令和3（2021）年 寄居町新聞記事索引（1～4月）

掲載日

掲載紙

紙面

2021年5月作成

記事見出・記事概要

件名

[住んで！埼玉SAITAMA] 寄居にもぞくぞくと 町地域おこし協力隊
員・大田幸子さん １２月２０日、寄居駅前の仮設公園「ＧＯＯＤ ＰＡＲＫ」。青空
2021/1/1 毎日新聞

29 の下、七輪を囲んでホルモン焼きを楽しむ寄居町民でにぎわっていた。手伝う町民
地域
有志の中には、地域おこし協力隊員・大田幸子さんのはつらつとした姿があった。
※写真

2021/1/1 埼玉新聞
2021/1/5 埼玉新聞
2021/1/8 埼北よみうり
2021/1/10
2021/1/11
2021/1/12
2021/1/13
2021/1/13

埼玉新聞
埼玉新聞
埼玉新聞
埼玉新聞
埼玉新聞

2021/1/14 埼玉新聞

新春俳壇 佐怒賀直美選 （寄居）吉澤紀子（評） （寄居）吉澤祥匡 （寄居）石澤
18 無涯
投稿
（県統計課調べ） 寄居町
2 １２月1日現在の県内市町村別推計人口
世帯数13,332 人口総数32,160 男15,912 女16,248

統計

［スポットライト］期待の新人 親子二代で同チーム
2 パナソニックワイルドナイツ 新井 翼さん（23・深谷市） 寄居町立寄居中学校教諭 スポーツ（ラグビー）
で同校ラグビー部顧問の父・昭夫さんも同チーム（当時は三洋電機）でプレーした。

5 ［埼玉俳壇］ 佐怒賀直美選 （寄居）石澤無涯 （寄居）坂本 茂
6 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や0-0 ※初場所初日
6 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）●0-1 ※初場所2日目
11 市町村 年頭抱負 未来に向け、しっかりとした歩みを 寄居町
9 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や0-1 ※初場所3日目
号外で自粛呼び掛け 緊急事態宣言受け 寄居町
寄居町は、新型コロナウイルスの緊急事態宣言を受け、まん延防止に努める号外

11 広報誌「広報よりい」を製作、１５日に町内全戸約１万３千世帯に配布する。 ※写

投稿
スポーツ（大相撲）
スポーツ（大相撲）
行政
スポーツ（大相撲）
行政

真

2021/1/14 埼玉新聞
2021/1/15 埼玉新聞
2021/1/16 埼玉新聞
2021/1/17 埼玉新聞
2021/1/18 埼玉新聞
2021/1/19 埼玉新聞

6 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）○1-1 ※初場所4日目
7 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）○2-1 ※初場所5日目

スポーツ（大相撲）

6 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や2-1 ※初場所6日目
10 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や2-1 ※初場所7日目
9 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）●2-2 ※初場所8日目
スマホなど利用 電子図書館開設 寄居町

スポーツ（大相撲）

スポーツ（大相撲）
スポーツ（大相撲）
スポーツ（大相撲）

寄居町は、スマートフォンやパソコン、タブレットなどを利用し２４時間場所を選ばず

11 電子書籍を借りて読める電子図書館を開設した。貸出期間は１４日間で、1人３点ま 行政
で借りられる。 ※写真 （同日の毎日新聞に同内容）

課題の送球に手応え 阪神 原口「結果出さないと」
2021/1/19 埼玉新聞

阪神の原口（寄居町出身）が18日、大阪府内で熊谷らと汗を流した。同じ捕手には３

6 年連続でゴールデングラブ賞に輝いた梅野がいるが「キャッチャーで数多く試合に

スポーツ（プロ野球）

出ることが一番の目標」とオンライン取材で力強く宣言。 ※写真

2021/1/21 埼玉新聞

6 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）○3-2 ※初場所9日目
7 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や3-2 ※初場所10日目
7 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や3-2 ※初場所11日目

2021/1/22 埼北よみうり

戸矢 学さんの特設コーナー 寄居町出身の歴史作家 （寄居町）
2 寄居町立図書館の一角に、同町出身で史家・歴史作家の戸矢学さんの特設コー

地域

2021/1/22 埼北よみうり

電子図書館オープン 読書より身近に （寄居町）
2 寄居町立図書館はインターネットで電子書籍を貸し出す「電子図書館」を１５日に

行政

2021/1/19 埼玉新聞
2021/1/20 埼玉新聞

2021/1/22 埼玉新聞
2021/1/23 埼玉新聞
2021/1/24 埼玉新聞
2021/1/24 埼玉新聞
2021/1/24 埼玉新聞

ナーが設けられている。 ※写真

オープンさせた。 ※写真

スポーツ（大相撲）
スポーツ（大相撲）
スポーツ（大相撲）

6 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）●3-3 ※初場所12日目
スポーツ（大相撲）
6 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）○4-3 ※初場所13日目
スポーツ（大相撲）
◆寄居町で民家火災 ２３日午前１時２０分ごろ、寄居町西ノ入、無職新井敬三
14 さん方から出火、木造平屋住宅を全焼した。
事件・事故
8 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や4-3 ※初場所14日目
［埼玉俳壇］ 佐怒賀 直美選 （寄居）吉澤祥匡（評） （寄居）石澤無涯
5

スポーツ（大相撲）
投稿

2021/1/25 埼玉新聞

地元出身の歴史作家PR 寄居町立図書館 戸矢 学さんコーナー設
11 置 寄居町寄居の町立図書館は、カウンター近くに地元出身の歴史作家 戸矢

地域

2021/1/25 埼玉新聞

新生活様式の支援 補助金対象を拡大 寄居町、期間も延長
11 寄居町は町内事業者の新しい生活様式普及支援補助金の対象者を拡大し、申請

行政

学さん（６７）の著書などを紹介する特別展示コーナーを設置した。 ※写真

期間を２月２６日まで延長する。
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7 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や4-3 ※1月場所15日目
柔道・新井 五輪へ「不動」 国際大会へ「勘戻したい」
18 柔道女子７０キロ級の東京五輪代表に内定している新井千鶴（２７）（三井住友海
上）が読売新聞のインタビューに応じた。 ※写真

スポーツ（大相撲）
スポーツ（柔道）

北条五代 目指せ大河 寄居町が誘致の署名 全国１４市町で５０万
人目標

11 戦国時代の武将北条氏とゆかりのある寄居町は、北条五代をテーマにしたＮＨＫ大 行政
河ドラマを誘致する署名を募っている。 ※写真

2021/1/31 埼玉新聞
2021/2/1 埼玉新聞
2021/2/12 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
1 高齢者叙勲 元県立寄居養護学校長 並木 茂氏
新型コロナ 県内市町村別感染者数 1／３０現在
2 寄居町 ５３ ＋４

投稿
叙位叙勲
統計

2021/2/3 埼玉新聞

消毒スタンドを小中学校に寄贈 寄居、荻野製作所
11 寄居町寄居の荻野製作所（荻野千代代表）は、町内小中学校などに消毒スタンド計 地域

2021/2/4 埼玉新聞

町内全６７行政区にオゾン除菌消臭器 寄居町が配付
11 寄居町は２９日、快適な空間を提供し新型コロナウィルスに有効とされている「オゾ 行政

１５台を寄付した。 ※写真

ン除菌消臭器」を町内全６７行政区に配布した。 ※写真

秩父の「風」切り取る 寄居の山口さん 写真集出版
2021/2/6 埼玉新聞

寄居町鉢形の山口真一さん（６６）が秩父を舞台に２０年にわたって撮りためた作品

11 を写真集「時の風」（埼玉新聞社刊）にまとめた。地域のの祭りや行事、人物や風景 地域
など日常の一こまを切り取った１２０点を収録。 ※写真

2021/2/6 埼玉新聞

新型コロナ 県内市町村別感染者数 ２／４現在
1 寄居町 ６２ ＋1

統計

2021/2/12 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 （寄居）吉澤紀子 投稿
18 短歌 ■水野昌雄選 寄居・橋本秀樹
投稿
新型コロナ 県内市町村別感染者数 ２／１０現在
1 寄居町 ８２ ＋３
統計

2021/2/13 読売新聞

ミカン おいしいジュースに 寄居
22 寄居町折原の農産物加工施設「里の駅 アグリン館」で、町内産ミカンを使った無添 経済・産業

2021/2/13 読売新聞

寄居スマートＩＣ 来月２８日全面開通
22 美里町などは、整備中の関越自動車道・寄居スマートインターチェンジ（ＩＣ）上り線

2021/2/13 埼玉新聞

15

2021/2/14 埼玉新聞

5

2021/2/7 埼玉新聞
2021/2/11 毎日新聞

2021/2/16 埼玉新聞
2021/2/17 埼玉新聞

加ジュース「寄居蜜柑（みかん）」の今季分の製造がほぼ終了した。 ※写真

が３月２８日午後３時に開通すると発表した。

［つれづれ］ ジロッ 大野順一

（寄居町 ７４歳）

［埼玉俳壇］ 鎌倉佐弓選 （寄居）石澤無涯 （寄居）坂本 茂 （寄居）吉澤紀子

産地ごとに７種類 蜜柑ジュース販売 寄居
13 （２／１３付け読売新聞と同内容） ※写真
コロナワクチン接種で方針発表 寄居町
11 寄居町は、新型コロナウイルスワクチン接種を円滑に進める方針を発表した。

地域
投稿
投稿
経済・産業
行政

2021/2/18 読売新聞

県内市町村別感染者数 ２／１５現在
2 新型コロナ
統計
寄居町 ９４ ＋２
マンホール蓋 あなたの家に 寄居町 中古の３３枚を販売
24 寄居町は、不用となった下水道のマンホールの蓋３３枚を１枚２０００円（税込み）で 行政

2021/2/19 読売新聞

26

2021/2/17 埼玉新聞

一般向けに販売する。庭のオブジェなどへの活用を想定している。 ※写真

［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

2021/2/20 埼玉新聞

新型コロナ 県内市町村別感染者数 ２／１７現在
1 寄居町 ９５ ＋１
統計
秩父の川苔 大正天皇に献上 川の博物館 記録文書を発見
1 寄居町小園の県立川の博物館は、秩父地方の荒川上流のカワノリ（川苔）を大正天 地域

2021/2/21 読売新聞

川苔 大正天皇に献上 川の博物館が調査 荒川水系経緯記す文書
23 発見
地域
（２／２０付け埼玉新聞と同内容）

2021/2/19 埼玉新聞

2021/2/21 埼玉新聞
2021/2/22 埼玉新聞

皇に献上していた文書を発見したと発表した。 ※写真

5 ［埼玉俳壇］ 鎌倉佐弓選 （寄居）吉澤祥匡 （寄居）石澤無涯
2 新型コロナ 県内市町村別感染者数 ２／２０現在
寄居町 １０１ ＋３

投稿
統計
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2021/2/25 埼玉新聞
2021/2/26 埼玉新聞
2021/2/26 埼北よみうり
2021/2/26 埼北よみうり
2021/2/26 読売新聞
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サビや汚れ それぞれに味 寄居町 中古マンホール鉄蓋販売
7 （２／１８付け読売新聞と同内容）
新年度予算案 ◆寄居町
11 一般会計は前年度比３．８％減の１１１億６３４４万円

行政
行政

「北条五代」を大河ドラマに ゆかりの寄居で署名活動
7 （１／３１付け埼玉新聞と同内容）

行政

［絵手紙ギャラリー］冬の便り・年賀状 清水勝子さん（寄居町） 関口昌男さ
4 ん（寄居町） 関口貴美栄さん（寄居町）
投稿
［よみうり文芸］ 短歌 梅内美華子選 【入選】 寄居町 西村房江 川柳
29 西潟賢一郎選 【入選】 寄居町 竹本遊児
投稿
ワクチン集団接種 安全・迅速に 寄居町で医師ら参加「模擬実験」

2021/2/27 東京新聞

新型コロナウイルスのワクチン接種を安全で迅速に進めようと、寄居町は２６日、集

18 団接種の流れを確認するための模擬実験を、実際の接種会場になる同町立総合体 行政
育館「アタゴ記念館」でおこなった。 ※写真

2021/2/27 埼玉新聞
2021/2/28 埼玉新聞

「啓翁桜」「大漁桜」 豪華に一足早い春 寄居町役場に展示
寄居町で活動している「一年中桜に出会える町よりい実行委員会」（大久保和勇代
23 表）が、町役場１階ロビーに桜の花「啓翁桜」と「大漁桜」を展示した。 ※写真
地域
県内で接種訓練開始 さいたま市職員ら１６０人参加
1 （２／２７付け東京新聞と同内容）

行政

令和３年３月３日 記念乗車券を発売 秩父鉄道
秩父鉄道（本社・熊谷市は令和３年３月３日に３が並ぶことを記念し「令和３年３月３

2021/2/28 埼玉新聞

11 日記念乗車券」を同日から発売する。価格は９８０円で羽生、熊谷、寄居、長瀞、秩 地域
父、御花畑、三峰口の各駅窓口や通信販売。※写真

2021/2/28 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
新型コロナ 県内市町村別感染者数 ２／２６現在
1 寄居町 １０２ ＋１

2021/3/4 毎日新聞

第４６回埼玉書道三十人展 出品者と作品紹介
22 加藤東陽さん（寄居町）「鳥啼歌（とりなきうた） （坂本百次郎）」※写真

2021/2/28 埼玉新聞

投稿
統計
文化・芸術

2021/3/5 埼玉新聞

第４６回埼玉書道三十人展 書壇代表する埼玉の３０人 新作を一堂
5 に展示 （３／４付け毎日新聞と同内容）※写真

文化・芸術

2021/3/5 埼玉新聞

新型コロナ 県内市町村別感染者数 ３／３現在
1 寄居町 １０３ ＋１

統計

2021/3/7 埼玉新聞

ヒョウタンで元気に 寄居の斉藤さん 被災の大槌町に贈る
11 寄居町折原の斉藤芳明さん（７１）が、東日本大震災で被災した岩手県大槌町に贈 地域
るヒョウタンの飾り物を製作した。※写真

2021/3/7 埼玉新聞

［埼玉俳壇］ 内野 修選 （寄居）石澤無涯（評）
5 （寄居）吉澤祥匡

2021/3/7 埼玉新聞

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
2 世帯数13,313 人口総数32,097 男15,871 女16,226

統計

2021/3/7 埼玉新聞

新型コロナ 県内市町村別感染者数 ３／５現在
1 寄居町 １０５ ＋２

統計

（寄居）吉澤紀子

投稿

新井 接戦制しＶ 女子７０㌔級 柔道ＧＳ
柔道のグランドスラム（ＧＳ）タシケント大会第２日は６日、ウズベキスタンのタシケン

2021/3/8 埼玉新聞

7 トで男女計４階級が行われ、東京五輪代表が出場した日本勢は、女子７０㌔級の新
スポーツ（柔道）
井千鶴（三井住友海上）＝寄居町出身、児玉高出＝と６３㌔級の田代未来（コマツ）
が優勝した。 ※写真

（同日の東京、日経、スポニチに同内容）

目指せ３００品種１万本 寄居 啓翁桜など桜２００本植樹
2021/3/9 埼玉新聞

寄居町内に３００品種、１万本の桜を目指して活動している「一年中桜に出会える町

9 よりい実行委員会」（大久保和勇代表）が今年も２月から３月にかけて計５カ所に１０ 地域
品種、約２００本の苗木を植樹する。 ※写真

2021/3/10 埼玉新聞

新型コロナ 県内市町村別感染者数 ３／８現在
1 寄居町 １０７ ＋２

統計

議会広報紙 全国４連覇 寄居町、役場に受賞号展示
2021/3/11 埼玉新聞

寄居町議会（峯岸克明議長）が発行している広報紙「お元気ですか寄居町議会で

11 す」が、本年度の全国町村議会議長会主催の第３５回広報コンクールで第１位の最 行政
優秀賞を受賞した。 ※写真

令和3（2021）年 寄居町新聞記事索引（1～4月）

2021年5月作成

2021/3/11 埼玉新聞

新型コロナ 県内市町村別感染者数 ３／９現在
1 寄居町 １０９ ＋２

統計

2021/3/12 埼北よみうり

全国広報コンクール 寄居町議会だより ４連覇 (寄居町）
2 （３／１１付け埼玉新聞と同内容）

行政

2021/3/12 埼北よみうり

さくら さくら 花ざかり いよいよ
4 氏邦（うじくに）桜 （寄居町） 国指定史跡・鉢形城跡の敷地内にある樹齢１５０年 地域

2021/3/14 埼玉新聞

5

2021/3/14 埼玉新聞

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
2 世帯数13,330 人口総数32,096 男15,867 女16,229

超と推定されるエドヒガン。 ※写真

［埼玉俳壇］ 内野 修選 （寄居）吉澤祥匡

（寄居）吉澤紀子

投稿
統計

首都圏の図書館や美術館など 貸し出し・展示、オンライン
2021/3/16 日経新聞

埼玉県内では２０年１０月に鶴ヶ島市が電子図書館を導入。寄居町立図書館も２１

39 年１月からサービスを開始し、現在は約２３００冊を閲覧できる。 埼玉県立川の博

行政

物館は企画展の代わりにユーチューブで展示を紹介する配信を開始。

2021/3/16 埼玉新聞
2021/3/16 埼玉新聞
2021/3/17 埼玉新聞

新型コロナ 県内市町村別感染者数 ３／１４現在
1 寄居町 １１２ ＋３
6 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）●0-1 ※春場所2日目
郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）●0-2 ※春場所3日目
7

統計
スポーツ（大相撲）
スポーツ（大相撲）

卒業記念に桜植樹 寄居・男衾児童生徒 自然公園内に１２０本
2021/3/18 埼玉新聞

寄居町立男衾中学校（市川篤史校長、生徒数222人）の３年生と、隣接する男衾小

11 学校（小柳百代校長、児童数411人）の６年生は卒業を前に、校区内の男衾自然公 地域
園に桜の苗木１２０本を植樹した。 ※写真

2021/3/18 埼玉新聞
2021/3/18 埼玉新聞

城跡染める桜色 寄居・鉢形
11 「氏邦桜（うじくにざくら）」の愛称で親しまれている寄居町鉢形の鉢形城公園のエド 地域
ヒガンザクラが開花した。

6

※写真

郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や0-2 ※春場所4日目

スポーツ（大相撲）

桜沢みなの誕生 記念乗車券発売 あすから秩父鉄道
秩父鉄道（本社・熊谷市）は同鉄道の鉄道むすめ「桜沢みなの」が２４日に誕生７周

2021/3/19 埼玉新聞

7 年を迎えることを記念し、カード型記念乗車券を２０日から発売する。記念乗車券は 地域
５９０円で、羽生、熊谷、桜沢、寄居、長瀞、皆野、秩父、御花畑、三峰口の各駅窓
口。

［よみうり文芸］ 川柳 西潟 賢一郎選 寄居町 田中美枝子

2021/3/19 読売新聞

30

2021/3/19 埼玉新聞
2021/3/19 埼玉新聞

11 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）●0-3 ※春場所5日目
新型コロナ 県内市町村別感染者数 ３／１７現在
1 寄居町 １１４ ＋１

2021/3/20 埼玉新聞

ニュースクリップ 寄居北條まつり 今年も中止に （寄居町）
14 寄居北條まつり実行委員会は寄居町の玉淀河原などで毎年５月中旬に開催してい 地域

投稿
スポーツ（大相撲）
統計

る「寄居北條まつり」を中止する。

2021/3/20 埼玉新聞

柔道全国高校選手権 女子５７㌔級 井田（児玉）は準優勝
7 ５７㌔級で決勝に進んだ井田侑希（児玉）＝寄居中出身は江口 凛（神奈川・桐蔭学 スポーツ（柔道）

2021/3/20 埼玉新聞

新型コロナ 県内市町村別感染者数 ３／１８現在
1 寄居町 １１５ ＋１

園）に逆転負けし準優勝。

統計

2021/3/21 埼玉新聞

6 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や0-3 ※春場所6日目
新型コロナ 県内市町村別感染者数 ３／１９現在
2 寄居町 １１６ ＋１

2021/3/21 埼玉新聞

［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
5 紀子
投稿

2021/3/20 埼玉新聞

スポーツ（大相撲）
統計

鉢形城モチーフに遊具 寄居 いきいき元気パーク開園
2021/3/22 埼玉新聞
2021/3/22 埼玉新聞
2021/3/23 埼玉新聞

13 寄居町折原の寄居運動公園内カタクリ体育センター東側に、都市公園「いきいき元
地域
気パーク」がオープンした。 ※写真
8 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）●0-4 ※春場所8日目
6 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）○1-4 ※春場所9日目

スポーツ（大相撲）
スポーツ（大相撲）

令和3（2021）年 寄居町新聞記事索引（1～4月）

2021/3/24 埼玉新聞

2021年5月作成

公示地価一覧 ♢大里郡♢ ▷寄居町 （ほか同日の朝日(別刷り特集)、読売、毎
6 日、産経、東京新聞の各紙に同様記事）
経済・産業

2021/3/26 埼北よみうり

7 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や1-4 ※春場所10日目
スポーツ（大相撲）
6 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や1-4 ※春場所11日目
スポーツ（大相撲）
この碑（像）なんのひ【田山花袋漢詩碑】（寄居町） 国指定史跡「鉢形城跡」
3 の本曲輪（本丸）付近に１９５５年に建立された碑で、小説家・田山花袋（1872～
地域

2021/3/26 埼北よみうり

新たな遺構発見 鉢形城跡で発掘調査説明会（寄居町） 寄居町の国指定
3 史跡で日本１００名城に選ばれている「鉢形城跡」で19日、20日、21日、発掘調査現 地域

2021/3/24 埼玉新聞
2021/3/25 埼玉新聞

1930）がこの場所を訪れた際に詠んだ漢詩が刻まれている。※写真

地説明会が行われた。※写真

プロ野球 埼北出身選手を応援しよう 阪神タイガース９４原口文仁捕手
（２９）寄居町出身 帝京高３年時に夏の甲子園に出場。2009年ドラフト6位で阪
2021/3/26 埼北よみうり

神に入団。[本人コメント] 今シーズンの目標は１軍の試合に１００試合以上出場

1 し、チームの優勝はもちろん、日本一達成に貢献することです。今年こそは必ず、日 スポーツ（プロ野球）
本一になり、寄居町の皆様にも感動をお届けできるように頑張りますので、ご声援を
よろしくお願いします。※写真

2021/3/26 埼玉新聞
2021/3/27 東京新聞
2021/3/27 埼玉新聞
2021/3/28 埼玉新聞

7 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）○2-4 ※春場所12日目
スポーツ（大相撲）
県立川の博物館 経緯記載の資料確認 大正天皇に献上した「川苔」
24 （２／２１付け読売新聞と同内容）※写真
地域
6 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）●2-5 ※春場所13日目
スポーツ（大相撲）
集団接種訓練 ３割どまり 全市区町村調査県内は４市町で実施 医
療従事者向け前の２月下旬に 厚生労働省のまとめによると、埼玉県内で
1 は、医療従事者向け接種の開始前の２月下旬、さいたま市、行田市、戸田市、寄居 行政
町の４市町で予防接種の訓練を実施した。

2021/3/28 埼玉新聞
2021/3/28 埼玉新聞
2021/3/29 埼玉新聞

7 [埼玉俳壇] 内野修選 (寄居)吉澤祥匡 (評) (寄居)石澤無涯 （寄居）坂本茂
投稿
10 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）●2-5 ※春場所14日目
スポーツ（大相撲）
寄居スマートＩＣ 上下線で全面開通 ３首長出席し式典 関越自動車道
の寄居スマートインターチェンジ（ＩＣ）上り線（深谷市本郷）が完成し、開通式が２８日

1 行われた。下り線（寄居町用土）は２０１９年３月に先行開通しており、上下線で全線 行政
開通した。※写真

2021/3/30 埼玉新聞

6 郷土力士星取表 【三段目】★鷹翔（寄居）や2-5 ※春場所千秋楽
新型コロナ 県内市町村別感染者数 ３／２８現在
2 寄居町 １１７ ＋１

2021/3/31 埼玉新聞

新型コロナ 県内市町村別感染者数 ３／２９現在
1 寄居町 １１８ ＋１

2021/3/29 埼玉新聞

2021/4/1 読売新聞

2021/4/1 読売新聞

高齢者叙勲（１日）
24 補佐）寄居町桜沢

瑞宝双光章 久保 一男氏（元電電公社建築局契約課長

[Tokyo2020+] パラ採火 １７市町村で ８月１９日 横瀬 棚田のかが
り火も 採火式は、五輪とパラリンピックどちらの聖火リレーも通過しない飯能、羽

25 生、伊奈、毛呂山、越生、小川、吉見、鳩山、ときがわ、横瀬、小鹿野、東秩父、美

スポーツ（大相撲）
統計
統計
叙位叙勲

行政

里、神川、上里、寄居、松伏の17市町村で実施される。■寄居町‐町役場 鉢形城
歴史館で火おこしをして種火をとる

2021/4/2 埼玉新聞

2 高齢者叙勲（１日）（同日の読売新聞と同内容）
新型コロナ 県内市町村別感染者数 ３／３１現在
1 寄居町 １２０ ＋２

2021/4/3 埼玉新聞

新型コロナ 県内市町村別感染者数 ４／１現在
1 寄居町 １２１ ＋１

統計

2021/4/4 埼玉新聞

[埼玉俳壇] 佐怒賀直美選 (寄居)石澤無涯 (寄居)吉澤紀子 （寄居）坂本茂
5 (寄居)吉澤祥匡

投稿

2021/4/5 埼玉新聞

[けやき] 読者の声 テーマ投稿 コロナ下の桜 『桜の視点からお願
9 い』 大野順一（７５歳・寄居町）

投稿

2021/4/1 埼玉新聞

2021/4/8 読売新聞

叙位叙勲
統計

新型コロナ ワクチン接種者絞り込み 高齢者向け 量少なく自治体困
27 惑 ６５歳以上の高齢者に対する新型コロナウイルスのワクチン接種が、県内で来 行政
週から始まる。春日部市と寄居町は「９０歳以上」にまで年齢を引き上げた。

令和3（2021）年 寄居町新聞記事索引（1～4月）

2021/4/9 読売新聞

2021/4/9 埼北よみうり

2021年5月作成

市町村予算総額１．８％増２兆６３２５億円で最大 不足分「貯金」取り
崩す 県がまとめた県内６３市町村の２０２１年度一般会計当初予算総額は、前年

25 度比１．８％増の２兆６３２５憶７５００万円で、１３年度から９年連続で過去最大を更 行政
新した。■県内市町村の一般会計当初予算 寄居町予算額（億円）１１１ 前年度比
（％）▼３．８
心うきうき 春の花便り つつじ 金尾山つつじ （寄居町） 寄居町西部に
4 位置する金尾山一帯に自生するつつじ約５０００株が咲き誇る。 ※写真
観光

３５市町がクローム 操作、通信 ソフトまちまち [GIGAスクール] 始ま
2021/4/9 埼玉新聞

る「未来の学校」 本年度から本格的に始まったGIGAスクール構想で県内各市町村
が導入した端末の基本ソフトウェア（OS）は、新規参入したグーグルクロームOSが
1 半数以上を占めることが埼玉新聞の調べで分かった。■タブレットの基本ソフト（埼 行政
玉新聞調べ）マイクロソフト・ウィンドウズOS １２市６町１村 寄居町

水準以上は２６市町村 格差顕著 校内教員兼務も [GIGAスクール]
始まる「未来の学校」 GIGAスクール構想で要になるのは教員への支援体制だ。■

2021/4/10 埼玉新聞

1 ICT支援員の配置計画（埼玉新聞調べ）▼検討中（今後予定含む） １市６町 寄居 行政
町

下級武士思い 城巡りを 鉢形城、川越城など紹介 三郷の西野さん
が新著 三郷市の文教大講師・西野博道さん（６０）が新著「英傑を生んだ日本の
2021/4/11 読売新聞

2021/4/11 埼玉新聞

27 城跡を歩く―珠玉の歴史ロマン紀行３０選」（さきたま出版会）で、城下町で暮らす下 地域
級武士らに思いをはせて巡るという紀行スタイルを提案している※写真

[埼玉俳壇] 佐怒賀直美選
5 澤無涯

(寄居)吉澤紀子（評） (寄居)吉澤祥匡 (寄居)石

投稿

ワクチン配分 市町村に差 高齢者向け 県「希望に応じた量に」 高齢
2021/4/15 読売新聞

者向けの新型コロナウィルスのワクチンについて、４月２６日と５月３日の週までに

27 市町村へ届く配分量が決まった。■各自治体のワクチン配分量（４月２６日と５月３

行政

日の週） 寄居町 ３箱

2021/4/16 読売新聞

25

［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

英傑を生んだ３０の城 三郷の大学講師 全国歩き１冊に （４／１１付け
2021/4/16 毎日新聞

20 読売新聞と同内容）※写真

地域

ワクチン高齢者向け 県内２８２箱 自治体間で差、困惑も （４／１５付
2021/4/16 埼玉新聞

1 け読売新聞と同内容）

行政

３年生の花道飾る‼逆転Ｖ 準Ｖ続きで流した悔し涙をうれし涙に 埼玉
スーパースターズＦ 関東・東北・北信越女子中学軟式野球大会 第８
2021/4/18 さいたま報知

回関東・東北・北信越女子中学軟式野球大会が３月２０日～２７日、さいたま市営大
宮球場などで行われた。決勝戦では埼玉スーパースターズＦが３－２でオール栃木
8 を下し、３大会（昨年は中止）ぶり２度目の優勝を飾った。[３大会ぶり２度目]５回
スポーツ（中学）
裏、直前の守備から途中出場した先頭の新井悠香（３年・寄居中出身）が左中間二
塁打で出塁。※写真

2021/4/18 埼玉新聞

5

2021/4/19 読売新聞

[埼玉俳壇] 佐怒賀直美選

(寄居)石澤無涯 (寄居)吉澤祥匡

投稿

寄居でワクチン接種開始 90歳以上、114人に 新型コロナウイルスの高齢
21 者向けのワクチン接種が１８日、県北地域では初めて、寄居町で始まった。※写真 行政

2021/4/22 埼玉新聞

新型コロナ 県内市町村別感染者数 ４／２０現在
1 寄居町 １２５ ＋１

2021/4/23 埼北よみうり

鉢形城の『御城印』歴史館で発売開始 （寄居町） 鉢形城歴史館（寄居町鉢
4 形2496・2）は、今月1日から鉢形城の「御城印（ごじょういん）」の販売を開始した。１
行政
枚３００円。※写真

2021/4/23 埼玉新聞

新型コロナ 県内市町村別感染者数 ４／２１現在
1 寄居町 １２７ ＋２

統計

2021/4/23 埼玉新聞

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
2 世帯数13,316 人口総数32,039 男15,842 女16,197

統計

統計

令和3（2021）年 寄居町新聞記事索引（1～4月）

2021年5月作成

寄居出身の法医学者 著作やＤＶＤ寄贈 図書館に「押田コーナー」
寄居町出身で、ＤＮＡ鑑定などの法医学の分野で活躍している日本大学医学部名

2021/4/24 埼玉新聞

2021/4/25 埼玉新聞
2021/4/27 朝日新聞

11 誉教授の押田茂実さん（７８）が故郷の寄居町立図書館にこれまでの執筆本約６０
冊と大ヒットとなった医療事故防止のリスクマネジメントのＤＶＤ１３本などを寄贈し
た、同図書館は館内に「押田コーナー」を設置した。 ※写真

5

[埼玉俳壇] 佐怒賀直美選

(寄居)坂本 茂 (寄居)吉澤紀子 (寄居)吉澤祥匡

地域

投稿

城巡りプラスαの楽しみ方 大学講師の西野さん逸話交え紀行本出版
20 （4/11付読売新聞、4/16付毎日新聞と同内容）※写真
地域
減少する消防団員どう確保？県「災害時にも戦力」高齢化・過疎化課
題 充足率１００％は６４団中６団のみ 火災や地震、水害などの際に活動

2021/4/27 朝日新聞

し、地域防災の担い手となる消防団。県は減災対策の重要施策として「団員の確

20 保」を掲げるが、県内６４団のうち充足率１００％は６団のみ。 ※写真２ ■県内の 行政
各消防団の人員と充足率 寄居町 １５３名 充足率９８．７％

