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掲載日 掲載紙 紙面 記事見出・記事概要 件名

2020/9/2 埼玉新聞 14
〔ニュースクリップ〕　　手渡し詐欺で現金３００万円被害（寄居）
寄居署は８月３１日、寄居町のパート女性（７１）が、手渡し詐欺で現金３００万円を
だまし取られたと発表した。

事件・事故

2020/9/4 埼玉新聞 15

「よりい健康体操」パンフ配布　巣ごもり運動不足解消　〔寄居〕
健康づくりを推進している寄居町は、室内で簡単にできる１５種類の運動と認知症
予防の脳のトレーニングを組み合わせた「お家で出来る！よりい健康体操を考案、
パンフレットにして全世帯へ配布した。

地域

2020/9/5 埼玉新聞 13
あす一次予選開幕　全国高校サッカー埼玉大会　無観客で実施
組み合わせ　寄居城北ー岩槻北陵 スポーツ（高校）

2020/9/6 埼玉新聞 5
［埼玉俳壇］　内野　修選　（寄居）吉澤　祥匡　（評）　　（寄居）　吉澤　紀子
（寄居）　石澤　無涯 投稿

2020/9/6
埼玉新聞 2

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　世帯数
13,322　人口総数32,275　男15,957　女16,318 統計

2020/9/8 埼玉新聞 7

柔道女子７０キロ級代表　新井「ぶれずにやる」　元世界女王　来夏の
五輪へ　東京五輪柔道女子７０キロ級代表の新井千鶴（三井住友海上）＝寄居町
出身、児玉高出＝が7日、オンラインで報道陣の取材に応じ、来夏延期で開催への
懸念が消えない五輪について「必ずしも絶対というのはない。いろいろな声はあるが
目標を持ち続け、ぶれずにやる」と冷静な表情で語った。　※写真

スポーツ（柔道）

2020/9/8 埼玉新聞 11
生命力ある自然　活写　寄居の会沢さん　１０日から秩父で個展
寄居町富田の会沢重行さん（８３）が１０～１４日、秩父市上町１丁目の八尾百貨店
３階催事場で写真展「自然遊行ー四季万歳ー」を開く。　※写真

地域

2020/9/11 埼玉新聞 6

新鮮で安い野菜　役場で出張販売　月２回　〔寄居〕
寄居町役場１階ロビーで月2回、水曜日の午前１０時から午後１時まで、朝収穫した
野菜を販売している。ＪＡふかや用土農産物直売センターの出張販売で、毎回３０種
類から４０種類の旬の野菜などを売っている。　※写真

地域

2020/9/13 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　内野　修選　（寄居）吉澤　祥匡（評）　（寄居）　石澤　無涯 投稿

2020/9/15 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）○1-0　※9月場所2日目 スポーツ（大相撲）

2020/9/16 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）○2-0　※9月場所3日目 スポーツ（大相撲）

2020/9/17 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や2-0　※9月場所4日目 スポーツ（大相撲）

2020/9/18 埼玉新聞 7

来たぞ！　タカ渡り　寄居で愛鳥家ら観賞
寄居町秋山の中間平緑地公園の展望デッキでタカの渡りが１０月中旬ごろまで観賞
でき、カメラや双眼鏡を持った愛好家が楽しんでいる。　※写真 地域

2020/9/18 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）●2-1　※9月場所5日目 スポーツ（大相撲）
2020/9/19 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や2-1　※9月場所6日目 スポーツ（大相撲）

2020/9/20 埼玉新聞報知 2
第66回全日本中学生通信陸上競技埼玉県大会
男子４００メートル　２位　中島勇輔（寄居中） スポーツ（中学）

2020/9/20 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　内野　修選　（寄居）吉澤　紀子（評）　（寄居）　吉澤　祥匡　（寄居）
石澤　無涯

投稿

2020/9/20 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や2-1　※9月場所7日目 スポーツ（大相撲）

2020/9/21 埼玉新聞 1

ずしり栄一　安全見守る　寄居にドール
秋の全国交通安全運動に合わせ寄居町桜沢の国道１４０号と同２５４号の交差点に
２０日、８０体目の交通安全啓発ドール「渋沢栄一翁」が設置された。　※写真

地域

2020/9/21 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）○3-1　※9月場所8日目 スポーツ（大相撲）

2020/9/22 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や3-1　※9月場所9日目 スポーツ（大相撲）

2020/9/23 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）●3-2　※9月場所10日目 スポーツ（大相撲）

2020/9/24 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や3-2　※9月場所11日目 スポーツ（大相撲）

2020/9/25 朝日新聞 22

〔わがまちお宝館〕　県立川の博物館　川の優しさと怖さ実感
川は、田畑を潤し、飲み水をもたらす。だが時に大暴れし、人びとの命を脅かすこと
もある。親しみと怖さ。県立川の博物館（寄居町）は、かわの持つ二面性を教えてく
れる。　※写真２

地域

2020/9/25 埼北よみうり 8
〔秋の便り　絵手紙ギャラリー　パート①〕
清水勝子さん（寄居町） 投稿

2020/9/25 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）●3-3　※9月場所12日目 スポーツ（大相撲）

2020/9/26 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や3-3　※9月場所13日目 スポーツ（大相撲）

2020/9/27 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）○4-3　※9月場所14日目 スポーツ（大相撲）

2020/9/27 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　内野　修選　（寄居）吉澤　祥匡（評）　（寄居）　吉澤　紀子 投稿

2020/9/28 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や4-3　※9月場所15日目 スポーツ（大相撲）



令和2（2020）年度 寄居町新聞記事索引（9～12月） 2020年12月作成

2020/9/28 埼玉新聞 5
県アマゴルフ界のナンバーワン決定戦
決勝大会シード選手　寺辻　真生（寄居） スポーツ（ゴルフ）

2020/9/29 埼玉新聞 11

氏邦桜　版画で応援　東秩父の高野さん寄贈　寄居の正龍寺「温かい
気持ちに」　　　東秩父村安戸の日本版画会会長、高野　勉さん（７２）が、寄居町
藤田の曹洞宗正龍寺に町指定天然記念物エドヒガンザクラをモチーフにした版画
「もののふの夢（鉢形城址氏邦桜）」を寄贈した。２７代目高倉隆綱住職（２７）は「温
かい気持ちになります」と話している。　※写真

地域

2020/9/30 埼玉新聞 7
2020年地価調査 県内基準地価　（同日の朝日、日経(第2部)、に同様
記事）

経済・産業

2020/10/2 埼玉新聞 5

電子チケットで街バル　１６日から　地元飲食店を応援　〔寄居〕
寄居町商工会（柴崎猛会長）は、新型コロナウイルス感染症拡大防止策を徹底しな
がら楽しめる電子チケット制の「２０２０よりい街バルＶｅｒ．新しい生活様式」を１６日
から１１月１５日まで実施する。　※写真

地域

2020/10/3 埼玉新聞 13 ［つれづれ］ コロナ禍の作品展　大野順一　　（寄居町　７４歳） 投稿

2020/10/4 読売新聞 25

南が待っている　＊寄居　タカの渡り
寄居町の中間平緑地公園で、多くのタカが空高く舞い上がり、南方に飛び立つ壮観
な「タカの渡り」がまもなく終了する。　※写真

地域

2020/10/4 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　佐怒賀直美選　（寄居）坂本　茂　（寄居）石澤　無涯 投稿

2020/10/5 埼玉新聞 2
９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13,334　人口総数32,260　男15,949　女16,311 統計

2020/10/5 埼玉新聞 5
［けやき］　私の○○の秋　　新たなお月見を企画
大野　順一　（７４歳・寄居町） 投稿

2020/10/6 埼玉新聞 11

［クリック］　　啓発ドール
春と秋の全国交通安全運動に合わせ、寄居署管内の寄居地方交通安全プロデュー
スサービス委員会が手作りしている今回の啓発ドールは、深谷市の郷土の偉人渋
沢栄一だ。

連載コラム

2020/10/7 埼玉新聞 2

埼玉１１区に島田氏を内定　立民
立憲民主党は６日、次期衆院選の小選挙区で公認予定者となる１７人の総支部長
を発表した。埼玉関係では埼玉１１区（深谷市など）で元寄居町長の新人島田誠氏
を内定した。　　　　（同日の読売新聞でも同内容）

行政

2020/10/8 埼玉新聞 8

[逸品土産]　埼玉みやげラボ推薦　バルツバイン（寄居）
寄居町の手づくりハム工房「バルツバイン」は、自家農場「坂本ファーム」で育てた武
州豚を使い、本格ドイツ製法でハムやソーセージなどを作っている。　※写真

地域

2020/10/9 埼玉新聞 9

荒川の猛きん類　標本写真で紹介　川の博物館　〔寄居〕
荒川流域の環境や生態系を知ってもらおうと、寄居町小園の県立川の博物館は１１
月２３日まで、県内で見られる猛きん類を剥製標本と生態写真などで紹介する秋期
企画展を開催している。　※写真

地域

2020/10/9 埼北よみうり 8 ２０２０よりい街バル　お得メニューを食べ歩き
（１０/２付け埼玉新聞と同内容）

地域

2020/10/9 埼北よみうり 5
〔秋の便り　絵手紙ギャラリー　パート②〕
関口昌男さん（寄居町） 投稿

2020/10/9 読売（夕刊） 11

廃棄物処理施設　清掃の男性死亡　埼玉・寄居
８日午後５時４５分頃、埼玉県寄居町三ケ山の廃棄物処理施設「寄居エコスペース」
で、貯留槽の中を清掃していた同県深谷市本田、廃棄物処理会社員小川靖史さん
（６１）があおむけに倒れているのを同僚が見つけ１１９番した。

事件・事故

2020/10/10 読売新聞 11
[元気です]　お腹と心いっぱいに
熊谷市に住む山田美紀子さん（４０）がスローフードの店「どすこい喫茶やまこ」を開
いたのは寄居町金尾。秩父鉄道波久礼駅から徒歩６分。　※写真

地域

2020/10/10 読売新聞 11

夏目雅子さんの一枚も　プロ、アマ９人写真展　熊谷　１２日まで
フィルムの時代から独自の視点で自然や風景、伝統文化、人々の営みなどを追い
続けてきたメンバーで構成する「R9写真倶楽部」第１回写真展が１２日まで熊谷市の
八木橋百貨店８階オープンギャラリーで開かれている。　夏目さんを撮った写真家の
岩田省三さん（８２）は、赤ちゃんを被写体にした自作を見ながら、「おじいちゃん、お
ばあちゃんと暮らしている子どもは、豊かな表情を見せてくれます。と教えてくれた。
※写真

地域

2020/10/10 埼玉新聞 6 県中学　新人大会　陸上　　　【女子】　▷８００メートル　④小林(寄居城南）２分
２１秒４９

スポーツ（中学）

2020/10/11 埼玉新聞 5
[埼玉俳壇]　佐怒賀直美選　（寄居）吉澤　紀子　（寄居）吉澤　祥匡　　（寄居）石
澤　無涯　　（寄居）坂本　茂 投稿

2020/10/14 埼玉新聞 21
路上寝込み助け事故防ぐ　小室さんに感謝状　寄居署
路上に寝込んでいた男性を見つけて通報し、交通事故を防いだとして、寄居署は、
深谷市の会社員、小室圭佑さん（４１）に感謝状を贈った。　※写真

地域
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2020/10/15 毎日新聞 21
寄居を「歩きたくなるまち」へ　駅南口整備事業が起工
秩父鉄道と東武東上線、ＪＲ八高線の３路線が乗り入れている寄居駅（寄居町寄
居）の南口周辺街路整備事業の起工式が１４日、同駅前で行われた。　※イメージ
図

地域

2020/10/15 読売新聞 25
渋沢栄一国道見守る　寄居に巨大人形
（９/２１付け埼玉新聞と同内容） 地域

2020/10/16 埼玉新聞 11
寄居駅南口　整備スタート　駅前広場　５０年来の懸案課題
（１０/１５付け毎日新聞と同内容）　※写真 地域

2020/10/16 埼玉新聞 9

昨年の台風被害も反映　ハザードマップ補足版を作成　全世帯へ配布
寄居町は、昨年の台風１９号の被災場所や通行止め区間を地図で示した冊子「土
砂災害・地震・洪水ハザードマップ（補足版）」を１万４千部作成、全世帯へ配布す
る。　※写真

行政

2020/10/17 読売新聞 24
寄居駅南口整備始まる　環状交差点や時計塔
（１０/１５付け毎日新聞と同内容） 地域

2020/10/18 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　紀子

投稿

2020/10/21 埼玉新聞 15

交通安全ドールに幕　寄居　歴史、話題の人で３９年　後継者募集、簡
素化案も
39年にわたって活動してきた寄居署管内の寄居地方交通安全プロデュースサービ
ス委員会は、設置中の８０体目「渋沢栄一翁」を最後に「交通安全啓発ドール」制作
の休止を決めた。制作者は６０代後半から７０代後半と高齢で、後継者もいないの
が理由。　※写真

地域

2020/10/21 読売新聞 26
［記録ファイル］　第７回日展初入選者
西沢　満（寄居町） 投稿

2020/10/23 埼玉新聞 6

「ようどりん」　児童の絆育む　用土小マスコット　ＬＩＮＥスタンプも
寄居町立用土小学校（関根努校長、児童数１６１人）のマスコット「ようどりん」が校
内で活用され、人気を集めている。ＰＴＡ会長の船橋幸代さんは「子どもたちの癒や
しになって、地域全体にも広めていきたい」とグッズを製作。関根校長も「共通のキャ
ラクターで児童の絆が深まってほしい」と話している。　※写真

地域

2020/10/23 埼北よみうり 4
〔秋の便り　絵手紙ギャラリー　パート③〕
田中みよ子さん（寄居町）　　関口貴美栄さん（寄居町）　清水咲良さん（寄居町） 投稿

2020/10/23 埼北よみうり 8

〔深まる秋　近場で満喫〕　雀宮公園（寄居町）
歌舞伎役者・七代目松本幸四郎（１８７０～１９４９）の別邸跡地にある公園。もみじ
やイチョウが色づき、園内を美しく染め上げ「雀亭」をイメージしたあずまやでは紅葉
を見ながら憩いのひと時を過ごすことができる。　※写真

地域

2020/10/25 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　佐怒賀直美選　（寄居）坂本　茂　（寄居）吉澤　祥匡 投稿

2020/10/25 埼玉新聞 9
原口勝ち越し打　阪神２－１巨人　阪神は１－１の７回に代打原口の適時打で勝
ち越した。　（同日の朝日、読売、毎日、産経、東京、スポーツニッポンで同内容） スポーツ（プロ野球）

2020/10/30 埼玉新聞 7

東武東上線　みなみ寄居駅があす開業　働く人の利便性の向上
東武鉄道の新駅「みなみ寄居駅」が３１日東武東上線東武竹沢駅ー男衾（おぶす
ま）駅間の寄居町富田字橋ノ入南谷９９７－１４に開業する。　※写真

地域

2020/10/30 埼玉新聞 6

新型コロナ対策　町役場で研修会　〔寄居〕
寄居町は、課長級を中心にした新型コロナウイルス感染症対策研修会を庁舎内で
開いた。職員３３人が参加し、医療関係者から指導を受けた。　※写真 行政

2020/10/31 朝日新聞 25
新駅みなみ寄居　ホンダの請願駅　東武東上線に１８年ぶり　きょう開
業　（１０/３０付け埼玉新聞と同内容）　（同日の読売、産経、東京新聞にも同内容）
※写真

地域

2020/11/1 埼玉新聞 7
学習塾関係者が「高校受験」指導　寄居でセミナー
受験の仕組みと勉強方法を塾の先生が教える「高校受験セミナー」が寄居町役場で
開催され、中学生や保護者２０人が参加した。※写真

地域

2020/11/1 埼玉新聞 5
[埼玉俳壇]　鎌倉佐弓選　（寄居）吉澤　紀子　（寄居）吉澤　祥匡　（寄居）大野
順一 投稿

2020/11/3 産経新聞 21

車×鉄道　異色の「協業」　ホンダ、渋滞懸念し新駅要望
東武東上線の新駅「みなみ寄居駅」が開業した。ホンダが従業員の利便性向上など
を図るため東武鉄道に開設を要望し、設置費用をホンダが全額負担することで開業
に至った。

地域

2020/11/3 朝日新聞 24
駅前の環状交差点整備、着工　寄居駅南口　県道にアクセスしやすく
（１０/１５付け毎日新聞と同内容） 地域

2020/11/3 埼玉新聞 7

熊谷市陸上選手権　【男子】　▽小学５年１００㍍　江原輝（寄居鉢形）１４秒５３
同１０００㍍　松村徳真（寄居鉢形）３分４１秒３９　　▽中学走り高跳び　松崎玲
【女子】　中学８００㍍　小林凛花（寄居城南）２分２４秒７３　同１５００㍍　松本愛澄
（寄居男衾）４分５０秒０２

スポーツ（陸上）
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2020/11/3 毎日新聞 22

東日本実業団駅伝　埼玉医大　創部４年目の快挙　Ｈｏｎｄａとニューイ
ヤーへ
第６１回東日本実業団対抗駅伝競走大会が３日、熊谷市の熊谷スポーツ文化公園
を周回する７区間７６．４㌔のコースで開催された。ホンダぼ５区を走った主将の設
楽悠太選手は「みんな全力でやってくれた」と語り、故障明けの自身の走りについて
は「今の状態の割には走れた」と淡々と話した。　※写真　（同日の埼玉新聞に同内
容）

スポーツ（陸上）

2020/11/5 東京新聞 17
寄居みかん狩り　　　（寄居町風布・小林地区、関越自動車道花園ＩＣから約２０
分）２つの地区、合わせて２０軒の農園で１２月中旬までもぎ取りができる。　※写真 地域

2020/11/6 毎日新聞 18
「玉淀」遊歩道あす開通　寄居　雀宮公園から玉淀河原
寄居町寄居の荒川沿いの県指定名勝「玉淀」にある雀宮公園から玉淀河原まで約
３００㍍の親水遊歩道が７日に開通する。　※写真

地域

2020/11/6 埼玉新聞 5
「いこい寄席」で久しぶりの交流　高田さんが落語披露
寄居町寄居の勤労福祉センターで４日、寄居町在住の高田守さん（７５）が出演する
「いこい寄席が行われた。　※写真

地域

2020/11/8 埼玉新聞 2 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
世帯数13,342　人口総数32,241　男15,952　女16,289

統計

2020/11/8 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　鎌倉佐弓選　（寄居）吉澤　紀子 投稿

2020/11/8 埼玉新聞 10
県中学駅伝　　　　　　【男子区間１位記録】　5区　佐藤響（寄居男衾）9分26秒
【女子総合成績】　④寄居〕男衾43分2秒　【女子区間１位記録】　2区　久保田優衣
（寄居男衾）6分39秒　5区　松本美澄（寄居男衾）10分10秒

スポーツ（中学）

2020/11/8 埼玉新聞 10
県中学新人大会　ラグビー　深谷岡部と寄居で決勝
準決勝を行い深谷岡部と寄居がそれぞれ勝って決勝に駒を進めた。深谷岡部110
－0熊谷東　寄居35－12深谷南

スポーツ（中学）

2020/11/10 埼玉新聞 5 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）●0-1　※11月場所2日目 スポーツ（大相撲）

2020/11/11 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）○1-1　※11月場所3日目 スポーツ（大相撲）

2020/11/12 朝日新聞 25

寄居トンネルで事故の救助訓練　警察や消防など
寄居町の皆野寄居有料道路寄居トンネル内で１１日、交通事故の負傷者を救助す
る訓練があり、秩父署や寄居署、秩父消防本部、深谷市消防本部などが参加した。
※写真　　　　　　（同日の東京新聞に同内容）

地域

2020/11/12 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や1-1　※11月場所4日目 スポーツ（大相撲）

2020/11/13 埼玉新聞 5
荒川沿い　豊かな自然一望　雀宮公園→玉淀河原　親水遊歩道が完
成　（11/6付け毎日新聞と同内容）　※写真 地域

2020/11/13 埼玉新聞 10
県スポ少野球北部ブロック結成記念大会
３位にキングフィッシャーズ（寄居）　▽優秀選手　及川あこ（キングフィッシャーズ） スポーツ（野球）

2020/11/13 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）●1-2　※11月場所5日目 スポーツ（大相撲）

2020/11/14 産経新聞 23

「城」と「文学」のかかわり紹介　さいたま文学館来月１３日まで
全国最多クラスの約７００の城跡がある埼玉県の「城」と「文学」のかかわりを紹介す
る企画展「文学に描かれた埼玉の『城』」が、さいたま文学館（桶川市）で開かれてい
る。鉢形城などの出土品などを展示しているコーナーもある。　※写真

地域

2020/11/14 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や1-2　※11月場所6日目 スポーツ（大相撲）

2020/11/15 埼玉新聞 9
深谷岡部発V　寄居に快勝
決勝などを行い、深谷岡部が決勝で連覇を狙った寄居に31-0で快勝し、初の栄冠
を獲得した。　※写真

スポーツ（中学）

2020/11/15 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や1-2　※11月場所7日目 スポーツ（大相撲）

2020/11/16 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）●1-3　※11月場所8日目 スポーツ（大相撲）

2020/11/17 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や1-3　※11月場所9日目 スポーツ（大相撲）

2020/11/18 埼玉新聞 7

知事のふれあい訪問　本庄など視察
大野元裕知事が県内各地のさまざまな現場を訪ねる「ふれあい訪問」が１６日、児
玉郡市と寄居町で行われた。本庄市の他、上里町、神川町、美里町を訪問。寄居町
の「ワンビシアーカイブス関東第３センター」も視察した。　※写真

地域

2020/11/18 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）○2-3　※11月場所10日目 スポーツ（大相撲）

2020/11/19 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）○3-3　※11月場所11日目 スポーツ（大相撲）

2020/11/20 埼玉新聞 9
甘酸っぱさ味わって　ミカン狩りの季節到来　〔寄居〕
寄居町にミカン狩りの季節が到来した。風布・小林地区の今年のミカンは共に豊作。
ミカン畑にはオレンジ色のミカンがたわわに実り、訪れた人たちを喜ばせている。
※写真

地域

2020/11/20 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や3-3　※11月場所12日目 スポーツ（大相撲）

2020/11/21 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や3-3　※11月場所13日目 スポーツ（大相撲）

2020/11/22 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）○4-3　※11月場所14日目 スポーツ（大相撲）

2020/11/22 さいたま報知 6
第８８回埼玉県駅伝競走大会　中学の部
１１月７日、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設コースで行われた。
④寄居男衾４３分２秒

スポーツ（中学）

2020/11/23 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や4-3　※11月場所15日目 スポーツ（大相撲）
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2020/11/26 毎日新聞 22
書の甲子園　県内からの入賞・入選者
〈入選〉　（松山女子）　新井咲穂（寄居中出身）　山本渚月（男衾中出身） 受賞・表彰

2020/11/27 埼玉新聞 5
紅葉と体操楽しみ交流　玉淀遊歩道と雀宮公園散策　〔寄居〕
寄居町の市街地区長会（石沢修次会長）は２２日、同町寄居に新しく整備した玉淀
遊歩道と雀宮公園を楽しむ散策会を実施した。　※写真

地域

2020/11/27 読売新聞 27 よみうり文芸　〔川柳〕　西潟賢一郎選　【入選】　寄居町　竹本　遊児 投稿

2020/11/28 埼玉新聞 13

山登り５千日達成　深谷の飯島さん（７２）　１６年１１カ月「妻に感謝」
寄居町北西にある鐘撞（かねつき）堂山（標高約３３０㍍）に２００４年１月１日から
登っている深谷市武蔵野の元会社員、飯島恒好さん（７２）が２３日、登頂５千日を
達成した。　※写真

地域

2020/12/1 埼玉新聞 23

ブータン　テーマの切手　寄居町ホストタウン記念で発売
日本郵便関東支社は３０日、来夏の東京五輪・パラリンピックで寄居町がブータンの
ホストタウンに登録されていることを記念し、ブータンをテーマにした切手を７日から
販売すると発表した。　　※写真

地域

2020/12/4 埼玉新聞 11
もしクマに出会ったら　県立川の博物館　子供対象に講演　〔寄居〕
寄居町小園の県立川の博物館は１１月２９日」、子供対象の防災イベント「『街でクマ
に出会ったら』の時のお話」を行い、親子１１組２２人が参加した。　※写真

地域

2020/12/6 埼玉新聞 8

女子　鶴ヶ島３位　男子　所沢南陵が１１位　関東中学駅伝
第２９回関東中学駅伝は５日、茨城県笠松運動公園周回コースに関東１都７県の男
女３３校が参加して実施され、女子で県予選を制した鶴ヶ島が４２分１秒で県勢最高
の３位に入賞した。熊谷冨士見が９位、１０位に寄居男衾が続いた。

スポーツ（中学）

2020/12/6 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　内野　修選　（寄居）吉澤紀子（評）　（寄居）　吉澤祥匡　（寄居）　石
澤無涯

投稿

2020/12/7 埼玉新聞 7

吉田　終盤に圧倒　設楽啓１７位　川内は１９位
福岡国際マラソンは６日、福岡市の平和台陸上競技場発着のコースで行われ、２度
目のマラソンに臨んだ吉田祐也（ＧＭＯ）が２時間７分５秒で初優勝を飾った。設楽
啓太（日立物流）は２時間１３分３９秒で１７位。

スポーツ（陸上）

2020/12/8 毎日新聞 21

ホンダ優勝の懸垂幕を掲示　寄居町役場
第９１回都市対抗野球大会（毎日新聞社、日本野球連盟主催）で１１年ぶり３回目の
優勝を飾った狭山市・ホンダの完成工場がある寄居町の役場庁舎に「祝優勝」の懸
垂幕が掲げられた。　※写真

地域

2020/12/8 埼玉新聞 11

光るマスクで事故防止　寄居の中村さん考案　「反射」と「蓄光」２種販
売　寄居町藤田の会社員中村寿さん（４１）が車のライトなどに反射して一部が光る
マスクを考案し、同町末野の印刷業「はあとの森」で制作している。夜の交通事故防
止になると、近所で話題になっている。　※写真

地域

2020/12/9 朝日新聞（夕刊） 7
奥さいたま　コロナで移住増加　ホンダ拡充で新駅も
１３年稼働の寄居工場は「国内最後の乗用車の新工場」と呼ばれた。２１年度をめど
に、同じく完成車をつくる県内の狭山工場を閉め、寄居工場に集約。

地域

2020/12/11 埼玉新聞 9
オリジナル手帳　町が制作、発行　「レトロ調」ふるさと発信
寄居町は２０２１年１月から同年１２月まで使用できる町オリジナル手帳「ＹＯＲＩＩ　Ｔ
ＯＷＮ　　　ＤＩＡＲＹ＆ＯＲＩＧＩＮＡＬ　ＮＯＴＥ」を作製、発行している。　※写真

行政

2020/12/11 産経新聞 25
「駅名表記」あれこれ　日々コレ好日
今秋、東武東上線に開業した「みなみ寄居」は、東西南北をひらがな表記した全国
的にも珍しい駅名だ。　※写真

地域

2020/12/13 埼玉新聞 9 ［けやき］　・テーマ「流行語大賞」　　アベノマスクが象徴　大野　順一（７４歳・
寄居町）

投稿

2020/12/13 埼玉新聞 5
[埼玉俳壇]　内野　修選　（寄居）石澤無涯（評）　（寄居）吉澤紀子（評）
（寄居）吉澤祥匡 投稿

2020/12/18 埼玉新聞 8
中３生に商品券３万円　寄居町
寄居町教育委員会は、町内在住の中学３年生に１人３万円の商品券を配付してい
る。コロナ禍の中、義務教育が終わる中学３年生の今後を応援していくのが狙い。

行政

2020/12/20 埼玉新聞 5
[埼玉俳壇]　内野　修選　（寄居）吉澤祥匡（評）　（寄居）石澤無涯　（寄居）吉澤
紀子　　　（寄居）坂本　茂 投稿

2020/12/22 埼玉新聞 7
あすからバスケ全国高校選手権　男子　正智深谷　１０度目挑戦に期
待　女子　正智深谷　脚力武器に初出場
【予想先発メンバー】　畠山いずみ（寄居中出身）

スポーツ（高校）

2020/12/24 埼玉新聞 13

医療施設に原口が寄付
阪神は２３日、原口（寄居町出身）が小児がん患者らを対象とする神戸市の医療施
設に３９万円を寄付したと発表した。金額は今期の２０安打、１９打点に応じた。　（同
日のスポニチに同内容）

スポーツ（プロ野球）

2020/12/25 埼玉新聞 5
ブータンの魅力満載　寄居　フレーム切手を販売
（１２/１付け埼玉新聞と同内容） 地域

2020/12/25 埼玉新聞 5
独自エコバッグ　先着順で千枚　町で１万円以上買い物条件　〔寄居〕
寄居町はオリジナルエコバッグ「あずま袋」を千枚製作し、今月１０日以降に町内で
１万円以上買い物をした人に配布する。　※写真

行政
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2020/12/25 埼玉新聞 12

負傷抱えるもコートで全力　畠山
女子の正智深谷、畠山（寄居中出身）は負傷を抱えての出場となった。１回戦でスタ
メン起用されたが、出場時間２分３３秒で無念の交代。だが、この日は飯野監督が
「チームに活力を与えたいときに投入した」と、計１０分１５秒コートに送り込まれた。

スポーツ（高校）

2020/12/26 埼玉新聞 13
首長が選んだわが街５大ニュース　寄居町　花輪利一郎

行政

2020/12/27 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　内野　修選　（寄居）石澤無涯　（寄居）吉澤祥匡　（寄居）坂本　茂 投稿

2020/12/29 埼玉新聞 13 ［つれづれ］ トイレ掃除　大野順一　　（寄居町　７４歳） 投稿

2020/12/31 埼玉新聞 8
県内七福神巡り　存在感放つ金のご利益　武州寄居七福神
武州寄居七福神は、寄居町の寄居、用土、男衾駅周辺の５カ寺にある。一回り約２
５㌔で、巡り方も自由。

地域


