲食店巡る　寄居町がスタンプラリー
寄居町で持ち帰り販売をしている飲食店を巡るスタンプラリーが開催されている。新
型コロナウイルスの感染拡大で客足が遠のいた店を応援する取り組み。　※写真

地域
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2020/5/25 埼玉新聞 6

基礎疾患　コロナで重傷化も　タイガース岩田「恐怖でしか」　原口は感
染予防徹底　　　　阪神の原口文仁捕手は「どこで感染するか分からない」と細
心の注意を払い、こまめな手洗い、うがいなど、感染予防に徹底的に取り組んでい
る。

スポーツ（プロ野球）

2020/5/27 産経新聞 23

川の博物館再開　２度の災厄克服　台風とコロナで休館　館長「もう何
もないと信じたい」
新型コロナウイルス感染拡大の影響で休館していた県立川の博物館（寄居町）が２
６日、約３カ月ぶりに営業を再開した。同博物館は昨年１０月の台風１９号で浸水被
害を受け約１カ月休館し、スタッフ総がかりの復旧作業で再開にこぎつけた経緯が
ある。２度の災厄を乗り越えて迎えた再開に、関係者は安堵の表情を浮かべた。
※写真　（同日の毎日、埼玉新聞に同内容）

地域

2020/5/29 埼玉新聞 5

［がんばれ！アスリート　僕らが応援］
３密避け体調管理を　寄居町立折原小学校６年　及川　あこ（キングフィッシャー

ズ）　　がん闘病　根性の表れ　寄居町立男衾小学校６年　高中　蒼心（キング

フィッシャーズ）　　先輩の活躍が刺激に　寄居町立折原小学校４年　北條琥太

郎（キングフィッシャーズ）　　プロの指導が楽しみ　寄居町立折原小学校５年

山口　春哉（キングフィッシャーズ）　　復帰後の一打に感動　寄居町立男衾小
学校６年　福島　遼馬（キングフィッシャーズ）

スポーツ（小学）

2020/5/29 読売新聞 20 ［よみうり文芸］　川柳　西潟賢一郎選　［秀逸］　寄居町　西村　房江 投稿

2020/5/30 埼玉新聞 11
妊婦にマスク　２０枚ずつ配布
寄居町は新型コロナウイルス感染予防で妊婦に不織布マスク２０枚を配布する。妊
婦届出の手続きをする健康福祉課の窓口で対応していく。

地域

2020/5/31 毎日新聞 23
郵便局員が丁寧に説明　寄居署詐欺防止で感謝状
特殊詐欺被害を防いだとして、寄居署は２６日、寄居郵便局窓口係の浅見里恵さん
（６０）に感謝状を贈った。　※写真

地域

2020/6/1 埼玉新聞 7

初五輪へ意欲揺るがず　柔道女子７０キロ級の新井　経験糧に金メダ
ル狙う
柔道７０キロ級の新井千鶴（三井住友海上）＝寄居町出身　児玉高出＝は前回リオ
デジャネイロ五輪代表を目前で逃した無念をばねにし、２６歳で東京五輪代表をつ
かんだ。　※写真

スポーツ（柔道）

2020/6/3 埼玉新聞 8
［知ってる？埼玉の文学者たち］　詩人・童話作家　宮沢賢治　秩父の
校外学習で短歌　さいたま文学館

文化芸術

2020/6/5 毎日新聞 18

家畜に快適環境を　寄居の養鶏場「平飼い」　のびのび産卵　栄養価、
品質に期待
寄居町の「丸一養鶏場」は、約１７万羽を飼育する採卵農場だ。経営理念は「にわと
りの健康を通じて、ひとの健康に貢献する」　　※写真

経済・産業

2020/6/6 埼玉新聞 9

ラジオ体操　動画で公開　女子柔道新井ら
三井住友海上は４日、柔道女子７０キロ級の新井千鶴＝寄居町出身、児玉高出＝
ら、所属する３７人のアスリートがラジオ体操を行う動画をYouTube三井住友海上公
式チャンネルで公開した。

スポーツ（柔道）

2020/6/6 埼玉新聞 11
手づくりマスク１２４枚　寄居町に吉野さん寄贈
寄居町立城南中学校２年生の吉野莉音さん（１３）が手作りマスク１２４枚を同町に
寄贈した。　※写真

地域

2020/6/7 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　　内野　修選　（寄居）吉澤　紀子（評）　　（寄居）石澤　無涯 投稿

2020/6/8 朝日新聞 9

[あの時　あれから]　原口がんに負けないひたむきさ　プロ野球・阪神
原口文仁（２８）
背番号「９４」はいつものようにあいさつして、敵地のゾゾマリンスタジアムに入ってき
た。昨年６月４日。１軍に復帰する緊張感は感じられない。大腸がん手術を乗り越え
た阪神の原口文仁。

スポーツ（プロ野球）

2020/6/9 埼玉新聞 10

国の給付金は町内で消費を　寄居町がガイド発行
国からの特別定額給付金の使い方を探す参考になればと、寄居町は広報よりい特
別号「特別定額給付金町内消費ガイド」を１万３千部作成、全世帯に発行した。　※
写真

地域

2020/6/10 スポーツニッポン 6
三井住友海上所属の全アスリートが楽しく真剣にラジオ体操を行う動
画公開　　（６/６の埼玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（柔道）

2020/6/10 埼玉新聞 11

寄居の男衾中　１クラス２グループ分け　２教室同時に授業
寄居町は今月から通常授業を再開している。町立男衾中学校長（市川篤史校長、
生徒数２２１人）は１クラスを２グループに分け、ビデオやタブレットパソコンを使って
２グループが同時に授業を受けている。　※写真

地域

2020/6/10 読売新聞 21
暑さも再開
県内は９日、全域で気温が上がり、全８観測地点で今年の最高気温を観測した。
寄居町３３．２度

気象

2020/6/12 埼玉新聞 1

寄居など９施設　かんぽの宿で車中泊　日本郵政、３密回避に
日本郵政は１１日、同社が運営する「かんぽの宿」の駐車場に自動車やキャンピン
グカーを止め、車中泊できるサービスを１９日から始めると発表した。第１弾として寄
居や石和（山梨）などの９施設で始め、順次拡大する予定だ。

地域

2020/6/12 埼玉新聞 9
民生委員らにマスク５０枚ずつ　寄居町が配布
寄居町は活動を再開した民生委員・児童委員に１人５０枚ずつ不織布マスクを配布
した。

行政
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2020/6/12 埼玉新聞 9
福祉委員にマスク　全行政区に消毒液　寄居町社会福祉協配布
寄居町社会福祉協議会は、町内福祉委員３７１人に１人５０枚ずつマスク、全６７行
政区に１本ずつ消毒用アルコール（１リットル）を配布する。

行政

2020/6/12 埼北よみうり 8
バラがきれいに咲きました
中嶋さん宅（寄居町）　※今年のオープンガーデンは中止　※写真 地域

2020/6/13 埼玉新聞 2

狭山、寄居工場など７月から一時停止　ホンダ
ホンダは１２日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた自動車の需要減などを理
由に、７月に四輪車を生産する埼玉県と三重県の３工場の稼働を一時停止すると発
表した。停止日は、寄居工場が７月３、１０、１１、１７の４稼働日。　（同日の読売新
聞に同内容）

経済・産業

2020/6/14 産経新聞 22
[コロナに負けるな]生活支援情報　■施設の再開
◇県立川の博物館（寄居町）　展示室の公開やアドベンチャーシアターなどの利用
を再開

地域

2020/6/14 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　　内野　修選　（寄居）吉澤　祥匡　　（寄居）石澤　無涯 投稿

2020/6/16 埼玉新聞 7

テークアウトなど開始で最大１０万円　寄居町が事業者支援
寄居町は、新型コロナウイルス感染症拡大で影響を受けた小規模事業者に５万円、
新たにテークアウト・デリバリー事業を開始または拡充した事業者に最大１０万円を
補助していく。

行政

2020/6/17 埼玉新聞 4

［埼玉経済］　ホンダ県内生産調整　スバルも減産、下請け苦境
ホンダは、新型コロナウイルス感染拡大を受けた自動車の需要減などを理由に、埼
玉製作所狭山工場を７月１７日、同製作所寄居工場を同３、１０、１１、１７日の４日
間、４月などに続き、再び生産を停止する。　※写真

経済・産業

2020/6/17 埼玉新聞 5

梅収穫体験に園児大はしゃぎ　寄居のこぶし保育園
寄居町藤田のこぶし保育園の年長と年中の計２７人が１０日、近くの梅畑で青々と
実った梅の収穫を楽しんだ。提供者は同町寄居の村田収さん（６６）で毎年この時期
に行い、７年目になる。　※写真

地域

2020/6/17 埼玉新聞 13
［がんばれ！アスリート　僕らが応援］
球宴の連発に感動　寄居町立城南中学校２年　太幡　陸（深谷埼北リトルシニ
ア）

スポーツ（小学）

2020/6/19 埼玉新聞 9

日本の里　新装開園　名水１００選風布川沿い　水車や食堂など
寄居町風布の寄居町日本の里（やまとのさと）が指定管理者を変えて営業を開始し
た。約８千平方メートルの施設には親水公園や水車小屋、レストハウスの風布館な
どがある。　　　※写真

地域

2020/6/20 埼玉新聞 11

［元気です］　梅の収穫で子ども笑顔
寄居町寄居の元高校教諭、村田収さん（６６）の梅畑で、園児と児童が収穫を迎えた
梅もぎを体験した。梅畑を提供するのは７年目になり「子どもたちの笑顔が見たい」
と話す。　　　　※写真

地域

2020/6/21 埼玉新聞 11

玉淀水天宮祭が中止
寄居町は、毎年８月の第１土曜日に玉淀河原などで開催している「寄居玉淀水天宮
祭」を中止することに決めた。新型コロナウイルス感染症の拡大防止で来場者や関
係者の健康・安全面を考慮した。

地域

2020/6/24 埼玉新聞 13

手作りマスク４００枚　桜沢小学校に寄贈　寄居の中野さん
寄居町桜沢の中野綾子さん（７２）が、地元の町立桜沢小学校（富田陽一校長、児
童数１７６人）に２回にわたり計４００枚の手作りマスクを寄贈した。中野さんのオリジ
ナルマスクを付けた児童は元気一杯だ。　＊写真

地域

2020/6/26 埼玉新聞 7

町の魅力発信　協力隊を募集　３０日まで　〔寄居〕
寄居町は、町内に移住して地域に協力しながら寄居の魅力を発信する「寄居町地域
おこし協力隊」を３０日まで募集している。国の制度「地域おこし協力隊」の埼玉県版
で県内初。　　　※写真

行政

2020/6/26 埼北よみうり 3

学校へ　手作りマスク
桜沢小学校　（寄居町）　寄居町立桜沢小（富田陽一校長）で読み聞かせボランティ
アをしている中野綾子さんが、２回にわたり手作りマスクを同校へ寄贈した。（６/２４
付け埼玉新聞と同内容）　※写真

地域

2020/6/27 東京新聞 23 鶏のびのび卵　人気沸騰中　寄居“優しい環境で飼育”
（６/５付けの毎日新聞と同内容）　※写真

経済・産業

2020/6/27 埼玉新聞 13 ［つれづれ］ ホトトギス　大野順一　　（寄居町　７４歳） 投稿

2020/6/28 埼玉新聞 5 ［埼玉俳壇］　内野　修選　（寄居）　吉澤　紀子　（寄居）　坂本　茂　（寄居）　石澤
無涯

投稿

2020/6/29 埼玉新聞 13
［僕のゆるゆる定年学］　関東学への招待①　花開く民衆仏教
平安時代前期の９世紀前半、男衾郡（現在の寄居町、小川町、、深谷市と熊谷市の
荒川以南など）に壬生吉志福生という金持ちがいた。　郡司なども務めた。

地域

2020/7/1 埼玉新聞 5

［元気に楽しく　僕らの練習］
寄居町スポ少野球　キングフィッシャーズ　基本動作で体力回復　　　寄居町スポー
ツ少年団に所属する野球チームのキングフィッシャーズは６月２７日、寄居運動公園
で練習を行った。　※写真

スポーツ（小学）

2020/7/3 埼玉新聞 11

金賞は深谷の加藤さん　〔寄居〕インスタグラムフォトコン
寄居町で募集していた「インスタグラムフォトコンテスト」の入賞作品３点が決まった。
金賞は深谷市の会社員加藤正樹さん（３３）の作品で、同町秋山の中間平から２０１
６年下旬に撮影した「朝焼け」が選ばれた。　※写真

地域

2020/7/3 読売新聞 24
［よみうり文芸］　　◇５月の月間賞受賞作品◇　【川柳】　寄居町　西村　房
江 投稿
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2020/7/5 埼玉新聞 5 ［埼玉俳壇］　佐怒賀直美選　（寄居）石澤　無涯　　（寄居）吉澤　祥匡 投稿

2020/7/6 埼玉新聞 2 6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
13,279　人口総数32,266　男15,952　女16,314

統計

2020/7/8 埼玉新聞 6 ［少年スポーツ写真館］
寄居町スポ少野球　キングフィッシャーズ※写真

スポーツ（小学）

2020/7/9 読売新聞 22
就職氷河期世代　寄居町が採用へ
寄居町は７日、就職活動がバブル崩壊後の不況期に重なった就職氷河期世代を２
０２１年度に一般事務職として初めて若干名採用すると発表した。

行政

2020/7/10 埼玉新聞 11 就職氷河期世代の職員採用試験を実施　寄居町
（７/９付け読売新聞と同内容）

行政

2020/7/10 埼玉新聞 9
災害時避難でバス利用協定　町と城南観光バス　〔寄居〕
寄居町と城南観光バス（同町用土）は「災害時におけるバス利用協定」を締結した。
昇降リフト付き福祉バスも活用しながら町民の安全を確保していく。　※写真

行政

2020/7/10 埼北よみうり 2
［スポットライト］　魅力あふれる寄居　町有施設運営に意欲 日本の里
風布館　館長　髙橋　里志さん　　　※写真 地域

2020/7/10 埼北よみうり 5
［埼玉Ｓ級グルメ店］　～埼北エリア①～　　京亭　　※写真

地域

2020/7/10 埼北よみうり 8 ［グルメ情報］　カフェ　　ＢＥＡＲ　ＣＯＦＦＥＥ（ベアコーヒー）　寄居町
※写真

地域

2020/7/12 埼玉新聞 5 ［埼玉俳壇］　佐怒賀　直美選　（寄居）　吉澤　祥匡 投稿

2020/7/15 毎日新聞 21
コンビニ店員　特殊詐欺防ぐ　寄居署が感謝状
架空請求詐欺を防いだとして、寄居署は１０日、セブンイレブン深谷畠山店と店員の
新井順也さんに感謝状を贈った。　　※写真

地域

2020/7/15 埼玉新聞 6 ［少年スポーツ写真館］
寄居町スポ少野球　キングフィッシャーズ※写真

スポーツ（小学）

2020/7/17 埼玉新聞 10

プラチナルート乗車券を通年販売　18日から東武鉄道、秩父鉄道
東武鉄道（本社・東京墨田区）と秩父鉄道（本社・熊谷市）は１８日から、「東武鉄道
×秩父鉄道SAITAMAプラチナルート乗車券の通年販売を開始する。同乗車券は県
が推奨する主要観光地である川越市・長瀞町・秩父市を結ぶ「SAITAMAプラチナ
ルート」を満喫してもらうことを目的に発売するもので、東武鉄道東上線・越生線全
線と秩父鉄道の寄居駅から三峰口駅間が１日乗り降り自由となる。

地域

2020/7/17 埼玉新聞 6 ［少年スポーツ写真館］
寄居町スポ少野球　キングフィッシャーズ※写真

スポーツ（小学）

2020/7/17 埼玉新聞 8

高齢者就業に貢献　シルバー人材センター　全国表彰を受賞　〔寄居〕
地域高齢者の就業に貢献したとして寄居町シルバー人材センターが、全国人材セン
ター事業協会の会長表彰を受賞した。全国１４団体が表彰され、県内は同町と坂戸
市のシルバー人材センターに贈られた。　※写真

行政

2020/7/19 埼玉新聞 5 ［埼玉俳壇］　佐怒賀　直美選　（寄居）　石澤　無涯　（寄居）　坂本　茂 投稿

2020/7/20 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）○1-0　※７月場所初日 スポーツ（大相撲）

2020/7/21 埼玉新聞 12 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や1-0　※７月場所2日目 スポーツ（大相撲）
2020/7/22 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や1-0　※７月場所3日目 スポーツ（大相撲）
2020/7/23 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）○2-0　※７月場所4日目 スポーツ（大相撲）
2020/7/23 埼玉新聞 8 ハイキング　◆峠道ハイキング「金ケ岳から寄居風布のみかん山を歩く」 イベント情報
2020/7/23 埼玉新聞 7 夏季埼玉県高校野球大会　組み合わせ スポーツ（高校）

2020/7/24 埼北よみうり 6

特別展「楽しい美味しい江戸の水辺」　川の博物館で開催中　（寄居
町）　埼玉県立川の博物館（寄居町小園３９）で、特別展「楽しい美味しい江戸の水
辺」が１１日からスタートした。９月６日まで。　※写真

イベント情報

2020/7/24 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や2-0　※７月場所5日目 スポーツ（大相撲）

2020/7/24 埼玉新聞 9
特産とろとろナス　旬の夏野菜が登場　収穫始まる　〔寄居〕
寄居町の新たな特産品「寄居とろとろナス」が町内で旬を迎え、JAふかやの男衾農
産物直売所と用土農産物直売センターで販売している。　※写真

地域

2020/7/24 産経新聞 22 家畜に“優しい環境”を　寄居「丸一養鶏場」放し飼い　のびのび産卵
（６/５付けの毎日新聞と同内容）　※写真

経済・産業

2020/7/25 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）●2-1　※７月場所6日目 スポーツ（大相撲）
2020/7/26 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）○3-1　※７月場所7日目 スポーツ（大相撲）
2020/7/27 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や3-1　※７月場所8日目 スポーツ（大相撲）
2020/7/28 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）○4-1　※７月場所9日目 スポーツ（大相撲）

2020/7/28 埼玉新聞 11
不明者早期発見　男性に感謝状　寄居署
寄居署（小田智一署長）は２２日、行方不明者の早期発見に貢献した深谷市在住、
会社役員、福島博幸さん（５４）に感謝状を贈呈した。　※写真

地域

2020/7/29 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や4-1　※７月場所10日目 スポーツ（大相撲）

2020/7/29 埼玉新聞 6
県スポ少中学生軟式野球交流大会
川里レッドソックス（鴻巣）ｖｓ中町ジュニア（寄居）　４対４　（中町ジュニアのタイブ
レーク勝ち）

スポーツ（中学）

2020/7/30 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や4-1　※７月場所11日目 スポーツ（大相撲）
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2020/7/31 埼玉新聞 9

町へ手作りマスク８６枚　男衾中生徒会　一枚ずつ「心込め」　〔寄居〕
寄居町立男衾中学校（市川篤史校長、生徒数221人）生徒会は２７日、手作りマスク
８６枚と「頑張って作りました」「心を込めて作ったマスクです」というメッセージを添え
て同町へ寄贈した。　※写真

地域

2020/7/31 読売新聞 24 ［よみうり文芸］　川柳　西潟賢一郎選　［入選］　寄居町　柴崎　真一 投稿
2020/7/31 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）○5-1　※７月場所12日目 スポーツ（大相撲）

2020/8/1 埼玉新聞 1
学力格差　懸念も　コロナ禍夏休み10～26日間の開き
県内市町村の学校夏休み状況　8月1日～18日（18日間）　本庄市、鴻巣市、新座
市、ふじみ野市、日高市、上里町、寄居町

地域

2020/8/1 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や5-1　※７月場所13日目 スポーツ（大相撲）

2020/8/1 埼玉新聞 11

わくわくランドきょうから再開　寄居の川博
寄居町小園の県立川の博物館は１日から、ウォーターアスレチック施設「荒川わくわ
くランド」を再開する。昨年10月の台風19号による浸水被害を受けた復旧工事が終
わった。

地域

2020/8/1 埼玉新聞 11
水天宮祭の動画を公開　寄居町「夏を感じて」
寄居町は、新型コロナウイルスの感染拡大防止で中止になった「寄居玉淀水天宮
祭」の動画を製作し、開催予定だった１日の午後７時に公開する。

行政

2020/8/2 埼玉新聞 5 ［埼玉俳壇］　鎌倉　佐弓選　（寄居）　石澤　無涯　（寄居）　坂本　茂 投稿

2020/8/6 埼玉新聞 1
ホンダ純利益63％減　コロナ影響、販売が低迷
狭山市と寄居町などに工場があるホンダは５日、２０２１年３月期の連結業績予想を
発表し、純利益が前期比６３．８％減の１６５０億円になるとの見通しを示した。

経済・産業

2020/8/6 読売新聞 23

鳩山３６．５度　今年最高
県内は5日、朝から気温が上昇し、熊谷地方気象台によると、鳩山町で３６．５度、熊
谷市で３６．２度、さいたま市で３５．８度など、全８観測地点で今年最高の気温と
なった。３５．２度を記録した寄居町にある、県立川の博物館にある水上アスレチック
施設「荒川わくわくランド」では、親子連れなどが水遊びを楽しんだ。　※写真

気象

2020/8/7 埼玉新聞 11

［埼玉の建築スケッチ］　31　美髪忍館、山崎屋旅館（寄居町）
にぎわい彷彿の景観　　寄居駅の南口から、鉢形城跡へ向かう駅前通りを５分
ほど歩くと、秩父往還のメインストリートに出る。その交差点の北西の角に個性的な
建築が並んで建っている。スケッチで左側の洋風建築が理髪店「美髪忍館」（びはつ
おしかん）」、右側は日本建築の山崎屋旅館だ。　※スケッチ

連載コラム

2020/8/9 埼玉新聞 5 ［埼玉俳壇］　鎌倉　佐弓選　（寄居）吉澤　祥匡（評）　（寄居）　石澤　無涯
（寄居）　坂本　茂

投稿

2020/8/10 埼玉新聞 11

「寄居蜜柑ビール」誕生　女性も飲みやすいと評判
寄居町で町産ミカンを使用した「寄居蜜柑ビール」が開発され、寄居駅周辺の飲食
店で提供されている。ミカンの香りも楽しめ、ビールの苦手な人でも飲みやすいと人
気を集めている。　※写真

地域

2020/8/11 読売新聞 21 夏の高校野球　　北部　　　２回戦　寄居城北ｖｓ熊谷農　７対２
（同日の東京、埼玉新聞に同内容）

スポーツ（高校）

2020/8/12 朝日新聞 21

鳩山　40.2度　　寄居39.2度　　熊谷39.6度
関東地方を中心に猛烈な暑さとなった１１日、県内でも午前中から気温が上昇し、鳩
山では午後１時４９分、これまでの最高気温だった39.9度を上回る40.2度を観測し
た。熊谷地方気象台によると、鳩山に次ぐ最高気温は熊谷の39.6度、寄居39.2度、
県内８カ所の全観測地点で38度を超えた。　※写真　（同日の読売、産経、東京新
聞に同内容）

気象

2020/8/13 埼玉新聞 7 夏の高校野球　熊谷公園球場　北３回戦　寄居城北ｖｓ北本　１－１９（５回コール
ド）　　　（同日の朝日、読売、毎日、産経新聞に同内容）

スポーツ（高校）

2020/8/13 読売新聞 25 〔ファイト〕　筋トレ　ラグビー部仕込み
平沼陽介捕手（熊谷高３年）男衾中出身

スポーツ（高校）

2020/8/14 埼北よみうり 8 特産みかんを使用　寄居蜜柑ビール完成　（寄居町）
（８/１０付け埼玉新聞と同内容）　※写真

地域

2020/8/18 埼玉新聞 15

熱中症で３人死亡　県内　搬送の半数が高齢者
県は１６、１７日、熱中症とみられる症状で男女３人が死亡したと発表した。　寄居町
の男性（９４）は１７日午前６時４５分ごろ、自宅２階寝室の床にあおむけに倒れてい
るのを家族が発見し１１９番。救急搬送されたが搬送先で死亡が確認された。
（同日の朝日、毎日、産経新聞に同内容）

事件・事故

2020/8/18 毎日新聞 21

［ニュース２４時］　寄居・荒川で男性が死亡
１６日午前１１時１５分ごろ、寄居町鉢形の荒川で「人が沈んでいった」と近くの河川
敷で目撃したバーベキュー客から１１０番があった。寄居署によると、亡くなったのは
ブラジル国籍の群馬県太田市の会社員。

事件・事故

2020/8/21 埼玉新聞 13 ［つれづれ］ 一斉合唱　大野順一　　（寄居町　７４歳） 投稿

2020/8/21 東京新聞 16

総文祭力作　じかに鑑賞
高校の文科系部活動が成果を披露する「全国高校総合文化祭（総文祭）に出品し
た、県代表の作品展が二十日、さいたま市北区の市プラザノース２階ギャラリーで
始まった。本庄第一高校３年の池田彩華さん（寄居中出身）は写実描写とデザイン
を組み合わせたアクリル画を出展。　※写真

文化芸術

2020/8/23 埼玉新聞 5 ［埼玉俳壇］　鎌倉　佐弓選　（寄居）大野　順一　（寄居）石澤　無涯
（寄居）吉澤　祥匡

投稿
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2020/8/26 日本経済新聞 1

ホンダ、英から生産移管　寄居工場　新協定見据え国内活用
ホンダは２０２１年に終了する予定の英国生産について、一部を日本に移管する方
針を固めた。　英スウィンドン工場で手がけている同国と日本市場向けの乗用車「シ
ビック」の生産を、２１年から寄居工場（埼玉県寄居町）に移管する。

経済・産業

2020/8/27 埼玉新聞 11

大雨や台風の備えに　マイ・タイムライン
寄居町は、大雨や台風の備えとして事前に自身がとる行動を時間の流れに沿って
整理して書き込む「マイ・タイムライン」を１万５千部作成、全世帯の約１万３千世帯
へ配布した。　　　※写真

行政

2020/8/29 読売新聞 21 ［新聞＠スクール］　ＫＯＤＯＭＯ俳句　高柳克弘　選　　埼玉県　寄居町立寄
居小学校２年　新井　麻仁　（評）

投稿

2020/8/30 埼玉新聞 5 ［埼玉俳壇］　鎌倉　佐弓選　（寄居）石澤　無涯（評）　（寄居）吉澤　紀子（評） 投稿

2020/8/31 埼玉新聞 1

鳩山３８．４度　厳しい残暑
８月最後の日曜日となった３０日、西日本や東日本を中心に猛烈な暑さとなった。日
中の最高気温は鳩山町で３８．４度、熊谷市で３７．０度、寄居町で３６．８度となるな
ど、県内全８観測地点で３５度以上を観測する猛暑日となった。　※写真

気象

2020/8/31 埼玉新聞 13
亡き娘の友達助けたい　寄居の中村さん　マスク１０００枚届ける
寄居町藤田の会社員中村寿さん（40）が町内の障害者や高齢者など１３福祉施設に
マスク計約千枚を家族と一緒に届けた。　※写真

地域


