
記事見出し 紙名 掲載日 面 件名

俳句　凍城伸吉選　▽特選　寄居　石河　常雄　▽入選　同　安良岡正二、同　石澤　邦
彦、同　吉澤　紀子、同　出牛　一郎

お茶の間
ジャーナル

2008/4/1 2 俳句

埼玉歌壇　今月の選者　加藤　克巳氏　（寄居）　松村　章子 埼玉新聞 2008/4/1 7 埼玉歌壇
太極拳で気持ち良く　寄居町「鉢形城」で　毎週日曜日に５０人が参加　寄居町の鉢形の
国史跡「鉢形城」で、鉢形公民館・太極拳教室の生徒たちが、毎週日曜日に太極拳を楽

東京新聞 2008/4/1 26 太極拳

わんぱく　おてんば万歳＝寄居町赤浜　白木　初彦ちゃん（１歳３カ月）
東京新聞 2008/4/1 27

わんぱく　おて
んば万歳

短歌・俳句　短歌　■加藤　克巳選　寄居・高橋　達男、同・町田　節子　俳句　■星野
光二選　同・町田　節子、同・小渕美津子

毎日新聞 2008/4/3 24 短歌・俳句

北帰行はお花見後に深谷の荒川、１６０羽居残り　上流の寄居町の飛来地では、「自然の
状態へ戻したい」と町観光協会が今シーズンから餌づけをやめたが、それでも７０羽前
後、最も多いときで１１５羽が飛来し、例年より早く３月１４日を最後に姿をけした。

朝日新聞 2008/4/3 27 ハクチョウ

寄居を　桜の園に　荒川グリーングリーン　ミヤビザクラを植樹　地域活性化に取り組む寄
居町民でつくる「荒川グリーングリーン」（岩田省三代表）はこのほど、寄居町風布にミヤビ
ザクラの苗木を植樹した。　かって寄居は玉淀を中心に桜の名勝地として関東一円に知

埼玉新聞 2008/4/3 14 桜の苗木植樹

よみうり文芸　俳句　岡田　日郎　選　寄居町　中村　茂 読売新聞 2008/4/4 25 よみうり文芸
●１８歳未満とわいせつ行為の疑い　寄居署は３日、川越市今福、会社員男容疑者（３２）
を県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕した。

朝日新聞 2008/4/4 27 犯罪

埼玉俳壇　今月の選者　阿部　完市氏　（寄居）吉澤紀子、（同）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2008/4/4 7 埼玉俳壇
合戦に思いをはせる　鉢形城歴史館で「武器から見る戦国」展　寄居　寄居町鉢形の鉢
形城歴史館で、企画展「武器から見る戦国時代」が５月６日まで開かれている。

埼玉新聞 2008/4/4 15 鉢形城歴史館

寄居町が企業誘致計画　道路整備や新駅　促進　ホンダ新工場追い風　ホンダが国内
で約30年ぶりの四輪完成車工場の建設を進める埼玉県寄居町は自動車関連産業の集
積を目指すために2008年度を初年度とする企業誘致推進計画をまとめた。　10社進出

日本経済
新聞

2008/4/8 31 企業誘致

武銀が各店でロビー展　武蔵野銀行（さいたま市）が各営業支、出張所の店舗スペース
を活用して開いている4月のロビー展は次の通り。▽寄居（30日まで、斉藤礼子　水彩画

埼玉新聞 2008/4/9 4 ロビー展

浦島太郎がＰＲ　バトンタッチ後1体目　寄居の交通安全ドール　春の全国交通安全運動
に合わせて、大里郡寄居町桜沢の国道140号と２５４号の交差点に、町民手作りの交通安
全啓蒙ドールが登場した。春と秋の2回製作しているもので、55体目となる今回は浦島太

埼玉新聞 2008/4/10 1
交通安全（ドー
ル）

埼玉　寄居町　企業誘致に積極対応　ホンダ進出「絶好の好機｣優遇条例や候補地整備 東京新聞 2008/4/10 22 企業誘致
俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子、同・町田　節子 毎日新聞 2008/4/10 21 短歌･俳句
埼玉俳壇　阿部　完市選　（寄居）吉澤　祥匡、（同）石澤　無涯 埼玉新聞 2008/4/11 7 埼玉俳壇
寄居夢舞台　町民リレーエッセー　「乙姫ちゃん」を町のシンボルに　大橋　正弘　寄居町
生まれ。40歳。寄居高校卒。町内の理容店2代目。9５年にイベント・チーム「アンビシャ
ス」を立ち上げ。商工会青年部イベント委員長を務め10年目になる。　乙姫ちゃんプラン
ナー　としての商店街活性や町づくりに務める。

埼玉新聞 2008/4/11 15 寄居夢舞台

郷愁の音色楽しんで　わくわく　さ～くる　寄居チンドン一座（寄居）　楽器できる人参加を
代表の権田文雄さんの話　【メモ】主な活動場所＝権田工務店内練習場▽活動＝毎週
月曜日午後7時から8時30分▽問い合わせは高田さんへ　(℡090・1650・4961）

埼玉新聞 2008/4/11 15 サークル

合戦準備、着々と　１３日に北條まつり　鉢形城の攻防再現　寄居　戦国時代の鉢形城の
攻防を再現した「寄居北條まつり」が、寄居町の玉淀河原などで１３灯に行われる。

埼玉新聞 2008/4/11 15 寄居北條まつり

よみうり文芸　短歌　片山　貞美　選　寄居町　町田　節子 読売新聞 2008/4/11 29 よみうり文芸
誘致１０か年計画　寄居町は、国道２５４号や県道など道路交通基盤の整備や、東武東上
線男衾―東武竹沢駅間に新駅を開設することなどを盛り込んだ企業誘致推進１０か年計
画策定した。建設が進むホンダの新工場周辺の基盤整備を進めて、さらなる企業誘致を

読売新聞 2008/4/11 30 企業誘致

第１期生入学式　寄居城北高校（寄居町） 埼北よみう 2008/4/11 第７１６－３ 城北高入学式
ジュニア・エコタイムス　１６日まで深谷で作品展　大賞など入賞８点展示　小学生がつくる
環境新聞「ジュニア・エコタイムス」の昨年度の入賞作品展が深谷市荒川の食品館ハーズ
で始まった。１６日まで。大賞の県知事賞など８点を展示。Ａ２サイズのカラフルな「新聞」
をパネル入りで展示している。　「エコ計画賞」を受賞した寄居町は鉢形小学校の山口愛
央さんは、食品館ハーズさんは、食品スーパーのエコバックに注目、食品館ハーズの佐
藤店長を訪ねてインタビューをし、店頭で回収したトレーや牛乳パックをリサイクルする仕
組みについて、写真や色分けした文章で詳しく紹介し、イラストでまとめた地中温暖化の

埼玉新聞 2008/4/12 15
小学生がつくる
環境新聞

県内１９９人が受章  危険業務従事者叙勲　元警官ら全国で３６２１人  政府は１２日付で、
警察や消防、自衛隊などで著しく危険性の高い業務に励み、社会に貢献した人を対象と
する「第１０回危険業務従事者叙勲」の受賞者計３６２１人を発表した。　▽瑞宝双光章（７
５人）◇防衛功労　　芝　　　宏６１元２等陸尉　寄居　　◇警察功労　柴崎　経雄７４元県
警視　同　◇消防功労　戸沢　正雄７７元寄居地区消防組合消防監　同

埼玉新聞 2008/4/12 叙勲

危険業務従事者叙勲　▽瑞宝双光章（７５人）◇防衛功労　　芝　　　宏６１元２等陸尉
寄居　　◇警察功労　柴崎　経雄７４元県警視　同　◇消防功労　戸沢　正雄７７元寄居

東京新聞 2008/4/12 叙勲

防犯のまちへ 官民で協定締結　深谷市  深谷市と深谷、寄居署、自動車整備振興会の
深谷、寄居支部は、防犯のまちづくり協定を締結した。

東京新聞 2008/4/12 防犯

県内から１９９人　 危険業務従事者叙勲　警察官や消防士、自衛官など危険を伴う業務
に従事した人に贈られる危険業務従事者叙勲が１２日付で発表された。発令は２９日付
け。県内在住者では１９９人が瑞宝双光章または瑞宝単光章を受章する。◇瑞宝双光章
▽芝宏（６１）２等陸尉＝寄居　▽柴崎経雄（７４）県警視＝同　▽戸沢正雄（７７）寄居地

毎日新聞 2008/4/12 叙勲

危険業務従事者叙勲　●瑞宝双光章　▽芝宏（６１）２等陸尉＝寄居　▽柴崎経雄（７４）
県警視＝同　▽戸沢正雄（７７）寄居地区消防組合消防監＝同

朝日新聞 2008/4/12 叙勲

危険業務従事者叙勲２０１人叙勲　警察官、自衛官、消防官などの危険性の高い業務に
従事し、社会に貢献した人たちに与えられる「危険業務従事者叙勲」が１１日に発表され
た。県関係者は２０１人（うち県外在住者は２人）たった。２９日に発令される。　喜びの受
章者　◇瑞宝双光章◇【警察】▽柴崎経雄７４（寄居）　【自衛隊】▽芝宏６１（寄居)　【消

読売新聞 2008/4/12 叙勲

危険業務従事者　叙勲受章者　【埼玉】▽瑞宝双光章　◇防衛功労　芝　　　宏６１元２等
陸尉　寄居　◇警察功労　柴崎経雄７４元県警視　同　◇消防功労　戸沢正雄７７元寄居

日本経済
新聞

2008/4/12 叙勲

攻防戦を大迫力で再現　寄居で北條まつり　１５００年に寄居町の鉢形城で豊臣秀吉軍を
迎え撃ち、敗れた城主、北条氏邦の攻防戦を再現した「寄居北條まつり」が１３日、同町
寄居の荒川玉淀河原で行われた。

東京新聞 2008/4/15 北條まつり



深谷の暴走族１２人が逮捕　携帯サイト使い勧誘　暴走行為への参加呼び掛け　深谷市
に拠点を置く暴走族「鬼道會」のメンバー１２人が仲間にリンチを加えた傷害容疑で逮捕
されたズ事件で、「プロフ」と呼ばれる携帯電話の自己紹介サイトを使って少年らを暴走
族に勧誘していたことが１５日、県警少年捜査課と深谷、寄居両署の調べで分った。

東京新聞 2008/4/16 犯罪

陸上国体予選　県春季予選会　陸上の国体予選会を兼ねた春季記録会は、１５日上尾
運動公園陸上競技場で男女２７種目が行われた。【男子】▽８００㍍６組　時田友斗（寄居
男衾中）２分１３秒１６【女子】▽８００㍍９組　村田裕美(同）２分４６秒２３

埼玉新聞 2008/4/16 陸上

◇サッカー　県シニア４０北部第３節（１３日・古河スカイグラウンド）　熊谷０－０寄居 埼玉新聞 2008/4/16 サッカー
マラソン　■第２１回テレ玉親子ふらあいマラソン大会’３月２日、荒川総合運動公園）【女
子の部】▽２部小学３、４年　③野平梓（寄居町）▽３部小学５、６年　⑥野平楓（同）　【親
子の部】８部親子小学５，６年　⑥加藤秀幸・秀太(同）

朝日新聞
（埼玉少年
少女ス
ポーツ）

2008/4/16 マラソン

子ども読書活動優秀実践校等文科大臣表彰（２３日、東京都渋谷区の国立オリンピック
記念青少年総合センターで)【図書館】▽寄居町立図書館

読売新聞 2008/4/17 子ども読書活動

２月の利用車減る　県有料４道路　原油高で通行控える?　割引券販売は２倍　有料道路
は富士見川越（延長８㌔）▽狭山環状（１．８㌔）▽新見沼大橋（１．４㌔）▽皆野寄居（６．

埼玉新聞 2008/4/17 県有料道路

短歌･俳句　短歌　■加藤　克巳選　寄居・町田　節子、同・高橋　達男　俳句　■星野
光二選　同・町田　節子、同・小渕美津子

毎日新聞 2008/4/17 短歌･俳句

フォトギャラリー　寄居町、制野明義さん　うれしい 東京新聞 2008/4/17 フォトギャラリー
災害復旧で寄居町と協定　県電気工事工業組合　県内の電気工事業者が加盟する埼玉
県電気工事工業組合と大里郡寄居町は１６日、「災害時における電気設備等の復旧に関

埼玉新聞 2008/4/18 災害復旧

埼玉俳壇　阿部　完市選　（寄居）石澤　無涯 埼玉新聞 2008/4/18 埼玉俳壇
よみうり文芸　短歌　片山　貞美　選　寄居町　町田　節子 読売新聞 2008/4/18 よみうり文芸
１試合が雨天中止　春季高校野球地区予選　春季高校野球県大会地区予選は１７日、
本庄市民野球場第３試合に予定されていた北部地区代表決定戦の本庄一－秩父農工
科が雨のため中止となった。▽北部地区代表決定戦　桶川１５－３寄居城北（６回コール

朝日新聞 2008/4/18 高校野球

ときがわ町に新工場　プレス部品製造「東プレ」　ホンダ寄居町進出で　プレス部品大手
の「東プレ」は１７日、ときがわ町に新工場を建設することを明らかにした。取引先のホンダ
が寄居町に工場を建設することなどから進出を決めた。

東京新聞 2008/4/18 企業誘致

ホンダ効果、関連部品集積　東プレ、ときがわ町新工場　東証一部上場自動車用プレス
部品製造の東プレは１７日、埼玉県ときがわ町に新工場を建設すると正式に発表した。４
０億円投じ、２００９年８月に操業を始める予定。ホンダが１０年度に寄居町で稼働予定の
四輪車工場に近いことが決め手となつた。　来夏稼働　町・県、誘致策実る

日本経済
新聞

2008/4/18 企業誘致

東プレ埼玉　とぉがわに新工場　来年８月一部操業　ホンダに部品提供　自動車用プレス
部品メーカー「東プ」は１７日、１００％出資子会社「東プレ埼玉」がときがわ町に工場を新
設すると発表した。１０年に寄居町で稼働開始するホンダの新工場に部品を提供するた

毎日新聞 2008/4/18 企業誘致

とぉがわに自動車部品工場　　東プレ埼玉、来夏操業予定　自動車の部品や冷凍車の製
造を手がける東プレが１００％出資する子会社「東プレ埼玉」が、ときがわ町玉川に新工場
を建設する。０９年８月に操業予定で、寄居町で２０１０年に稼働予定のホンダ新工場を中

朝日新聞 2008/4/19 企業誘致

「夢が出発点」講演　ホンダ前社長　埼玉工大で  深谷市の埼玉工業大学で１７日、ホン
ダの前社長吉野浩行相談役の特別公開講座があり、約３００人の学生や一般市民が参加
した。ホンダの社業や若い人への期待などぬついて語った。　県北西部では、小川、寄
居町へのホンダの新工場が注目されている。

朝日新聞 2008/4/19 企業誘致

地元から不安の声も　ホンダ　寄居に新工場　ホンダが約３０年ぶりに国内工場を新設す
る寄居町。関連企業を呼び込もうと、今月１日から税を優遇する「企業誘致条例」も施行さ
れた。町は税収アップや産業振興をアピールするが、地元企業や商店主からは「賃金の
良いホンダ系列に人材が流失してしまう」「従業員が町に住まず、飲食店の利用が少ない
のでは」など不安の声も上がる。　町、関連企業誘致へ優遇措置　「人材流出」「従業員

毎日新聞 2008/4/20 企業誘致

日々の思い作品に　あすまで長瀞で詩画展　長瀞町長瀞の氷茶房＆ギャラリー・阿佐美
冷蔵寶登山道店で、詩画展「思いのままに」が２１日まで開かれている。展示されているの
は、寄居町藤田の肢体不自由児施設「埼玉療育園」で生活している８人の詩に、熊谷市
在住のイラストレーター松本ことなさんの挿絵を添えた作品。

埼玉新聞 2008/4/20 詩画展

トンボ公園　ピンチ　隣接休耕田の土砂撤去　影響か　小学校の国語の教科書でも取り
上げられた寄居町牟礼地区の「おぶすまトンボの里公園」に隣接する休耕田が昨年無許
可で埋め立てられ、地権者２人が県から撤去するよう指導されたことが分かった。埋め立
てられたのは、公園内へと流れ込む沢の上流部にあたるため、公園を整備した「寄居町ト
ンボ公園を作る会」は、「園内の水辺の環境が心配」と気もんでいる。

読売新聞 2008/4/21 トンボ公園

図書館カード一新　観光客に町をＰＲ　 寄居、利用条件を撤廃　寄居町立図書館は今月
から県北の一部市町村利用者らに限っていた利用者の登録要件を事実上撤廃し、国内
在住のすべての人に拡大した。

朝日新聞 2008/4/22
寄居町立図書
館

埼玉歌壇　加藤克巳選　（寄居）中里　佐和、（同）長谷川　みち子、（同）松村　章子 埼玉新聞 2008/4/22 埼玉歌壇
「寄居の新工場から最先端を世界へ」　ホンダの相談役が講演　深谷市普済寺の埼玉工
業大学で特別公開講座が開かれ、ホンダの吉野浩行相談役が講演した。寄居町に建設
中ぼ新工場についても触れ、「ホンダが進化する上で最先端になるものを造り、そこか世

東京新聞 2008/4/23 企業誘致

秩父で25.８度　今年初の夏日　２２日の県内は好天に恵まれ気温も上がり、穏やかな陽
気になった。熊谷地方気象台によると、秩父で最高気温25.８度を観測。寄居２４．９度

朝日新聞 2008/4/23 気温

◆鐘撞堂山ウオーク（深谷）　２７日午前８時３０分、寄居町桜沢公民館集合。雨天決行
コースは桜沢公民館～ほたるの里～ふるさとの森～谷津池～鐘撞堂山～桜沢公民館

埼玉新聞 2008/4/23 スポーツ

よろい武者が攻防戦　寄居・北條まつりに３万人　戦国時代の鉢形城の攻防を再現した
「寄居北條まつり」がこのほど、寄居町の玉淀河原などで行われた。（今年で４７回目）

埼玉新聞 2008/4/23 北條まつり

短歌　■加藤　克巳選　寄居･高橋　達男　俳句　■星野　光二選　同・町田　節子 毎日新聞 2008/4/24 短歌・俳句
ニュース２４時　寄居・バイクの男性はねられ死亡　２３日、午前７時４０分ごろ、寄居町用
土の県道交差点で、直進中の近くの会社員男性（19）のオートバイ（２５０ｃｃ）が、右折して
きた同町折原公務員男性（２６）と衝突した。

毎日新聞 2008/4/24 交通事故

歌壇　加藤　克巳　選　（寄居）安良岡正二 朝日新聞 2008/4/24 28 歌壇
●二輪の男性死亡で消防署員を逮捕　２３日、午前７時４０分ごろ、寄居町用土の県道交
差点で、右折した後部に同町の会社員（１９）のオートバイが接触し、会社員は転倒。乗
用車の後続の車にも衝突し。

朝日新聞 2008/4/24 29 交通事故

●寄居え死亡事故　２３日朝、寄居町用土の十字路交差点で、近くの会社員男性（１９）
のバイクが、対向から右折してきた乗用車と衝突。

読売新聞 2008/4/24 33 交通事故



★深谷消防署員逮捕　２３日、午前７時４０分ごろ、寄居町用土の県道交差点で、近くの
会社員（１９）のオートバイが右折してきた乗用車と衝突。会社員は後続車にもはねられ。

東京新聞 2008/4/24 24 交通事故

▼交差点でバイクの男性衝突死・寄居　２３日、午前７時４０分ごろ、寄居町用土の県道交 埼玉新聞 2008/4/24 15 交通事故
「読書環境に高評価」　川口市立中央図書館　文科大臣が表彰　「子どもの読書の日」の
２３日、東京都内で、２００８年度「子ども読書活動優秀実践図書館」として文部科学大臣
表彰があった。全国４９館のうち県内では大里郡寄居町立図書館も選ばれた。表彰は、
国立オリンピック記念青少年総合センターで開催中の「子ども読書活動推進ホーラム」の

埼玉新聞 2008/4/24 18 子ども読書活動

埼玉俳壇　阿部　完市選　（寄居）吉澤　祥匡、（同）吉澤　紀子 埼玉新聞 2008/4/25 9 埼玉俳壇
韓国文化知るきっかけに　わくわく　さ～くる　ハングルクラブⅡ（寄居）　皆だで韓国に行
くのが夢　【メモ】主な活動場所＝寄居町中央公民館▽活動日原則的に第１・３金曜日の
午後１時３０分から３時▽問い合わせは中央公民館（０４８・５８１2662）

埼玉新聞 2008/4/25 13 サークル

店の自慢の逸品紹介　商店会がカタログ刊行　寄居寄居町商工会は会員が経営する店
舗の自慢の品を紹介した「寄居一店逸品カタログ　ヨリイスタイル」を製作し、町民や希望
者に配布している。　会員企業のほか寄居城北高校やエキナセア生産組合、宗像神社

埼玉新聞 2008/4/25 13
寄居一店逸品
カタログ

私の愛読書　寄居町長　津久井幹雄　氏　『雨の日には雨の中を風の日には風の中を』I
相田みつを　著

埼北よみう
り

2008/4/25 第717-3 愛読書

当時の合戦を再現　迫力の北條まつり（寄居町）　寄居町を代表するお祭り「北條まつり」
が４月１３日に行われ、小雨まじりの天候にも関わらず多くの見物客でにぎわった。（エキ
ストラの中には寄居町商工会のイメージキャラクター「乙姫ちゃん」も登場）

埼北よみう
り

2008/4/25 第717-5 寄居北條まつり

防犯協定に調印　深谷市、警察と県電気工業組合　  深谷市と深谷・寄居両警察署、県
電気工業組合による「深谷市防犯のまちづくり協定」の調印式が２５日、深谷市役所長公

埼玉新聞 2008/4/26 15 防犯協定

１８１人に春の叙勲　春の叙勲者が２８日に決まり。受章者　◇瑞宝小授章　町田　収弘７
０寄居町　（元公立高校長）

読売新聞 2008/4/29 22 春の叙勲

華やか大輪　寄居・連光寺ボタン満開 埼玉新聞 2008/4/29 1 連光寺のボタン
春の叙勲　県内受章者　◇瑞宝小授章（４５人）　町田　収弘７０元公立高校長　寄居 埼玉新聞 2008/4/29 3 春の叙勲
埼玉歌壇　加藤克己選　（寄居）中里　佐和 埼玉新聞 2008/4/29 7 埼玉歌壇
春の叙勲　県内から１８０人受章　春の叙勲の受賞者が２９日付で発表された。県によると
各分野で尽力した県内の在住者１８０人が選ばれた。◇瑞宝小授章　　町田　収弘（教

朝日新聞 2008/4/29 30 春の叙勲

春の叙勲　県内から１８０人　春の叙勲者が決まり、２９日付で発令される。【瑞宝小授章】
町田収弘（７０）元公立高校長＝寄居

毎日新聞 2008/4/29 25 春の叙勲

春の叙勲　県内から１８０人が受章　　春の叙勲受章者が２９日付で発令される。▽瑞宝小
授章（４５人）　町田　収弘７０元公立高校長　寄居

東京新聞 2008/4/29 24 春の叙勲

＜北部ブロックリーグ＞リトルシニア関東連盟北関東支部の北部ブロックリーグは２７日、
前橋シニアグラウンドなどで６試合が行われた。　前橋５－1寄居

埼玉新聞
スポーツ

2008/4/29 9 少年野球

高校学校総体（２９日）　○サッカー＝26日、各地区1回戦【北部】（第1日・児玉高校ほか
▽Ａ組　児玉３－１寄居城北

埼玉新聞 2008/4/30 10 高校学校総体

俳句　■星野　光二選　寄居　町田　節子 毎日新聞 2008/5/1 23 短歌・俳句
熊谷は２８．９度　前観測点で夏日　県内は３０日、各地で今年一番の暑さ記録し、観測
点８地点すべてで２５度を超える「夏日」となった。寄居町２８．５度。

読売新聞 2008/5/1 22 気温

全８観測所　夏日を記録　３０日の県内は好天に恵まれ、今年初めて８カ所ある気象台の
観測所でそろって夏日を記録した。　熊谷地方気象台によると、熊谷が最高で午後２１時
５１分に２８．９度を記録。寄居２８．５度。

朝日新聞 2008/5/1 27 気温

今年初めて注意報　光化学スモック　県は３０日、大気汚染防止法に基づく今年初めての
光化学スモッグ注意報を県北の東、中、西部と本庄の計４地区に発令した。原因物質の
光化学オキシダントの濃度が０．１２ppmを超えたためで、昨年より９日早い。各地区の発
令時点（３０日午後３時２０分）の最高濃度は、寄居町０．１３ppm。

埼玉新聞 2008/5/1 19 光化学スモッグ

夏日続く　熊谷で２７．６度　県内は１日、太平洋高気圧に覆われ，一部の地域を除いて
夏日に。　熊谷地方気象台によると、熊谷市で２７．６度を観測、平年より５．７度高い７月
上旬の暑さ。寄居町２６．８度。

朝日新聞 2008/5/2 31 気温

４月１日現在の県推計人口（県統計課調べ）　市町村：寄居町　世帯数：１３，４７４　人口
（総数：３６，５５８　男:１８，０８４　女：１８，４７４

埼玉新聞 2008/5/2 3 県推計人口

よみうり文芸　俳句　岡田　日郎　選　寄居町　町田　節子 読売新聞 2008/5/2 28 よみうり文芸
埼玉俳壇　今月の選者　星野　光二氏　(寄居）吉澤　紀子、（同）石澤　無涯 埼玉新聞 2008/5/2 7 埼玉俳壇
キッジーが町ＰＲ　町立図書館の利用カード　デザインを変更　寄居町の町立図書館（矢
部伸昭館長は、利用カードのデザインを変更した。図書館のマスコットのキッジー」や町
の花などをあしらったもので、観光などで来町した記念としてカードをつくることもでる。

埼玉新聞 2008/5/2 15
図書館利用
カード

今週のホームラン　４月２７日＝黒沢大和（寄居リトルシニア） 埼玉新聞
スポーツ

2008/5/3 12 少年野球

○ラグビー　（第３日・熊谷ラグビー場）　準々決勝４試合が行われ、４強が決定。熊谷工、
正智深谷、深谷、浦和のシード校が順当に勝ち上がった。▽準々決勝　深谷７４－７浦和
工　◎深谷－浦和工　前半２５分、深谷ＷＴＢ大久保（寄居中卒業生）が突破を図る

埼玉新聞
スポーツ

2008/5/4 9 高校ラグビー

寄居町立図書館　本とおもちゃリサイクル　寄居町立図書館（同町寄居）が、町民に持ち
寄ってもらった本やおもちゃを来館者に提供する活動を続けている。寄贈の４５００冊を提
供　２年前から　持ち帰り自由のコーナー

毎日新聞 2008/5/4 26 町立図書館

バイクの高校生４人死傷　深谷の１４０号バイパス　４日午前６時１７分ごろ、深谷市小前田
の国道１４０号バイパス上り線で、高校生の運転するバイク２台が、後方の乗用車にはねら
れ、バイクを運転していた児玉郡美里町の男子高校生（１７）が頭を強く打ち死亡、同乗
の無職少年（１７）が重体。もう一台のバイクに乗っていた17歳と16歳の少年2人が軽傷を
負った。寄居署は、自動車運転過失傷害の現行犯で、秩父市大宮、運転手男性容疑者

埼玉新聞 2008/5/5 17 交通事故

二輪2台の4人追突され死傷　埼玉・深谷　４日午前６時１５分ごろ、埼玉県深谷市小前田
の国道で。寄居署は、自動車運転過失傷害の現行犯で、乗用車を運転していた男性容
疑者（５４）＝同県秩父市大宮＝を逮捕した。

日本経済
新聞

2008/5/5 31 交通事故

車とバイク衝突少年４人死傷　４日午前６時１５分ごろ、埼玉県深谷市小前田の国道１４０
号バイパスの追い越し車線で。寄居署は、秩父市大宮（運転手）男性容疑者（５４）を自動
車運転過失傷害で現行犯逮捕した。現場は片側２車線の直線道路．バイク２台が車線を
変更して追い越し車線に入った直後にぶつかったという。

毎日新聞 2008/5/5 23 交通事故

バイク衝突４少年死傷　寄居署、乗用車の運転手を逮捕　４日午前６時１５分ごろ、深谷
市小前田の国道１４０号バイパスで。寄居署は、自動車運転過失傷害の現行犯で、車を
運転していた秩父市大宮、運転手男性容疑者（５４）を逮捕。容疑を同致死傷に切り替え

東京新聞 2008/5/5 18 交通事故



バイク４少年追突され死傷　深谷　４日午前６時１５分ごろ、深谷市小前田の国道１４０号
バイパスで。寄居署は、乗用車を運転していた秩父市大宮、フォークリフト運転手男性容
疑者（５４）を自動車運転過失傷害容疑で現行犯で逮捕し同致容疑に切り替えて調べて
いる。現場は、見通し良い直線道路。。

朝日新聞 2008/5/5 25 交通事故

バイク２台に車追突高校生ら４人が死傷　＜埼玉＞４日午前６時１５分ごろ、深谷市小前
田の国道１４０号で。寄居署は、自動車運転過失傷害の現行犯で、乗用車を運転してい
た秩父市大宮、運転手男性容疑者（５４）を逮捕した。少年４人は中学校時代の友人で、

産経新聞 2008/5/5 28 交通事故

衝突バイクの少年死傷　４日午前６時１５分ごろ、深谷市小前田の国道１４０号で。寄居署
は、車を運転していた秩父市大宮、重機運転手男性容疑者（５４）を自動車運転過失傷
害容疑で現行犯で逮捕した。

読売新聞 2008/5/5 23 交通事故

埼玉歌壇　神ななも選　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2008/5/6 7 埼玉歌壇
支えられ画家に　寄居の楳沢規子さんが個展　コスモスやバラ、ふきのとうなど身近な植
物を優しいタッチせ描く寄居町西の入、楳沢規子さん（５４）の水彩画を集めた「野の花
展」が熊谷商工組合より伊支店（同町桜沢）のくましんギャラリーで、３０日まで開かれてい

東京新聞 2008/5/8 24 絵画展

ウオッチング　市町村　財政難や人手不足　メタボ健診「国が支援を」　受診率向上へ「無
料化」も　本社アンケート　特定健診初年度の受診率目標値（３月末時点）　２５％：寄居

読売新聞 2008/5/8 30 メタボ健診

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は６
日までに、庄和シニアグラウンドなどで３４試合が行われ、ベスト８が出そろった。▽１回戦
寄居３－２八潮　▽２回戦　寄居２－９新座東（６回コールド）

埼玉新聞
スポーツ

2008/5/8 8 少年野球

寄居夢舞台　町民リレーエッセイ　貴重な遺産の鉢形城跡　吉澤　祥匡　（昭和１５年、寄
居町生まれ）

埼玉新聞 2008/5/9 15
町民リレーエッ
セイ

バーベキューで食育　川の博物館　ＧＷイベントが盛況　寄　居　寄居町の小園の県立川
の博物館で、大型連休中Ｎさまざまなイベントが行われた。子どもを対象としたバーベ
キュー教室などユニークなイベントもあり、大勢の人たちでにぎわった。

埼玉新聞 2008/5/9 15
川の博物館
（バーベキュー
教室）

埼玉歌壇　星野　光二選　（寄居）　吉澤　祥匡 埼玉新聞 2008/5/9 7 埼玉歌壇
病院で看護イベント（寄居町）　５月１０日（土）、寄居町の埼玉よりい病院で看護のイベン
トが行われる。　イベントは５月１２日のナイチンゲールの誕生日にちなんで一昨年から

埼北よみう
り

2008/5/9 第718－３ 看護イベント

今週のホームラン　５月５日＝渡辺祥平（用土コルツ)、田島洸成（（寄居ビクトリーズ）、今
田真弘（マッキーズ）

埼玉新聞
スポーツ

2008/5/10 9 少年野球

○北部(５、６日・秩父荒川総合運動公園ほか）開会式と準々決勝までの３０試合が行わ
れ、４強が出そろった。▽１回戦　用土コルツ(寄居）６－４神川少年野球　▽２回戦　中町
ジュニア（同）2－２２ッ本庄リトルジャガーズ　（３回コールド）、用土コルツ０－７横瀬武甲、
上里東７－１６寄居ビクトリーズ　（５回コールド）、折原イーグルス（同）10－２本庄共和ベ
イスターズ、マッキーズ（同）15－２江南ファイターズ（熊谷）　（５回コールド）　▽３回戦
寄居ビクトリーズ５－７横瀬武甲、児玉少年野球3－１２折原イーグルス　（５回コールド）、
マッキーズ2－2小鹿野カージナルス(小鹿野のサドンデス勝ち）、折原イーグルス3－4大

埼玉新聞
スポーツ

2008/5/10 9 少年野球

署員と県民６００人が熱戦　親睦柔道剣道大会　県民と警察官が武道を通して交流を深
める「民警親睦柔道剣道大会」が１１日、上尾市日の出４の県立武道館であり、約６００人
が熱戦を繰り広げた。【柔道の部】◇Ｃブロック　▽３位　本庄、寄居

毎日新聞 2008/5/12 25 柔道剣道大会

ラグビー県中学生大会　ラグビーの第２３回県中学生大会兼関東中学生大会予選は１１
日、熊谷ラグビー場でＡ組の決勝などが行われ。▽５位決定戦　寄居４３－１２熊谷大幡

埼玉新聞
スポーツ

2008/5/12 15 中学生ラグビー

映画　◆第１４回寄居町映画会　「母べえ」（寄居）　６月１日、中央公民館ホール。　午前
１１時、午後２時、午後５時からの計３回上映・

埼玉新聞 2008/5/14 15 映画

埼玉県中学生ラグビー大会　【５月１１日、熊谷】第２４回埼玉県中学生ラグビー大会兼第
５９回関東中学生大会県予選の最終日、県営ラグビー場で決勝などが行われ。【対戦トー
ナメントの記録】　▽１回戦　（４月２７日）　深谷中８１－７寄居中　▽５位決定戦（５月１１
日）　寄居中４３－１２熊谷大幡中

朝日新聞
（埼玉少年
少女ス
ポーツ）

2008/5/14 第259－1 中学生ラグビー

好評です、意識がたまる楽しい手帳　読書量を「通鳥（つうちょう）」に貯金　寄居町寄居
の同町立図書館が手作りで来館者に配布している「読書通鳥」が好評だ。　寄居町　文

東京新聞 2008/5/14 23 町立図書館

俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子、同・町田　節子 毎日新聞 2008/5/15 25 短歌・俳句
資源ごみ持ち去り　価格高騰でごみも自治体収益に　８市除く全市が防止条例制定　資
源ごみの持ち去り防止条例は、八潮、行田、秩父、春日部、鴻巣、三郷、日高、吉川、の
８市を除く、全市と伊奈や三芳、寄居町などで制定されている。

毎日新聞 2008/5/15 27 資源ごみ

埼玉歌壇　星野　光二選　（寄居）吉澤　紀子 埼玉新聞 2008/5/16 7 埼玉歌壇
咲き誇る自慢の草花　山野草１３０点を展示　寄　居　寄居山野草愛好会の山野草展が
寄居町中央公民館でこのほど行われた。

埼玉新聞 2008/5/16 15 山野草展

県北中学野球大会　▽２回戦　寄居７－６本庄東　▽３回戦　寄居５－２騎西　▽準々決
勝　熊谷荒川7－5寄居

さいたま報
知

2008/5/18 2 中学野球

春日部大凧マラソン　第２０回記念春日部大凧マラソン大会が、５月４日、春日部市庄和
総合公園を発着点に行われた。【男子】２㌔小学生⑤浜野勝貴（城南クラブ）７分５秒

さいたま報
知

2008/5/18 7 マラソン

埼玉歌壇　星野　光二選　（寄居）石澤　無涯、（同)吉澤　紀子、（同）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2008/5/19 5 埼玉歌壇
短歌　■加藤　克巳選　寄居・高橋　達男　俳句　■星野　光二選　同・町田　節子 毎日新聞 2008/5/22 24 短歌・俳句
どうなん!?そうなん　鉢形城家臣の墓石か　神川の須藤さん方に五輪塔　神川町渡瀬の
須藤忠雄さ（62）方墓地に、少し変わった形の墓石がある。同町矢納の地方史研究家・川
鍋厳さん（４）が調べて、一目で五輪塔と板碑であることを確認した。川鍋さんは、「鉢形城
家臣の須藤勘吾のものだと思う。新発見では」と興奮気味に話した。　「戦国武将の証し」

埼玉新聞 2008/5/22 15 鉢形城家臣

映画館でコーラス　来月１日から　（寄居）　深谷市仲町の深谷シネマは６月１日から１４日
まで、映画の「歓喜歌」の上映の合間に、地域の合唱サークルのコーラスを披露する。
上映前のコーラスに応募した寄り医町のコーロ玉淀とコーロ寄居、熊谷市の江南コーラス
は合同で７日午前と午後の２回登場する。

埼玉新聞 2008/5/23 15 コーラス

寄居　夢舞台　町民リレーエッセー　心のふれあい大切に　湯川康宏　1965（昭和４０）
年、東京生まれ、川越市在住。２００６（平成１８）年４月、県立熊谷図書館より寄居町立図
書館副館長として寄居町に派遣。

埼玉新聞 2008/5/23 15
町民リレーエッ
セー

恋愛映画「ノン子」　寄居を舞台に撮影　熊切監督が町長表敬　海外でも注目されている
若手映画監督、熊切和嘉さん（３３）がメガホンを取る恋愛映画「ノン子（仮題）」のロケが、
６月１０日から大里郡寄居町で始まる。それに先立ち、熊切監督らが２２日に津久井幹雄

埼玉新聞 2008/5/23 18
映画（寄居を舞
台に）

熊切監督、寄居町長を表敬　寄居町商工会のヨリイフイルムコミッションが誘致した映画
「ノン子（仮）」の撮影が６月に始まるのを前に、熊切和嘉監督（３３）らが２２日、津久井幹

毎日新聞 2008/5/23 23
映画（寄居を舞
台に）

ベネチア国際映画祭に出品予定の映画「ノン子」（仮称）の熊切和嘉監督（３３）ら映画製
作関係者ｇ２２日、ロケ地となる寄居町を訪れた。　寄居オールロケ映画　ノン子　監督ら
町を表敬訪問　エキストラ募集中

読売新聞 2008/5/23 22
映画（寄居を舞
台に）



県北各地で映画撮影はじまる　来年公開の「ノン子（仮称）」６月から寄居中心エリアで
撮影開始　エキストラを募集

埼北よみう
り

2008/5/23 ７１９号1
映画（寄居を舞
台に）

０７年度朝日埼玉文化賞　正・準賞決まる　来月３日表彰　短歌は、寄居町の農業、安良
岡正二さん（８０）の作品が正賞。

朝日新聞 2008/5/23 30
０７年度朝日埼
玉文化賞

行ったことのない世界や夢　障害児ら詩で表現　肢体不自由児施設で暮らす子どもら
が、行ったことのない世界や夢をつづった詩２５点を集めた作品展が６月１２日から、熊谷
市内で開かれる。埼玉療育園、熊谷で作品展　来月１２日から　ことなさんが絵　パソコン

朝日新聞 2008/5/23 31 作品展

本の楽しさ　知どけたい　２図書館に文科相表彰　子どもの読書推進活動が評価され、寄
居町立図書館と川口市立中央図書館が今年度の「子どもの読書活動優秀実践図書館」
の文部科学大大臣表彰を受けた。　不用品を再利用　寄居町立

朝日新聞 2008/5/24 24 町立図書館

この一品　卵はふんわり、とろとろ　伊酒屋Ｂａｃｃｏ（寄居）のオムライス　伊酒屋Ｂａｃｃｏ　寄
居町桜沢１５４４９ノ５（℡０４８・５８１・４００１）

埼玉新聞 2008/5/24 12 グルメ

県内各地で真夏日に　熊谷早くも３１．６度　熊谷地方気象台によると、大里郡寄居町で 埼玉新聞 2008/5/24 19 気温
ふつう初の真夏日　県内は23日、勢力の強い高気圧に覆われ、」麻から気温がぐんぐん
上昇。熊谷市内では平年より3日早く、今年初の真夏日を観測した。　熊谷地方気象台に
よると、各地の最高気温は、熊谷市で平均より7.1度高い31.6度となったほか、寄居町で３

読売新聞 2008/5/24 29 気温

署員14人が参加　実践技術を争う　寄居署鑑識協議会　署員の鑑識技術を磨くことを目
的的に寄居署は23日、「実践的現場鑑識協議会」を開催した。

埼玉新聞 2008/5/25 13 鑑識

埼玉歌壇　星野　光二選　（寄居）吉澤　紀子 埼玉新聞 2008/5/26 5 埼玉歌壇
埼玉歌壇　神ななも選　（寄居）長谷川　みち子、（同）松村　章子 埼玉新聞 2008/5/27 7 埼玉歌壇
町民協力で全編寄居ロケ　映画で街おこしをしようと、昨年4月に寄居町商工会に発足し
た「ヨリイヒィルムコミッション（ＹＦＣ）が、ほぼ全編を町内で撮影する映画の誘致に成功し
た。　6月10日から24日までの撮影予定で。　映画「ノン子」ＹＦＣが誘致　エキストラも200

東京新聞 2008/5/27 22
映画（寄居を舞
台に）

映画　◆自主上映映画　「１/４の奇跡～本当のことだから」（寄居）6月8日午後1時開場、
中央公民館、養護教諭の山元加津子さんと子どもたちのふれあいを描いたドキュメンタ

埼玉新聞 2008/5/28 13 映画

全日本少年サッカー　「第36回全日本少年サッカー大会」の県大会予選が終了。4地区
の代表チーム（東4、西４、南6、北2）が6月7日、14両日、埼玉スタジアム（さいたま市緑
区）で開かれる県大会（トーナメント方式）進出を決めた。北部〈予選リーグ〉　▽Ｂ１ブロッ
ク④寄居ＦＣ　▽Ｂ３同　③城南ＦＣ　▽Ｄ２同④男衾ＳＣ

読売新聞 2008/5/28 29 少年サツカー

短歌　■加藤　克己選　寄居・町田　節子　俳句　■星野　光二選　同・町田　節子、同・ 毎日新聞 2008/5/29 25 短歌・俳句
歌壇　沖　ななも　選　（寄居）旭　正則　俳壇　落ち合い水尾　選　（同）安良岡正二 朝日新聞 2008/5/29 30 歌壇・俳壇
全日本少年サッカー県予選地区大会　第36回全日本少年サッカー大会県予選地区大
会が１８日まで各地で行われ、東、南、北部地区で県中央大会へsy出場する１２チームが
決まった。　○北部（１１、１８日・熊谷スポーツ文化公園西多目的広場ほか）【決勝リーグ】
▽Ｂ組　熊谷西３－０寄居ＪフェズンツＦＣ，秩父西JｒＦＣ３－１寄居ＪフェズンツＦＣ，寄居Ｊ

埼玉新聞
スポーツ

2008/5/29 9 少年サツカー

けいざい　彩……前線　ホンダ　新工場にエコ投資　生産効率向上へ倍増１５８０億円
自動車大手のホンダは、寄居町と小川町に建設中の新工場に、従来想定の２倍以上とな
る約１５８０億円を投資することを決めた。　両工場への関連投資額は従来約７００億円と

読売新聞 2008/5/30 30 企業誘致

よみうり文芸　短歌　片山　貞美　寄居町　町田　節子 読売新聞 2008/5/30 33 よみうり文芸
寄居　夢舞台　町民リレーエッセー　自然の恵み歩いて体感　大久保　和勇　１９５６年、
寄居町生まれ、９２年に江戸時代から続く鳶の８代目として大久保組代表となる。アミュー
ズやふるさと懇話会などの代表を務める。

埼玉新聞 2008/5/30 15
町民リレーエッ
セー

母校ユニホームで応援　ミュージシャン馬場俊秀さん　公演に同級生ら　（寄居）　寄居町
出身のミュージシャン、馬場俊秀さんの同級生や町内のフアンでつくる「寄居でピー
ス！！プロジェクト（略称ババ・プロ）」は、２５日に都内・日比谷野外音楽堂で行われたコ
ンサートに、母校の寄居中学校野球部のユホームのレプリカを着て、応援に駆けつけた。

埼玉新聞 2008/5/30 15
ミュージシャン
馬場俊秀

お茶の間ジャーナル　寄居　福田　秋子、同　町田　隆、同　千野ヨシコ お茶の間
ジャーナル

2008/6/1 2

アユ解禁　秩父、寄居など荒川　秩父、寄居などの荒川上流域で１日アユの友釣りが解
禁された。解禁日直前に雨天が続き、増水したあいにくのコンデェションの中、大里郡寄
居町の正喜橋付近・玉淀川原には、早朝から待ちわびた釣り人が訪れた。

埼玉新聞 2008/6/2 1 アユ解禁

5月１日現在の推計県人口（県統計課調べ）　市町村：寄居町　世帯数：１３，４８８　人口
（総数:３６，５２６男：18，066　女：18,460）　※大里郡（同）

埼玉新聞 2008/6/2 3 推計県人口

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉澤　祥匡、（同）石澤　無涯 埼玉新聞 2008/6/2 5 埼玉俳壇
埼玉歌壇　杜澤光一郎選　（寄居）中里　佐和 埼玉新聞 2008/6/3 12 埼玉歌壇
寄居の加藤氏ら受賞　羽生ふるさとの詩　羽生市が同市出身の詩人・太田玉茗を顕彰し
て、隔年で全国から募集している「ふるさとの詩」の受賞者が決まり、ワークヒルズ羽生で
表賞式が行われた。６回目を迎えた今回は９６９人が応募、この中から寄居町の加藤丈夫
氏（７６）の「繁がり」が玉茗賞を受賞した。

埼玉新聞 2008/6/3 12
羽生ふるさとの
詩

◆ことなと療育園のみんなの作品展（熊谷）１２日―２４日午前１０時～午後６時、秩父鉄
道上熊谷駅隣のまちの駅くまがや。

埼玉新聞 2008/6/4 15 展示

０７年度朝日埼玉文化賞　正・準賞の９人表彰　朝日新聞で毎月掲載している「埼玉文
化」欄の入賞作品から選ばれた０７年度朝日埼玉文化賞の表彰式が３日、さいたま市中
央区新都心の「ラフレさいたま」であった。【短歌】正賞　安良岡正二さん（８０）＝寄居町

朝日新聞 2008/6/4 20
朝日埼玉文化
賞

写真で感じる「荒川新時代」　寄居で写真展、２２日まで　朝日新聞埼玉各版で昨年１０～
１２月に連載した企画「荒川新時代」の写真展が３日、寄居町の県立川の博物館で始まっ

朝日新聞 2008/6/4 20 写真展

短歌・俳句　短歌　■加藤　克己選　寄居・高橋　達男　俳句　■星野　光二選　同・町田 毎日新聞 2008/6/5 25 短歌・俳句
すこやか　いのち（医療・介護・健康）　後期高齢者医療制度　低所得世帯も負担増　「子
と同居」８割自治体で　厚生労働省が4日発表した後期高齢者医療制度の保険料負担の
全国実態調査で低所得者層でも単身世帯や夫婦世帯で約１割、子供と同居の世帯だと
約８割の自治体で、市町村の国民健康保険（国保）より負担増となることが県のまとめでわ
かった。　低所得の７５歳以上の人と琥子供夫婦の同居世帯の負担額増減　寄居町：０７
年度の負担額＝１９万３１００円　０８年度の負担額＝１８万９４００円　負担額の増減＝６３０

朝日新聞 2008/6/5 26 医療制度

元荒川ムサシトミヨ生息地・武甲山伏流水・妙音沢・羅生門水　平成の名水百選　県内か
ら４カ所　８５年に当時の環境庁が良質な水環境の保護などを目的に名水百選を選定。
県内からは寄居町の「日本水（やまとみず）」が選ばれていた。

朝日新聞 2008/6/5 27 名水百選

「名水百選」に県内４ヵ所　環境省が４日発表した「平成の名水百選」に埼玉県から４ヵ所
が選ばれた。　環境省　武甲山伏流水など　県「川の国」ＰＲに弾み　１９８５年に環境庁
（当時）が選んだ名水百選を選定では、埼玉県から選ばれたのは寄居町の「日本水（やま

日本経済
新聞

2008/6/5 33 名水百選



時代の波をつかめ　経営革新塾に３４人が受講　【寄居】寄居町商工会と全国商工会連
合会は４日、中小企業を対象に「第２回よりい経営革新塾」を開講した。ホンダの自動車
工場が進出するビジネスチャンスを生かそうと、今年も意欲あふれる受講生が集まった。

埼玉新聞 2008/6/6 13 経営革新塾

保険料軽減　県内も「低所得」少なく　後期高齢者医療制度  厚労省の説明とは逆に　厚
生労働省が４日発表した。　７５歳以上の親１人と子供夫婦の同居世帯の負担額増減（収
入区分別）寄居町：年金７９万＝６３００円　同２１０万＝１０９００円　同４００万＝２８３００円

毎日新聞 2008/6/6 23 医療制度

●自動二輪の高校生重症　美里町猪俣の町道６日午後５時４０分ごろ、寄居町用土、会
社員男性（５８）のトラック（３㌧）と美里町の県立高校３年の男子生徒（１８）のオートバイが
衝突、高校生が腹を打ち重症を負った。

朝日新聞 2008/6/8 27 交通事故

埼玉歌壇　杜澤光一郎　選　（寄居）中里　佐和 埼玉新聞 2008/6/10 7 埼玉歌壇
リトルシニア＜関東連盟夏季大会＞　リトルシニア関東連盟夏季大会は８日、浦和シニア
グラウンドなどで２回戦５６試合が行われ、北関東支部（（埼玉、栃木、群馬）カラハ２５
チームが出場した。　▽２回戦　寄居４－５横浜栄

埼玉新聞 2008/6/10 8 野球

後期高齢者医療制度で県調査　低所得層は負担増　子ども夫婦同居世帯の保険料　県
内７０市町村別の子ども夫婦と同居する年金７９万円の高齢者（７５歳以上）の保険　市町
村：寄居町＝国保保険料（０７年度）１９３，１００、新制度移行後（０８年度）１９９，４００、増

埼玉新聞 2008/6/11 1 医療制度

短歌・俳句　俳句　■星野　光二選　寄居・町田　節子 毎日新聞 2008/6/12 22 短歌・俳句
寄居夢舞台　町民リレーエッセー　ロケ誘致で町おこし　白川　真　寄居町生まれ。３２
歳。大学卒業後、県内金融機関を経て、寄居町商工会勤務。昨年、ＹＦＣ（ヨリイフイルム
コミッション）を立ち上げ、町内若手経営者とともに映像を通してのまちおこしに奔走中。

埼玉新聞 2008/6/13 13
町民リレーエッ
セー

観光写真コンクールに３８２点　知事賞に落合さん　【寄居】寄居町と町観光協会は「寄居
町観光写真コンクール」の審査会をこのほど開き。観光振興などを目的に開催したいる同
コンクールは、今回で４８回目。特選はともに寄居町在住の大平栄さんの「川博物の美」
（県観光連盟会長賞）、鈴木健一さんの「北條まつり」（県産業労働部長賞）。　７月１２日
に町役場で表彰式を行い、１階ロビーに展示される。

埼玉新聞 2008/6/13 13 写真

親子でニジマス釣りを体験　（寄居町）　寄居町立寄居保育所のたんぽぽ組（今年度５歳
になるクラス）の親子が６月７日、体験型学習の一環として風布にじます釣り堀センターで
ニジマスの釣り体験会を行った。

埼北よみう
り

2008/6/13 第720－５ 体験型学習

自慢のサボテン集合　寄居で「兜」の展示会　全国のサボテン愛好者が集まる「日本兜
（かぶと）狂会」（岩田勉会長）がこのほど、寄居町の中央公民館で、「兜と呼ばれる種類
のサボテンを集めた展示会を開いた。国内各地や中国などから約５０人が参加。

埼玉新聞 2008/6/14 11
展示会（サボテ
ン）

障害者の詩にプロがイラスト　作品展を開催　上熊駅前24日まで　寄居町の埼玉療育園
に入所しパソコンを習う8人の身体障害者が、パソコンで打ち出した思い思いの詩に、熊
谷市のイラストレーター、ことなさん（29）＝本名・松本麻子＝がイラストを付した作品展が
秩父鉄道・上熊谷駅前の駅くまがやで開かれている。　２４日まで（水曜日定休）。

毎日新聞 2008/6/14 27 作品展示

ラグビー関東中学大会　ラグビーの関東中学大会は14日、２４校が参加し、熊谷ラグビー
場で開幕。各組の１回戦が行われ。（記録は埼玉関係）　▽Ｄ組１回戦　成城学園（東京）

埼玉新聞
スポーツ

2008/6/15 8 ラグビー

埼玉俳壇　松本　旭選　(寄居）吉澤　紀子 埼玉新聞 2008/6/16 5 埼玉俳壇
陸上中学通信権大会　陸上の第５４回全国日本中学通信県大会は１３、１４日、熊谷ス
ポーツ文化公園陸上競技場で男女２９種目の決勝などが行われ。【男子】▽１年百㍍③

埼玉新聞
スポーツ

2008/6/16 12 陸上

埼玉歌壇　杜澤光一郎選　(寄居）中里　佐和 埼玉新聞 2008/6/17 12 埼玉歌壇
お年寄りと楽しく交流　寄居で高齢者スポーツ大会　お年寄りの健康増進と交流を目的
に、「第３７回寄居町高齢者スポーツ大会」が町立体育館で１３日行われた。

埼玉新聞 2008/6/17 18
高齢者すぽー
ツ大会

＜北部ブロックリーグ＞　リトルシニア関東連盟北関東支部の北部ブリックリーグは１５日、
寄居高校で３試合が行われ。　行田（2勝６敗）４－３寄居（２勝３敗）　（延長８回）、寄居（３
勝３敗）１６－０羽生・太田連合（５敗）（５回コールド）

埼玉新聞
スポーツ

2008/6/17 9 野球

関東中学ラグビー　ラグビーの関東中学大会第２日は１５日、熊谷ラグビー場で各組準決
勝と敗者戦が行われ。（記事は埼玉関係）　▽Ｄ組敗者戦　寄居73－５飯田高陵（長野）

埼玉新聞
スポーツ

2008/6/17 10 中学ラグビー

第９０回全国高校野球記念大会　９０回記念大会の今年は、南埼玉大会と北埼玉大会に
分かれて熱戦を繰り広げる。南埼玉大会には７９校、北埼玉大会には７８校が出場する

朝日新聞 2008/6/18 28 高校野球

決勝は北２５日、南２６日１５７チーム参加　第９０回全国高校野選手権球記念南北埼玉の
組み合わせ抽選会が１７日、さいたま市内で行われ、南北大会それぞれの初戦（１、２回
戦）の対戦カードが別表の通り決まった。　【北埼玉大会】　寄居城北―小鹿野　（１２日熊

埼玉新聞
スポーツ

2008/6/18 11 高校野球

俳句　■星野　光二選　寄居・町田　節子、（同）小渕美津子 毎日新聞 2008/6/19 26 短歌・俳句
今週のホームラン　６月１５日＝嶋崎風太・吉野克輝（寄居リトルシニア） 埼玉新聞 2008/6/20 7 野球
エキナセアＰＲでキャラクター　素敵な名前つけてね　（寄居）寄居町の推奨特産物エキ
ナセアの生産者でつくる「健康活性農場」(旧・寄居町エキナセア生産組合）が、エキナセ
アをＰＲするキャラクターの名前を募集している。

埼玉新聞 2008/6/20 13 エキナセア

公立小中学校施設の耐震改修調査結果　設置者名：寄居町　全棟数＝２９　Ｓ５７年以降
＝１３　Ｓ５6年以前＝１６　Ｓ５6年以前の全棟数に占める割合＝（％）５５，２　耐震診断実
施済棟数＝１６　耐震診断実施率（％）＝１００　耐震化率（％）＝８９，７　耐震化率順位＝

埼玉新聞 2008/6/21 3 耐震改修調査

希望の詩ぬい勇気の絵添え　障害者とイラストレーター　「まちの駅くまがや」で作品展
寄居町の肢体不自由児施設「埼玉療育園」で生活する入所者が書いた詩に、熊谷市の
イラストレーターことなさん（２９）が絵を添えた作品展示する「ことなと療育園のみんなの作
品展」が、熊谷市宮本町のギャラリー「まちの駅くまがや」で開かれている。　２４日まで。

東京新聞 2008/6/22 22 作品展示

埼玉俳壇　松本　旭　選　（寄居）吉澤　紀子、（同）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2008/6/23 5 埼玉俳壇
「ノン子」寄居ロケ　公開　寄居町を舞台とした「ノン子３６歳　家事手伝い」（熊切和監督）
の撮影が２２日公開された．映画は、東京から地元に戻った元女優の青春もの．

読売新聞 2008/6/23 31 映画

紅一点の剣士、見事な太刀さばき　寄居で居合抜刀抜刀術の演武　寄居町鉢形の鉢形
城歴史館で２２日、武源流居合抜刀術の演武が行われた。同町教委と県刀剣保存協議
会による、第５２回県名刀展開催を記念して企画された。

東京新聞 2008/6/23 18 演武

目指せ　甲子園　埼玉大会出場校紹介　北③南①　寄居城北・寄居・川本　寄居町（北
大会）　①寄居城北と寄居の合同チームに川本も加わった。

読売新聞 2008/6/24 32 高校野球

小学生バレー　県大会　「第２８回全国バレーボール小学生大会の県大会で、男女とも２
次リーグが終了、県決勝大会に出場する男子６チームと女子３２チームが決まった。県決
勝大会は７月５日に熊谷スポーツ文化公園体育館（熊谷市）、７月６日に所沢市民体育館
（所沢市）で開催。【女子２次リーグ】▽Ｈ　④寄居ジュニア

読売新聞 2008/6/24 34 小学生バレー

埼玉歌壇　杜澤光一郎選　（寄居）中里　佐和、（同）長谷川　みち子、（同）松村　章子 埼玉新聞 2008/6/24 8 埼玉歌壇
町民協力で撮影順調　寄居舞台の映画「ノン子」　寄り町を中心にロケ行っている映画「ノ
ン子　３６歳家事手伝い」（熊切和嘉映監督）の撮影が順調に進められている。２２日に撮
影の様子が報道関係者に公開され、熊切和嘉映監督や出演者が映画にかける熱い思い

埼玉新聞 2008/6/24 15 映画



まち　ひと　であい  [募集]◆よりい夏まつり女性みこしの担ぎ手（寄居）　７月１３日午後１
時～４時３０分、寄居町市街地通り。女性もこし奉賛会による女性みこしの担ぎ手150人を

埼玉新聞 2008/6/25 19 夏祭

第５4回全日本中学校津新陸上競技大会埼玉大会（6月１３日～１４日、熊谷スポーツ文
化公園陸上競技場）【男子の記録】▽1年１００ｍ③富岡大悟（寄居）12秒３９　▽１５００ｍ
④高倉祐樹（寄居男衾）▽3000ｍ⑤高倉祐樹（寄居男衾）

朝日新聞
（埼玉少年
少女ス
ポーツ）

2008/6/25 第262-２ 中学通信陸上

短歌・俳句　短歌　■加藤　克己選　寄居・高橋　達男　俳句　■星野　光二選　同･町田 毎日新聞 2008/6/26 25 短歌・俳句
★妻を刺した容疑で夫逮捕　寄居署は24日、殺人未遂の疑いで、インドネシア国籍で熊
谷市押切、溶接工男性容疑者（３２）を逮捕した。

東京新聞 2008/6/26 22 犯罪

高速通信ん　空白埋めろ　６町村の官民協議会　県によると、ブロードバンドの未整備地
域があるには、７０市町村のうち２６市町村（６町村以外は、秩父、熊谷、行田、深谷、本
庄、加須、羽生、飯能、、東松山、鴻巣、日高市、皆野、越生、小川、吉見、寄居、騎西、

読売新聞 2008/6/27 33 高速通信

全国小学生学年別柔道大会県予選　第６回県武道大会兼県小学生学年別柔道大会県
予選は１５日、兼武道館で行われ。▽女子小学４年　②大谷麻稀（寄居警察署）

埼玉新聞
スポーツ

2008/6/27 7 小学生柔道

郷土が生んだ鉄の芸術　鉢形城歴史館で県名刀展　【寄居】県と寄居町教育委員会、県
刀剣保存協議会は８月３日まで第５２回件名刀展を「武蔵の刀工」を寄居町鉢形の鉢形

埼玉新聞 2008/6/27 13 鉢形城歴史館

寄居　夢舞台　町民リレーエッセー　お囃子で地域の一員に　夏川隆義　寄居町中町生
まれ。３６歳町内の保険代理店の２代目。地元に戻った時にお祭りが淋しくなっていること
感じ、若手衆の協力を得て、「寄居中町神田囃子保存会」の再建に携わる。運営・事務局

埼玉新聞 2008/6/27 13
町民リレーエッ
セー

自宅でロックライブを　寄居出身　馬場俊英の特集も　NHK・BSハイビジィンに５日深夜に
登場すのは「再チャレンジの星」とも呼ばれるシガーソングライターの馬場俊英だ。

埼玉新聞 2008/6/27 17 馬場俊英

「川の日」「水の日」イベント開催（寄居町）　県立川の博物館（寄居町）は７月７日の「川の
日」（平成８年国土交通省制定）と、８月１日の「水の日」（昭和５２年制定）にあわせ、それ
ぞれイベントを開催する。川の日記念イベント７月６日（日）。水の日記念イベント８月３日

埼北よみう
り

2008/6/27 第721-3
県立川の博物
館

地元エイストラが参加して撮影（秩父市）　寄居エリアをロケ地の中心とする映画「ノン子
３６歳　家事手伝い」の撮影が、６月１４、１５日の２日間、秩父市の椋神社で行われた。

埼北よみう
り

2008/6/27 第721-5 映画

展示　◆第５２回埼玉県名刀展　「武蔵の刀工」（寄居）（寄居）８月12日3日までの午前9
時３０分～午後４時30分、鉢形城歴史館。

埼玉新聞 2008/6/29 13 鉢形城歴史館

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）　吉澤　祥匡 埼玉新聞 2008/6/29 5 埼玉俳壇
結成２０年　、優雅に　寄居・鉢形公民館ダンス教室　大盛況、パーティーに１２０人　寄居
町鉢形の鉢形財産区会館多目的ホールで２８日夜、鉢形公民館ダンス教室のダンス
パーティーが開かれ、１２０人を超える愛好者が参加して盛況だった。

東京新聞 2008/6/29 24 ダンス

第６０回毎日書道展は８日開幕の東京展を皮切りに、全国１０都市で開かれる。　毎日書
道展　【無鑑査会友の出品者】≪漢字部≫　杉野聖山（寄居町）

毎日新聞 2008/7/1 26 書道展

俳句　東城伸吉選　▽入選　寄居　茂木　芳枝、同福田　秋子 お茶の間
ジャーナル

2008/7/1 2 俳句

高校野球北埼玉大会　　チーム紹介②　【本庄東】　背番号：１１小林　　優　学年：③　寄
居男衾、１６藤村　修平　③　寄居城南  【熊　谷】１２石井　将太　③寄居　【熊谷工】　１
新堀　大貴③寄居男衾、１０　辰　　優輔　②寄居

毎日新聞 2008/7/2 25 高校野球

血液凝固因子製剤を血友病以外の患者に投与した可能性のある医療機関　【埼玉県】
（寄居町）▼県立寄居保養所（廃院時：県立寄居こども病院）

読売新聞 2008/7/3 29
医療(血液凝固
因子製）

夏の高校野球県大会　２代表　争う１５７校　【北埼玉大会】　決勝　２５日　１２時　県営大
宮球場　寄居城北・寄居・川本―小鹿野　１２日（熊谷公園球場）１２：３０

朝日新聞
別刷り

2008/7/4 2 高校野球

夏の高校野球県大会　寄居城北・寄居・川本　責任教師：飯田　　修　監督：五十嵐俊一 朝日新聞
別刷り

2008/7/4 4 高校野球

寄居の施設に新処分場　循環工場の第２期事業　県、１２年度稼動へ　県は大里郡寄居
町の総合型リサイクル施設「彩の国資源循環工場」の第二期の事業として、新たに新たに
県営最終処分場を整備する。自ら処分場を確保することが困難な県内市町村、事業所の

埼玉新聞 2008/7/4 1 循環工場

６月１日現在の県内市区町村別推計人口（県統計課調べ）　市町村：寄居町　世帯数：
13,４９３　人口（総数３６，４９６　男１８，０５５　女１８，４４１（大里郡＝同）

埼玉新聞 2008/7/4 3
市町村別推計
人口

ピンクの花　鮮やかに　北米原産ハーブ　エキナセア見ごろ　【寄居】１２、１３日の午前１０
時から午後４時まで、同町秋山の中原平緑地公園周辺だ、「エキナセア祭」が開かれる。

埼玉新聞 2008/7/4 14 エキナセア

５人熱中症　県内は４日、各地で４０度を超す今年い一番の暑さとなった。熊谷地方気象
台によると、最高気温は熊谷市の３３．５度を筆頭に、寄居町３３．３度、鳩山町32.７度、越
谷市３２．６度、さいたま市３２．２度と、平年より６度前後高くなった

読売新聞 2008/7/5 33 気温

夏　高校野球　県大会　寄居、川本、寄居城北高　大会初　連合チーム　９日に開幕する
夏の全国高校野球県大会に大会初ねて、複数の学校が一つのチームとして参加する。
県立高校の再編整備による統廃合で閉校となる。寄居、川本両校と今春開校した寄居城

読売新聞 2008/7/6 34 高校野球

池波正太郎を歩く―須藤　靖貴　　忍びの旗①　新潮文庫などで読める、池波さんのい
わゆる忍び物を代表する長編の一つ。＜武州・鉢形城に潜入した甲賀忍者、上田源五
郎の虚々実々の日々描く＞　寄居は思い出の土地

毎日新聞
（日曜グラ
フ）

2008/7/6 2
池波正太郎を
歩く（文芸散
歩）

埼玉俳壇　阿部　完市選　（寄居）石澤無涯、（同）吉澤紀子 埼玉新聞 2008/7/7 5 埼玉俳壇
埼玉歌壇　関田　史郎　選　（寄居）中里　佐和 埼玉新聞 2008/7/8 7 埼玉歌壇
わんぱく　おてんば万歳＝（左）寄居町鉢形　武内　寛至くん（７歳） 東京新聞 2008/7/8 23 写真
リトルシニア　＜北関東支部夏季大会＞リトルシニア関東連盟北関東支部夏季大会は６
日、狭山シニアグラウンドなどで１回戦１２試合が行われた。▽１回戦　所沢南８－０寄居

埼玉新聞
スポーツ

2008/7/8 8 少年野球

県スポーツ少年団ミニバス交流大会　第２７回県スポーツ少年団ミニバスケットボール交
流大会は５、６の両日、ウイングハット春日部などで県内５地区の予選を勝ち抜いた男女
各１２チームによる決勝リーグ、ドトーナメントが行われた。「男子」【決勝リーグ】▽Ａ組　八

埼玉新聞
スポーツ

2008/7/8 8 ミニバスケット

第９０回全国高校野球南北大会 157チーム紹介　北大会　【小川】④根岸　広平　３　寄
居男衾、⑬山崎　勇次　３　寄居城南、⑮竹下　幸伸　２　寄　居、⑱亀井　祐希　２　寄居
男衾、⑳会田 裕恭　２　寄　居

埼玉新聞
（第２部）

2008/7/9 10 高校野球

第９０回全国高校野球南北大会 157チーム紹介　北大会　【熊谷】⑫石井　将太　３　寄
居　【熊谷工】①新堀　大貴　３　寄居男衾、１０辰　　優輔　２　寄　居、⑯大沢　俊介　２

埼玉新聞
（第２部）

2008/7/9 11 高校野球

第９０回全国高校野球南北大会 157チーム紹介　北大会【熊谷商】⑮内藤　雄太　１　寄
居　【熊谷農】⑤柴崎　泰志　２　寄　居

埼玉新聞
（第２部）

2008/7/9 12 高校野球

第９０回全国高校野球南北大会 157チーム紹介　北大会　【成徳大深谷】⑥新　　典也
３　寄　居

埼玉新聞
（第２部）

2008/7/9 14 高校野球

第９０回全国高校野球南北大会 157チーム紹介　北大会　【本庄一】⑩川辺　稜介　３
寄居城南　【本庄東】⑪小林　　優　３　寄居男衾、⑯藤村　修平　３　寄居城南

埼玉新聞
（第２部）

2008/7/9 16 高校野球



第９０回全国高校野球南北大会 157チーム紹介　北大会　【寄居城北・寄居・川本】③新
井　和明　３　寄居城南、⑥吉田　英司　１　寄　居、⑦鳥羽　和樹　３寄　居、⑨柴崎　真

埼玉新聞
（第２部）

2008/7/9 17 高校野球

第９０回全国高校野球南北大会 157チーム紹介　北大会　【秩父】③川島　大貴　③　寄
居

埼玉新聞
（第２部）

2008/7/9 高校野球

小川町営Ｇ開設記念　中学校野球大会　小川町営グラウンド開設記念中学校野球大会
は６月２８日までに２４校が参加して、同グラウンドなどで行われ、都幾川が延長の末、寄
居に２－０で競り勝ち頂点に立った。▽１回戦　男衾（寄居）１－８小川東　（５回コール
ド）、城南（寄居）１－１寄居　▽２回戦　松山（東松山）０－１寄居　▽準々決勝　吉見０－
６寄居　▽準決勝　寄居４－４富士見（寄居のサドンデス勝ち）▽決勝　都幾川2－０寄居

埼玉新聞 2008/7/10 9 中学校野球

新ユニホームで最後の夏　第９０回記念を迎えた夏の高校野球埼玉大会が９日、開幕し
た。今回、松の大会では初めて合同チームが参加する。その中の１つ、寄居城北は統廃
合する寄居と川本の合同チーム。　川本、寄居で合同チーム　「悔いの戦いを」　０８夏物

埼玉新聞 2008/7/10 23 高校野球

俳句　■星野　光二選　寄居・町田　節子、同・小渕美津子 毎日新聞 2008/7/10 28 短歌・俳句
イベントガイド　花火大会　◆寄居玉淀水天宮祭　８月２日午後７時～９時、寄居町の玉
淀河原。川面に浮かぶ５隻の舟山車と約５０００発の打ち上げ花火が夜空を彩る。

読売新聞 2008/7/11 30 花火大会

またまたあるよ　お祭り＆花火大会　●よりい夏まつり（寄居町）７月１３日（日）１２時半～１
７時【場所】寄居町寄居　【問】寄居町観光協会０４８-５８１-３０１２　●寄居玉淀水天宮祭
（寄居町）８月２日（土）１９時～２１時　【場所】玉淀河原　【問】同

埼北よみう
り

2008/7/11 第722－4 夏祭り

桜沢駅近隣の小中高が交流（寄居町）　秩父鉄道の「桜沢駅」に隣接する桜沢小学校、
寄居中学校、寄居城北高校の３校は、交流を深める目的で４年前から合同で各種イベン

埼北よみう
り

2008/7/11 第722－5 小中高交流

寄居地方武道振興会　少年受動大会（寄居町）　寄居町近辺の５つの道場に通う小学生
が、日頃の練習の成果を競う柔道大会が７月６日、寄居町立アタゴ体育館で行われた。

埼北よみう
り

2008/7/11 第722－5 少年柔道

エキナセアで地域活性を（寄居町） 埼北よみう 2008/7/11 第722－8 エキナセア
みごろエキナセア　　寄居でまつり　きょうから　寄居町秋山にある中間平緑地公園周辺
でエキナセアの花が見ごろを迎えた。１２、１３の両日「第２回寄居エキナセアまつり」が開

東京新聞 2008/7/12 22 エキナセア

池波正太郎を歩く―須藤　靖貴　忍びの旗②　池波さんがエッセーで紹介している鮎の
宿『京亭』だ。鉢形城の対岸。景勝・荒川を望む割烹旅館である。　すべてを欺く人生

毎日新聞 2008/7/13 2

劇的逆転　初陣飾る　○寄居城北　新たなチームは初陣を劇的な逆転勝利で飾った。小
鹿野３－４寄居城北

埼玉新聞 2008/7/13 16 高校野球

北大会　初の3校連合サヨナラ発進　勝った―。寄居城北・寄居・川本ち3校から集まった
13選手はもみくちゃに抱き合って喜んだ。小鹿野３－４寄居城北（延長10回）

読売新聞 2008/7/13 37 高校野球

第90回全国高校野球選手権記念大会　南・北埼玉大会　左利きミットで力投支える　寄
居城北・寄居・川本の新井主将

朝日新聞 2008/7/13 36 高校野球

埼玉歌壇　関田　史郎 選 　 (寄居）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2008/7/15 8 埼玉歌壇
夏　高校野球　県大会　第９０回全国高校野球選手権記念埼玉大会は１５日、北大会の３
回戦１６試合が行われた。　[北大会]正智深谷は寄居城北・寄居・川本を８回コールドで
退けた。２勝目を目指した連合チームも１回に山田のソロで先制するなど８安打を放ち、
強敵相手に一矢報いた。　◇熊谷公園球場◇寄居城北・寄居・川本2－9正智深谷（８回
コールド） 　■ベンチに２枚のユニホーム　寄居城北・寄居・川本の３校連合チームのｙに

読売新聞 2008/7/16 32 高校野球

●寄居で倉庫など焼ける　１５日午前１０時４０分ごろ寄居町寄居、製氷業方から出火。 読売新聞 2008/7/16 33 火災
夏の高校野球　第９０回全国高校野球選手権記念埼玉大会　きょうの結果　〇熊谷公園
球場〇　寄居城北・寄居・川本２－９正智深谷（８回コールド）

東京新聞 2008/7/16 26 高校野球

ミニバスケットボール　【７月６日、春日部市】平成２０年度埼玉県スポーツ少年団第２９回ミ
ニバスケットボール交流大会の男女決勝が春日部市総合体育館で行われ。【男子予選
リーグの順位】▽Ａブロック　②寄居ミニ

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポ）

2008/7/16 1
ミニバスケット
ボール

全国小学生陸上埼玉県予選会　【７月６日、熊谷市】日清食品カップ第２４回全国小学生
陸上競技交流大会埼玉県予選会県民総合体育大会ジュニアの部が７月６日、熊谷ス
ポーツｂんか公園陸上競技場で行われた。　【女子の記録】▽５年１００ｍ②野沢李帆（男

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポ）

2008/7/16 2
小学生陸上競
技

高校野球ワイド　［熊谷公園球場］▽３回戦　寄居城北２－９正智深谷（８回コールド）　す
ぐ裏に打たれた●寄居城北・山田投手

朝日新聞? 2008/7/16 12 高校野球

短歌・俳句　短歌　■加藤　克巳選　寄居・高橋　達男　俳句　■星野　光二選　同・小渕
美津子、同・町田　節子

毎日新聞 2008/7/17 21 短歌・俳句

第４２回交通安全子供自転車大会埼玉大会が１２日、熊谷スポーツ文化公園の彩の国く
まがやドームで開かれました。県内各地から予選を勝ち抜いたチームなど４１校、２０５人
（補欠含む）が出場しました。競技は学科試験と技能試験が行われ。［子供自転車大会出

埼玉新聞 2008/7/17 8
交通安全子供
自転車大会

記録のページ　◆第２２回読売旗争奪県北少年野球（８月９～１２日、熊谷運動公園野球
場）　【大里地区予選】▽１回戦　折原イーグルス２９－０中町ジュニア、　寄居ビクトリーズ
１１－５妻沼スラッガーズ、用土コルツ１０－５川本南小野球　▽準々決勝　花園少年野球
５－３折原イーグルス、妻沼ホーマーズ１２－９寄居ビクトリーズ、岡部野球９－１用土コル

さいたま報
知

2008/7/20 6 少年野球

中学校総体（１９日）　〇柔道（第１日・県武道館）　４４㌔級は関口千春（寄居男衾）が制
した。　【男子】▽５５㌔級準決勝　山田（加須昭和）　優勢　柴崎（寄居男衾）　▽同６０㌔
級準決勝　新井（寄居男衾）　優勢　前島（東松山南）　▽同決勝　新井　一本勝ち　我妻
▽同６６㌔級準決勝　鈴木（同）　優勢　谷地（霞ヶ関東）、倉益（久喜東）　優勢　小川
（同）　▽同決勝　鈴木　一本勝ち　倉益　▽同８１㌔級準決勝 富沢（さいたま田島　一本
勝ち　小林（寄居男衾）、金本（川口西）　優勢　小松（同）　▽同決勝　一本勝ち　金本
★小松（同）　【女子】▽個人４４㌔級準決勝　関口（同）　優勢　湯浅（越谷富士）▽同決
勝　関口　優勢　川辺　▽同５２㌔級準決勝　新井（同）優勢　犬井（東松山南）▽同決勝

埼玉新聞
スポーツ

2008/7/20 9 柔道

寄居の死体遺棄　驚く行楽の家族連れ　沢遊びの男性が見つける　歩道が整備され、週
末には沢遊びを楽しむ人たちでにぎわう寄居町金尾の町道脇に衣装ケースは捨てられ
ていた。ケースの中から６０－７０歳の女性とみられる遺体が見誓った死体遺棄事件。（20

東京新聞 2008/7/21 犯罪

衣類箱に女性の遺体　寄居の草むら　２０日午前８時５０分ごろ、寄居町金尾の町道沿い 読売新聞 2008/7/21 犯罪
埼玉俳壇　阿部　完市選　（寄居）吉澤　紀子、（同）石澤　無涯、（同）同、（同）吉澤　紀 埼玉新聞 2008/7/21 埼玉俳壇
海水浴―テーマ投稿　背中の染みは家族のきずな　大里郡寄居町・大野順一（６２歳）

埼玉新聞 2008/7/21
けやき（読者の
声）

中学校総体（２０日）〇柔道（最終日・県武道館）【男子】▽団体２回戦　寄居男衾５－０春
日部東▽同３回戦　同５－０越谷富士▽同準々決勝　同５－０川口戸塚▽同準決勝　埼
玉榮０－０同　（代表勝ち）　▽同関東代表決定１回戦　行田西３－１同　▽同代表決定戦

埼玉新聞 2008/7/21 柔道

衣装ケースに女性遺体　寄居の町道脇で見つかる　２０日午前８時５０分ごろ、大里郡寄
居町金尾の町道脇の草むらに。

埼玉新聞 2008/7/21 犯罪

衣装ケースに全裸女性遺体　２０日午前８時５０分ごろ、埼玉県寄居町金尾の町道脇の草 産経新聞 2008/7/21 犯罪



衣装ケースに遺体　道路脇草むら、高齢女性が　埼玉・寄居　２０日午前８時５０分ごろ、
埼玉県寄居町金尾の町道脇の草むらに。

東京新聞 2008/7/21 犯罪

寄居・女性遺体「人多い場所に」レジャー客困惑　夏のレジャー客でにぎわう寄居町金尾
の山中で２０日朝。

朝日新聞 2008/7/21 犯罪

埼玉歌壇　関田　史郎　選　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2008/7/22 埼玉歌壇
寄居の女性遺体　死因は衰弱死　大里郡寄居町の町道脇で衣装ケースに入れられ発見
された事件で、司法解剖の結果、女性の死因は衰弱死であることが21日分かった。

埼玉新聞 2008/7/22 犯罪

死因は衰弱死　埼玉の女性遺体　埼玉県寄居町の町道脇で衣装ケースに入れられた女
性の遺体が見つかった事件で、県警の司法解剖の結果、女性の死因は衰弱死だったこ

東京新聞 2008/7/22 犯罪

衣装ケースの遺体は衰弱死　埼玉の遺棄事件　埼玉県寄居町の町道脇で衣装ケースに
入れられた女性の遺体が見つかった事件で死因は衰弱死と２１日分かった。

毎日新聞 2008/7/22 犯罪

外傷なし、衰弱死か　寄居町で衣装ケースに入れられた女性の遺体が見つかった事件
で、寄居署は２１日、遺体を司法解剖した。死因は特定できなかったが、目立つた外傷が
なく、衰弱死とみられるという。

読売新聞 2008/7/22 犯罪

◎ミュージアム　◆巨大昆虫の世界　8月31日（日）まで　寄居町の県立川の博物館 朝日新聞 2008/7/23 川の博物館
県警が似顔絵を公開　寄居・衣装ケース遺体 朝日新聞 2008/7/23 犯罪
中日写真協会支部撮影会コンテスト　さくひんは8月24日から31日まで、小川町図書館町
民ギャラリーで展示公開iされる。上位入賞者の皆さんは次の通り▽特選3席・中日新聞賞
木島宏（寄居町）　▽カメラの東芸堂賞　高橋徳三（同）

東京新聞 2008/7/23 写真

○陸上　　（第１日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場）　男女14種目が行われ　【男子】
▽1年百㍍②富岡（寄居）12秒３５▽千五百㍍　②高倉（寄居男衾）4分8秒６１

埼玉新聞
（スポーツ）

2008/7/23 陸上

俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子、同・町田　節子 毎日新聞 2008/7/24 短歌・俳句
＜北部ブロックリーグ＞リトルシニア関東連盟北関東支部の北部リーグは20、２１の両日、
大利根グラウンドなどで12試合が行われた。　寄居（3勝4敗）２－４（3勝2敗）熊谷

埼玉新聞
（スポーツ）

2008/7/24 少年野球

○陸上　　（最終日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場）　男女14種目が行われ　5種目
で大会記録が塗り替えられた。【男子】▽三千㍍　②高倉（寄居男衾）8分59秒53

埼玉新聞
（スポーツ）

2008/7/24 陸上

成績入りＰＣ盗難で中学教諭を戒告処分　県教育局　県教育局は、24日、成績の入った
教育パソコンを無許可で持ち出し、車上荒らしに遭って盗まれたとし寄居町立城南中学
校の女性教諭（３０）を戒告の懲戒処分にしたと発表した。　※同様記事記載：埼玉新聞
（７／２５　１９面）、読売新聞（同日　３５面、東京新聞（同日　２２面）

朝日新聞 2008/7/25 教育

よみうり文芸　短歌　片山　貞美　選　寄居町　中村　　茂 読売新聞 2008/7/25 よみうり文芸
埼玉県名刀展　８/３まで（寄居町）　鉢形城歴史歴史資料館　℡０４８（５８６）０３１５ 埼北よみう

り
2008/7/25

鉢形城歴史資
料館館

第２２回読売旗争奪県北野球選手権大会　第２２回　予選大会出場チーム　【大里郡】用
土コルツ、妻沼スラッガーズ、大里野球、川本南小野球、寄居ビクトリーズ、川本北小野
球、江南ファイターズ、マッキーズ、岡部野球、花園野球、中町ジュニア、妻沼ホーマー

埼北よみう
り

2008/7/25 少年野球

グルメ情報　レストラン　ウォーターミル（寄居町）　寄居町小園３９（川の博物館内）℡048- 埼北よみう 2008/7/25 グルメ
★関東猛暑　寄居で３７．1度　関東地方は25日、南部を中心に今夏一番の暑さとなっ 東京新聞 2008/7/26 気温
雷雨6330世帯停電　県内は25日、各地で35度を超す今年一番の暑さを記録。夕方は激
しい雷雨となり、6000世帯以上が停電した。熊谷地方気象台によると、最高気温は寄居

読売新聞 2008/7/26 雷雨による停電

今年一番の暑さ　寄居で37，1度　熊谷でひょうも　太平洋高気圧に包まれた県内は25
日、朝からきおんが上昇し、寄居町で37，1度を記録するなど、各地で今年一番の暑さと

朝日新聞 2008/7/26 気温

●新聞配達員が事故死　26日午前5時ごろ、寄居町桜沢の国道１４０号バイパスで、同町
富田、新聞配達員（３５）のバイクが信号待ちのトラックに追突、さらに隣の乗用車にも接

読売新聞 2008/7/27 交通事故

●新聞販売所従業員がバイクで追突事故死　２６日午前5時ごろ、寄居町桜沢の国道１４
０号バイパスで。

朝日新聞 2008/7/27 交通事故

寄居・新聞販売店従業員が追突事故で死亡　２６日午前5時ごろ、寄居町桜沢の国道１４
０号バイパスで。

毎日新聞 2008/7/27 交通事故

女子大生も森づくり　寄居　浦高百年の森で下草刈り作業80人が心地よく汗　大里郡寄
居町風布の「浦高百年の森」で26日、県立浦和高等学校同窓会による下草刈り作業が行
われ、約80人が参加した。今回は、女子大生ブログタレントユニット「ＢＬＯＭＯ（ブロモ）」
のメンバー3人も訪れ森づくりを手伝った。

埼玉新聞 2008/7/27 浦高百年の森

県学童野球大会が開幕　45チーム参戦　900人入場行進　第31回県学童軟式野球大会
兼第３回ガスワンアップ埼玉選手権が26日、さいたま市の市営大宮球場で開幕した。今
年は45チームが参戦、31日の決勝までトーナメント形式で熱戦を展開する。▽1回戦　富

東京新聞 2008/7/27 少年野球

埼玉俳壇　阿部　完市選　（寄居）吉澤　紀子、（同）大野　順一 埼玉新聞 2008/7/28 埼玉俳壇
埼玉歌壇　関田　史郎　選　（寄居）中里　佐和 埼玉新聞 2008/7/29 埼玉歌壇
川の再生フォーラム　県、あす寄居で開催　みどりと川の再生を掲げる県は３１日、川への
関心を高めようと「みどりと川の再生埼玉フォーラム」を大里郡寄居町の県立川の博物館

埼玉新聞 2008/7/30
川の再生フォー
ラム

教養　◆川の国埼玉フォトコンテスト特別企画「ソニー　写真教室」（寄居）31日午前11時
～午後2時、県立川の博物館イベント広場。

埼玉新聞 2008/7/30
川の再生フォー
ラム

みどり・川再生へ　懇談会や写真展　県、寄居であすフォーラム　県は３１日、県立川の博
物館（寄居町）と博物館近くの荒川を会場に「みどりと川の再生埼玉フォーラム寄居」を開

朝日新聞 2008/7/30
川の再生フォー
ラム

　熊谷競り勝ち７勝目　寄居は栃木下野に快勝　リトルシニア＜北部ブロックリーグ＞リト
ルシニア関東連盟北関東支部の北部ブロックは27日、川本高校で2試合が行われ。　寄
居（4勝3敗）8－4栃木下野（5勝4敗）

埼玉新聞
（スポーツ）

2008/7/31 少年野球

県学童軟式野球大会　第31回県学童軟式野球大会兼第3回ガスワンカップ埼玉選手権
大会は26、２７日の両日、さいたま市営大宮球場などで開会式と1、２回戦計29試合が行
われた。▽１回戦　富士見クラブ７－２寄居

埼玉新聞
（スポーツ）

2008/7/30 少年野球

柔道【７月２０日、上尾市】平成２０年度学校総合体育大会全国・関東中学校柔道大会埼
玉県予選会が行われ。【男子団体ベスト１６の記録】寄居男衾中５－０越谷富士見、川口
西中5-0寄居中　▽準々決勝　寄居男衾中５－０川口戸塚中　▽準決勝　埼玉栄中０－０
寄居男衾中　（内容）代表決定戦　同５－０行田西中　【女子団体ベスト１６の記録】　同２
－０羽生西中▽準々決勝　川口西中２－０同　（代表）▽代表決定戦　【男子個人】▽５５
㎏級　③柴崎徹（寄居男衾）▽６０㎏級　①新井翔（同）▽６６㎏級　①鈴木貴裕（同）、③
小川雄大（同）▽８１㎏級　③小松鷹也（同）【女子個人】▽４４㎏級　①関口千春(同）▽５

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポ）

2008/7/30 柔道

俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子 毎日新聞 2008/7/31 短歌・俳句
緑と川の再生　専門化が議論　県の重点政策「みどりと川の再生」をテーマにした県主催
の初のフォーラムが３１日、寄居町の川の博物館で開かれた。シンポジュウムは上田知事
うぃコーディネーターに、カヌーイストの野田知佑さん、さいたま緑のトラスト協会理事長の
進士五十八・東農大教授ら環境問題の専門家6人が出席した。

読売新聞 2008/8/1
川の再生フォー
ラム



よみうり文芸　短歌　片山　貞美　選　寄居町　町田　節子 読売新聞 2008/8/1 よみうり文芸
俳句　　東城伸吉選　▽入選　寄居　吉澤　紀子、同　佐藤　幸子、同　安良岡都留、同
大久保公英、同　福田　秋子、同　鷲見　晴子

お茶の間
ジャーナル

2008/8/1 俳句

900人参加し環境フォーラム　寄居の荒川河川敷　緑地と清流の保全に関する識者懇談
会「みどりと川の再生埼玉フォーラム」が31日、寄居町保田原の荒川河川敷で開かれた。

毎日新聞 2008/8/1
川の再生フォー
ラム

緑と川の恵み実感　寄居　再生フォーラム開く　自然と人とのかかわりを考える「みどりと川
の再生埼フォーラムイン寄居」が31日、寄居町の県立川の博物館イベント広場や荒川な

東京新聞 2008/8/1
川の再生フォー
ラム

自然と親しみ「再生」語る　寄居でフォーラム　寄居町の県立川の博物館と近くの荒川な
どを会場に３１日、県が主催する「みどりと川の埼玉再生フォーラムイン寄居」があり、約５

朝日新聞 2008/8/1
川の再生フォー
ラム

寄居で「みどりと川フォーラム　森林・川の再生「この10年勝負」　埼玉県は31日、重点政
策である森林の保全や清流の復活について話し合う「みおどろと川の再生埼玉フォーラ
ム」を寄居町で開いた。フォーラムには約900人が参加。

日本経済
新聞

2008/8/1
川の再生フォー
ラム

住基台帳動態調査　県統計課は31日までに埼玉の推計人口を発表した。　7月1日現在
の県推計人口（県統計課調べ）市町村：寄居町　世帯数：１３，515　人工（総数：３６，４７９
男：１８，０４８　女：１８，４３１

埼玉新聞 2008/8/1
住基台帳動態
調査

急増事故死に「赤信号」　７月２６人、県警緊急作戦　７月に県内で交通事故死した人数
が急増したことを受け、県警は１日、パトカーと白バイで事故多発地域を警戒走行する。
「死亡事故多発緊急レッド作戦」を実施した。　特に県北、東北部は、７月２６日朝に寄居
町の国道でバイクの男性（３５）がトラックに衝突して亡くなるなど、１７人が死亡。事故の軽

読売新聞 2008/8/2 交通安全

第４９回県吹奏楽コンクール地区大会（２日）　【北部】≪中学Ｂ≫　▽銀賞　寄居 朝日新聞 2008/8/3 吹奏楽
舟山車と花火の競演　寄居　水天宮祭　「関東一の水祭り」と呼ばれる大里郡寄居町の玉
淀水天宮の祭礼「玉淀水天宮」が２日、同町の玉淀河原などで行われた。

埼玉新聞 2008/8/3 水天宮祭

熊谷３６．８度　県内は３日、本州南側の高気圧の影響で暑くなり、熊谷と秩父で今年一
番の暑さを記録した。熊谷地方気象台によると、県内各地の最高気温は、熊谷３６．８度、
鳩山３６．１度、寄居３５．６度。

読売新聞 2008/8/4 気温

生徒情報学校外持ち出し　小中学校の３割で　県教育局調査　３５校は扱い規程もなし
調査は５月下旬―６月中旬にかけ、県内公立小中学校１，８１７校で順次実施。　調査前
に、女性教諭が帰宅途中に個人情報入りのノートパソコンを盗まれた寄居町立城南中学
校は、持ち出しがなかった扱いになっているという。

東京新聞 2008/8/4
学校（個人情
報）

埼玉歌壇　今月の選者　星野　光二氏　（寄居）吉澤　紀子、（同）吉澤　祥匡、（同）石澤 埼玉新聞 2008/8/4 埼玉歌壇
埼玉歌壇　今月の選者　加藤　克巳氏　（寄居）中里佐和 埼玉新聞 2008/8/5 埼玉歌壇
衣装ケースに母の遺体　遺棄事件　葬儀代に困窮?　死亡の息子　借金で県内転々　寄
居町で衣装ケースに入れられた女性の遺体が発見された事件で、県警は、４日、遺体は
飯能市双柳の無職、女性（６８）だったと発表した。

朝日新聞 2008/8/5 犯罪

雷で熊谷など　計７２０戸が停電　４日夕方から県内全域で雷を伴う雨が降り、雷の影響で
停電が起きた。東京電力埼玉支店によると、午後４時ごろから同９時半ごろにかけて、さい
たま、戸田、行田、熊谷の各市と寄居町で計７２０戸が停電した。

朝日新聞 2008/8/5 気象（落雷）

女性の三男を逮捕　寄居の死体遺棄　共謀の次男は自殺 埼玉新聞 2008/8/5 犯罪
息子２人で母親遺棄か　寄居町で７月２０日に衣装ケース詰ねられた女性の遺体が見つ
かった事件は、病死した母親の遺体処理に困った２人のの息子の手によるものだった。

読売新聞 2008/8/5 犯罪

中日写協埼玉支部　春の撮影会入賞作　串人形の美を写す 特別賞、入選者は次の皆
さん　【特別賞】カメラの東芸堂賞　「名コンビ」高橋徳三（寄居町）　【入選】青木哲朗（同）

東京新聞 2008/8/7 写真

●農協の業務を妨害した疑い　寄居署は６日、寄居富田、職業不詳男容疑者（４２）を威
力業務妨害と公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕した。

朝日新聞 2008/8/7 犯罪

◆重機乗り付け業務妨害(寄居）　寄居署は６日、農協に重機を乗り付けて業務妨害した
などとして、寄居町富田、男性容疑者（４２）を威力業務妨害と公務執行妨害の現行犯で

埼玉新聞 2008/8/8 犯罪

木材に触れるイベント（寄居町） 寄居町の材木店サイモクホーム工場で7月２７日「木との
ふれあいフェスタ」が行われ、多くの親子連れで賑わった。

埼北よみう
り

2008/8/8 イベント

寄居町でところてんや氷などを製造・販売している大黒屋商店が、寄居町商工会と共同
でオリジナルのＴシャツを作製し、8月１５ひから町内のイベントなどで販売する。

埼北よみう
り

2008/8/8 Ｔシャツ

熊谷で今夏最高３７．３度　53人が熱中症で搬送　日本列島の暑さは８日、厳しさを増し。
熊谷地方気象台によると、熊谷以外では寄居で３７．0度。

埼玉新聞 2008/8/9 気温

関東中学大会　◇柔道（第1日・神奈川平塚総合体育館）男女団体の決勝などが行わ
れ。【男子】▽団体2回戦敗退校　寄居男衾

埼玉新聞 2008/8/10 柔道

埼玉俳壇　星野光二　選　（寄居）吉澤　紀子、（同）石澤　無涯 埼玉新聞 2008/8/11 埼玉俳壇
関東中学大会　＝記録は1位、埼玉関係（１０日）　◇柔道　（最終日・神奈川平塚総合体
育館）　男女各階級の決勝までが行われ、男子７３㌔級の金子翔太（川口西）、女子４４㌔
級の関口千春（寄居男衾）と５７㌔級の荻野香澄（川越明細）の３人が優勝した。　関口は
高橋泉香（群馬・塚沢）に優勢勝ちで頂点に立った。

埼玉新聞 2008/8/11 柔道

★寄居で駐車車輌も燃える　寄居町富田の路上に止めてあった乗用車から火が出てい
るのを通行人が見つけ、119番通報した。

東京新聞 2008/8/11 火災

寄居・道路脇の乗用車燃ける　10日午前2時5分ごろ、寄居町富田の町道脇にあった乗
用車から出火、車両の前部分を焼いた。　不審火の可能性もあるとみて捜査している（寄

毎日新聞 2008/8/11 火災

埼玉歌壇　加藤　克巳　選　（寄居）中里　佐和、（同）長谷川　みち子 埼玉新聞 2008/8/12 埼玉歌壇
夏の高校野球甲子園園記念大会第１０日の１１日、北埼玉代表の本庄一は２回戦で青森
山田（青森）と対戦。相手を上回る６安打を放ったもののッ要所を締められ、０－４で敗れ
た。　本庄一　監督・選手ひと言：川辺稜介選手（城南中卒業生）

東京新聞 2008/8/12 高校野球

ＮＴＴドコモカップ第１８回埼玉県フレッシュミニバスケットボール大会　［北部］１２会場＝９
３チーム　７月20日寄居町総合体育館　寄居ミニバス対下忍ブラックサンダース

埼玉新聞 2008/8/13 ミニ・バスケット

学校総体中学陸上　陸上競技　【男子の部】▽１年１０００ｍ②富岡大悟（寄居）１２秒３５
▽１５００ｍ②高倉祐樹（寄居男衾）４分８秒６１▽３０００ｍ②高倉祐樹（同）８分５９秒５３

朝日新聞
（少年少女
スポーツ）

2008/8/13 陸上

短歌・俳句　俳句■星野　光二選　寄居・小渕美津子、同・町田　節子 毎日新聞 2008/8/14 短歌・俳句
　個性派　勢ぞろい　川の博物館で巨大昆虫展　寄居　寄居町小園の県立川の博物館
で、特別展「巨大昆虫の世界パート２　でかい虫・へんな虫」が３１日まで開かれている。

埼玉新聞 2008/8/15
昆虫展（川の博
物館）

北部ブロック組み合わせ決定　４代表懸け３１日開幕　全労カップ争奪　第３３回　埼玉県
スポーツ少年団　小学生軟式野球交流大会　北部ブロック予選会の抽選会が９日、寄居
町中央公民館で行われた。第１日（８／３１）用土コルツ（寄居）×本庄リトルパワーズ（本
庄）、中町ジュニア（同）×神保原ドラゴンズ（上里）、本庄共和ベイスターズ（本庄）×折
原イーグルス（同）、マッキーズ（同）×本庄リトルジャガーズ（本庄）、皆野少年野球部（皆

埼玉新聞
スポーツ

2008/8/15 軟式野球



世界の昆虫にくぎづけ　寄居町　県立川の博物館で特別展　３１日まで。
朝日新聞 2008/8/16

昆虫展（川の博
物館）

各地で猛暑日　熱中症で１８人搬送　県内は１５日、高気圧に覆われ、寄居で３７．１度わ
記録するなど、県内各地で３５度を超える猛暑日を観測した。

朝日新聞 2008/8/16 気温

寄居３７．１度→今年２番目　全域で猛暑日　熊谷３６．９度、鳩山３６．５度……　１５日。 毎日新聞 2008/8/16 気温
［元気です］　Ｔシャツで活性化を　寄居町のこんにゃく製造・販売の老舗「大黒屋」は、町
商工会青年部と共同でオリジナルのＴシャツを作製した。水天宮祭でも評判を呼び、五
代目の高田充さん（３０）、青年部の町田晶之さん（４０）、服部剛志さん（２８）らは喜んでい

埼玉新聞 2008/8/17 Ｔシャツ

埼玉俳壇　星野光二選　（寄居）吉澤　紀子、（同）石澤　無涯、（同）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2008/8/18 埼玉俳壇
埼玉歌壇　加藤克巳選　（寄居）松村　章子 埼玉新聞 2008/8/19 埼玉歌壇
短歌･俳句　短歌■加藤　克巳選　寄居・高橋　達男　俳句■　星野　光二選　同・町田
節子、同・小渕美津子

毎日新聞 2008/8/21 短歌･俳句

裁判員候補１万６５６０人　０９年有権者３４８人に１人　年末に通知の見込み　■市区町村
の割当数　市区町村名：寄居町　人：88

朝日新聞 2008/8/21 裁判員制度

全国　中学大会　（２１日）北信越各県で７競技が行われ。【柔道】▽女子４４㌔級２回戦
森下（徳島・市場）　優勢　関口（寄居男衾）

埼玉新聞
スポーツ

2008/8/22 柔道

日本工芸展　県内入選２３人　第５５回日本工芸展の入賞、入選者が２３日付けで発表さ
れた。県内から２３人が入選し。同展は９月２３日から１０月５日まで、東京、日本橋三越本
店で開催される。　県内の入選者は　【陶芸】原清（寄居町）

朝日新聞 2008/8/22 日本工芸展

全国　中学大会　（２２日）　【柔道】▽男子６０㌔級1回戦　新井（寄居男衾）　袖釣り込み
柏田（宮崎・大宮）▽同2回戦　新井　優勢　浅田（北海道・北見北）▽同3回戦　飯田（石
川･津幡南）　優勢　新井　▽男子６６㌔級1回戦　鈴木（同）　優勢　大町’（広島・崇徳）
▽同２回戦　鈴木　優勢　荘加（（岐阜・旭ケ丘）▽同3回戦　角町（佐賀・川副）　肩車　鈴

埼玉新聞
スポーツ

2008/8/23 柔道

◇ソフトテニス　県北中学生大会（２２日・くまがやドーム）＝決勝記録　▽個人女子　貫
井・福田（深谷幡羅漢）４－２原・豊田（寄居城南）

埼玉新聞
スポーツ

2008/8/24 ソフトテニス

埼玉俳壇　星野光二　選　（寄居）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2008/8/25 埼玉俳壇
荒川にポニョ出現　寄居でいかだ下り　手作りいかだで川を下る「荒川いかだ下り」が２４
日、大里郡寄居町の荒川で行われた。

埼玉新聞 2008/8/25 いかだ下り

寄居町　手作りいかだユラリ川下り　川の魅力を知って地域を盛り上げようと「荒川いかだ
下り2008」が２４日、寄居町で行われた。１３回目となる今年は、２２チーム、十代から六十

東京新聞 2008/8/25 いかだ下り

埼玉歌壇　加藤克巳選　　（寄居町）中里　佐和、（同）長谷川　みち子、（同）松村　章子 埼玉新聞 2008/8/26 埼玉歌壇
第１３回全国日本高校・大学生書道展県内入賞者２６～３１日、大阪市立美術館。　◇展
賞　【松山女子高】保泉真由美、石山絵里奈、鳥塚麻衣（かな）鳥塚麻衣（かな）（以上、
寄居町）　◇優秀賞　　【松山女子高】鳥塚麻衣（調和体）増田優美（以上、寄居町）

埼玉新聞 2008/8/26 書道

リトルシニア　＜北関東支部秋季大会は２４日、庄和シニアグラウンドなどで＞【予選リー
グ】▽Ｃ組　寄居（１敗）2－3宇都宮（２勝）、　寄居（１勝１敗）11－８富士見（２敗）

埼玉新聞
スポーツ

2008/8/26 少年野球

玉淀ダム撤去を　寄居、長瀞で期成同盟会　寄居町末野の荒川に設置されている玉淀
ダムの撤去を求め、寄居町と長瀞町の商工・観光業者などが中心となって「玉淀ダム撤去
促進期成同盟会」の設立総会が２７日、寄居町の中央公民館で開かれた。

朝日新聞 2008/8/28 玉淀ダム

荒川の玉淀ダム　自然回復へ撤去めざす　寄居、長瀞商工業者ら期成同盟会　県は電
力事業撤退　荒川中流部の玉淀ダム（寄居町）を撤去死、自然の流れの回復を目指す
「玉淀ダム撤去促進期成同盟会」が２７日、発足した。寄居町中央公民館で設立総会が

朝日新聞 2008/8/28 玉淀ダム

ダム撤去渓谷再生を　観光資源化目指す　寄居、長瀞両町が期成同盟　２７日。　費用
捻出などに課題

毎日新聞 2008/8/28 玉淀ダム

今週のホームラン　８月２４日＝小暮一成、渋谷　諒（寄居リトルシニア） 埼玉新聞
スポーツ

2008/8/29 少年野球

第二の人生、カワセミに魅せられ　寄居・元校長木島さん　写真撮影１１年　熊谷の百貨
店　えりすぐりの５０点展示　写真展９月２まで、熊谷市の百貨店八木橋で開かれている。

朝日新聞 2008/8/30 写真展

地名を歩く　５８　波久礼（はぐれ）（寄居町）～崩れやすいがけ由来か～　波久礼駅前に
立つ石碑－詠み人は長崎平和記念像やＪＲ熊谷駅前の熊谷直実像を手掛けた彫刻家の
北村西望（せいぼう）。戦前から戦後にかけて寄居町に疎開し、この駅から都内のアトリエ

読売新聞 2008/8/30 地名を歩く

楽しめます３Ｂ体操　深谷のデイサービスセンター　深谷市永田のデイサービスセンター
花園で、お年寄りたちが３Ｂ体操を楽しんでいる。指導者は寄居町鉢形の鉢形財産区会
館で３Ｂ体操を指導する小島美恵子さん（５５）。

埼玉新聞 2008/8/31 ３Ｂ体操

埼玉俳壇　今月の選者　松本　旭氏　（寄居）石澤　無涯、（同）吉澤　紀子 埼玉新聞 2008/9/1 埼玉俳壇
自然との共生（１４）　埼玉の現状と課題　埼玉の名水環境　今年６月に環境省から「平成
の名水百選」が発表され、埼玉県から４カ所が選ばれた。従来の名水百選は、昭和６０年
に認定されたもので、県内では大里郡寄居町寄居町の風布川・日本水（やまとみず）が
唯一であった。　新たな名水：毘沙門水（小鹿野町）、武甲山伏流水（秩父市）、元荒川ム
サシトミヨ生息地（熊谷市）、妙音沢（新座市）が選ばれた。

埼玉新聞 2008/9/1
自然との共生
（平成の名水百
選）

俳句　東城伸吉選　▽特選　寄居　出牛　一郎　▽入選　（同）　安良岡正二、（同）　茂
木　芳枝、（同）　福田　秋子

お茶の間
ジャーナル

2008/9/1 俳句

県推計人口７１３万人　８月現在　８月１日現在の県推計]人口　（県統計課調べ）　市町
村：寄居町世帯数：１３，５０４、人口：総数３６，４４２　男１８，０３５　女１８，４０７

埼玉新聞 2008/9/2 県推計人口

スポーツ少年団野球部　○北部（８月３１日・寄居運動公園ほか）開会式と１、２回戦の計１
８試合が行われた。▽１回戦　本庄共和ベイスターズ０－９折原イーグルス（寄居）（５回
コールド）、マッキーズ（同）２７－１本庄リトルジャガーズ（５回コールド）、寄居ビクトリーズ

埼玉新聞
スポーツ

2008/9/2 少年野球

短歌・俳句　短歌　■加藤　克己選　寄居・大森カツ子　俳句　■星野　光二選　同・小渕 毎日新聞 2008/9/4 短歌・俳句
今週のホームラン　８月３１日＝松本一輝（用土コルツ）、青貫翔、奥哲、神田夏輝（折原
イーグルス）、杉山遼真、伊藤翔、佐藤凌（マッキーズ）、三吉遼太郎（寄居ビクトリーズ）

埼玉新聞
スポーツ

2008/9/5 少年野球

蒸し暑さに誘われ」て？…カメが散歩　寄居でワニガメ捕獲　３日午後７時４０分ごろ、寄
居町富田の町道で、帰宅途中の高校２年の男子生徒（１６）が、道路脇を歩いている大き
なカメを発見。１１０番通報した。

毎日新聞 2008/9/5 ワニガメ

力作を待っています！絵画展作品募集　【寄居】絵を描いている町民らの発表の場にし
てもらおうと、寄居町の中央公民館は「第９回よりい絵画展」の作品を募集している。展示
は１０月１２日から１９日まで。

埼玉新聞 2008/9/5 よりい絵画展

よみうり文芸　短歌　片山　貞美　選　寄居町】　野口　大作 読売新聞 2008/9/5 よみうり文芸
寄居と加須でカメ発見　３日夜、寄居町富田の町道脇で、男子高校生１６）がワニガメ（体
長４５㌢）を見つけた。寄居署は飼い主を探している。

読売新聞 2008/9/5 ワニガメ



県スポーツ少年団柔道親善大会　第３０回スポーツ少年団柔道親善大会兼県民総合体
育大会少年の部は８月３１日、県武道館で小中学生男女約８４０人が参加して行われた。
［個人成績］【男子】▽小学５年　２大谷慎也（寄居警察署少年柔道教室）▽同9年　③杉
田敏也（男衾柔道クラブ）▽中学1年　③坂本京太（寄居警察署少年柔道教室）▽同３年
①小林翔（男衾柔道育成会）②小川雄大（同）③鈴木貴裕（同）【女子】▽小学１年　③大
谷彩実（寄居警察署少年柔道教室）▽同４年　③大谷麻稀（同）▽中学３年　②関口千春
（男衾柔道育成会）③橋本彩香（同）［団体成績〕【総合】③男衾柔道育成会３４点

埼玉新聞
スポーツ

2008/9/5 柔道

寄居　夢舞台　町民リレーエッセー　ＲＯＣＫ魂を元気に　高田　充　寄居町生まれ。３０
歳。蒟蒻製造販売の大黒屋商店の次期５代目にして、ロックバンド「ＪＡＤＡ×ＬＩＰ（ジェイ

埼玉新聞 2008/9/5 寄居夢舞台

ワニガメを捕獲　寄居町富田の町道で３日午後７時４０分ごろ、同長に住む男子高校生（１
６）がわにがめ７を見つけ、１１０番通報した。

朝日新聞 2008/9/5 ワニガメ

◎10面＝決勝大会に臨む精鋭を紹介　栄光の歴史　新たに第３０回県アマチュアゴルフ
選手権大会 　決勝が８日から２日間、岡部チサンカントリークラブ・美里コース（７０２７ヤー
ド、パー７２）で開催される。【決勝第１ラウンド組み合わせ】アウト７９名　イン８０名：組４　時
間：７：５２　金久保昭人（寄居）　◎11面＝【予選からの進出者】９会場１４５選手　８／１９

埼玉新聞 2008/9/7
アマチュアゴル
フ

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）石澤　無涯 埼玉新聞 2008/9/8 埼玉俳壇
「声」　教員の不正問題　大分だけか　無職　南部　敏明（埼玉県寄居町　７２） 朝日新聞 2008/9/8 ［声」
埼玉歌壇　沖ななも選　（寄居）長谷川　みち子、（同）松村　章子 埼玉新聞 2008/9/9 埼玉歌壇
全労済カップ争奪　第３３回　埼玉県スポーツ少年団少年軟式野球交大会　6，７の両
日、前５ブロックで行われ、東部が開幕。西、南部で各８チーム、北部と中央では各４チー
ムが県大会に名乗りを上げた。〇北部　（７日・寄居運動公園）３回戦と準々決勝の計、１
２試合が行われ、４強が出そろった。▽3回戦　折原イーグルス（寄居）８－４マッキーズ
（同）　▽準々決勝　折原イーグルス７－３妻沼ホーマーズ（6回コールド）

埼玉新聞
スポーツ

2008/9/9
小学生軟式野
球

子グマのヨリー人気者　県大宮公園小動物園　寄居で捕獲のツキノワグマ 埼玉新聞 2008/9/10 子グマのヨリー
外国人客誘う４２ツアー　女歌舞伎と温泉・芝桜と棚田・着物で川越散策…　外国人旅行
者にもっと埼玉を訪れてもらおうと自治体や民間事業所でつくる協議会が県内を巡る外
国人向けツアーの商品化に乗り出した。旅行者に商品を、委託１０日から予約の受付を
始める。　県推進協が旅行会社に委託　■ツアーの一例　○戦国時代の戦いを再現した
寄居北條まつりをに衣装を着て参加：寄居町：来年４月

朝日新聞 2008/9/10
県外客来訪促
進計画

短歌･俳句　■星野　光二選　寄居･小渕美津子、同・町田　節子 毎日新聞 2008/9/11 短歌･俳句
リトルシニア　＜北関東支部秋季大会＞リトルシニア関東連盟北関東支部秋季大会は６、
７の両日、所沢中央シニアグラウンドなどでＡ-Ｆの６組に分れて予選リーグ計３９試合が行
われた。　▽Ｃ組　（２勝１敗）５－２戸田東（２勝２敗）　東松山中央（２敗）０－１０寄居（３勝

埼玉新聞
スポーツ

2008/9/11 少年野球

ロケ舞台を訪ねて　ヨリイフイルムコミッション　映画「ノン子」地図作成　【寄居町】 埼玉新聞 2008/9/12 映画
今週のホームラン　９月７日＝杉山遼真２本（マッキーズ） 埼玉新聞

スポーツ
2008/9/12 少年野球

みどりと川の再生埼玉フォーラム　いま、私たちができること　かけがいのない自然環境を
生き物とともに守り育てる　埼玉県は、都市と田園の合わせ持つ「住みやすく環境にやさ
しいゆとりの田園都市　埼玉」の実現を目指して「みどりと川の再生」に取り組んでいる。県
民に関心を持ってもらおうと、７月３１日、上田知事と有識者が懇談する「みどりと川の再生
埼玉フォーラムイン寄居」が県立川の博物館と近くを流れる荒川を会場に開催された。

埼玉新聞 2008/9/12
　みどりと川の
再生埼玉
フォーラム

皆野寄居有料道通ると…　ブドウ農園入場料無料に　秩父の５農園　　埼玉県道路公社
は皆野寄居有料道路の領収書で、秩父地域の５つのブドウ農園の入場料が無料となるな
どのサービスを１３日から始める。ガソリン高で車の利用は減少傾向。利用促進と観光振

日本経済
新聞

2008/9/13
皆野寄居有料
道路

県警　秋の人事異動　【警部】藤野　雅徳　寄居署警務課長（杉戸署交通課長）
埼玉新聞 2008/9/13

県警秋の人事
異動

声失い再起励まされた　無職　新井　一久　７５　（埼玉県寄居町） 東京新聞 2008/9/14 投書
ユネスコ作品展（寄居）２０、２１日午前９時～午後４時、中央公民館。 埼玉新聞 2008/9/14 作品展
埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）石澤　無涯、（同）吉澤　紀子、（同）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2008/9/15 埼玉俳壇
肩をはらずに熱中できる趣味　寄居町・大野順一（６２歳） 埼玉新聞 2008/9/15 読者の声
関越道に遺体　１６日午後６時５０分ごろから、関越自動車道の花園―本庄児玉インター
チェンジ間でドライバーから「路上に人が倒れている」という１１０番が十数件相次いだ。県
警高速隊は、寄居パーキングエリア（寄居町用土）付近の下り線で人身事故があったとみ
て、上下線とも通行止めにして調べたところ、約１０㌔離れた上里サービスエルアに止め
たトラックの下から被害者と見られる遺体が見つかった。

読売新聞 2008/9/17 交通事故

昭和ほうふつ丸ポスト　深谷の西村さん寄居で写真展　各地に残る丸ポストを撮り続けて
いるアマチュア写真家の西村勝実さん（６９）=深谷市大沼＝の写真展が、寄居町の「かん
ぽの宿　寄居」で開かれている。

朝日新聞 2008/9/17 写真展

全労済カップ争奪　第３３回　埼玉県スポーツ少年団少年軟式野球交大会　１３、１４の両
日、東、南、北部の３ブロックで行われた。〇北部　（１４日寄居運動公園）準決勝、決勝
が行われた。３位は、秩父ドリームズと折原イーグルス（寄居）。▽準決勝　折原イーグル
ス３－１１皆野少年野球（５回コールド）　【個人賞】▽優秀選手賞　神田夏輝（折原イーグ

埼玉新聞
スポーツ

2008/9/18
小学生軟式野
球

俳句・短歌　俳句　■加藤　克巳選　寄居・町田　節子　俳句　■星野　光二選　同・町田
節子、同・小渕美津子

毎日新聞 2008/9/18 短歌・俳句

秋季高校野球【地区大会】（１８日・上尾市民ほか）南部が開幕し、４地区で各組１回戦の
２１試合が行われた。●北部　Ｆ組１回戦　寄居城北・川本０－１０熊谷（５回コールド）

埼玉新聞
スポーツ

2008/9/19 高校野球

町立図書館からエコの輪を　蔵書　リサイクル本、換金し募金…　家庭の不用品を有効活
用　【寄居】寄居町の町立図書館は、家庭で眠っている本を利用者に寄せてもらい有効

埼玉新聞 2008/9/19 町立図書館

ケースに遺体　二男書類送検　衣装ケースの中から女性の遺体が見つかった事件で、県
警捜査一課と寄居署は１８日、自殺した女性の二男（４１）を被疑者死亡のまま、死体遺棄
容疑でさいたま地検に書類送検した。

読売新聞 2008/9/19 犯罪

埼玉の基準地価　◇寄居町　（住）寄居天正寺１１９９－１１　5３（　５３）、（同）同茅苅４７３
－７　４８（　４８）、（同）富田広屋２９０１－１２　３３（　３３）、（同）用土鷹ケ谷戸2322－３　２１
（　２１）、（同）鉢形甘粕原1522－１１　２９（　２９）、（同）立原前耕地４５２－２　２０（２１）、
（商）同菅原１５４８－３　５３（　５４）、（商）同栄町　944－１　５９（　５９）、（準）同樋ノ下７１８
－１７　３７（　３７）　価格１平方㍍当たり単位１０００円。（　）内前年価格。※　同一記事（東

朝日新聞 2008/9/19 基準地価

◇秋季高校野球県大会地区予選（１８日、岩槻川通公園球場など）　▽北部地区１回戦
熊谷１０－０寄居城北・川本（５回コールド）

朝日新聞 2008/9/19 高校野球

関越道の遺体は寄居の３１歳女性　跳ねた車両の特定急ぐ　寄居町の関越自動車道寄
居パーキング付近で１８日夕、複数の通過車両にはねられたとみられる遺体が見つかっ
た事件で、遺体の身元は現場近くに住む、同町の女性（３１）と判明したと、県警は１８日

朝日新聞 2008/9/19 交通事故



◇秋季高校野球県大会地区予選（１８日、越谷市民球場など）　▽１回戦【北地区】　熊谷
１０－０寄居城北・川本（５回コールド）

毎日新聞 2008/9/19 高校野球

闘う君に追い風が　吹くように　誰もし知らない君の頑張りに。　待望のニュー・シングル
は、闘う君に送る一通の手紙　馬場俊英　いつか君に追い風が　２００８年10月22日発売

朝日新聞 2008/9/20 馬場俊英

高井さん（寄居城北高）　１日寄居署長に　秋の交通安全運動　寄居町寄居の同町総合
体育館前で１９日、秋の交通安全運動　の出陣式が行われた。

東京新聞 2008/9/20
秋の交通安全
運動

第３２回県北中学生バスケットボール大会　８月２３、２４、３０日に熊谷市民体育館などで
行われた。【男子】▽１回戦　熊谷東７２－５２寄居城南、熊谷富士見１０５－２１寄居

さいやま報
知

2008/9/21
バスケットボー
ル

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉澤　紀子、（同）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2008/9/22 埼玉俳壇
埼玉歌壇　沖ななも選　（寄居）長谷川　みち子、 埼玉新聞 2008/9/23 埼玉歌壇
母親の死体遺棄　懲役１年を求刑　＜埼玉＞母親の遺体を衣装ケースに入れ、寄居町
の雑木林に捨てたとして死体遺棄罪に問われた事件。

産経新聞 2008/9/23 犯罪

短絡的と三男に懲役１年求刑　寄居・死体遺棄　事件公判　寄居町の町道脇でイショウ
ケースに入れられた女性の遺体が見つかった事件で。

毎日新聞 2008/9/23 犯罪

寄居の交通安全ドール　携帯かけて運転ダメ　熊に乗った金太郎がＰＲ　秋の全国交通
安全運動に合わせて、大里郡寄居町桜沢の１４０号の、交差点に町民手作りの交通安全
啓もうドールが姿を見せている。毎年春と秋に勢作しているもので、今回が５６体目。

埼玉新聞 2008/9/24 交通安全

ベルク　鷲宮に来月出店へ　各地で目立つ積極展開　東証二部の食品スッパー「ベル
ク」（寄居町）、１０月下旬に大型ショッピングセンター「ベスタ東鷲宮店」を開店する。

埼玉新聞 2008/9/24 商業

歌壇　沖　ななも選　（寄居）安良岡正二 朝日新聞 2008/9/25 歌壇・俳壇
短歌・俳句　俳句　■星野　光二選　寄居・町田　節子 毎日新聞 2008/9/25 短歌・俳句
寄居城南中が優勝　【ソフトバール】■平成２０年度埼玉県西北部地区選抜中学校女子
ソフトボール大会第３回石川杯（８月３１日、坂戸市北坂戸中学校）【決勝トーナメントの記
録】▽準決勝　小川欅台中０－６寄居城南中　▽決勝　秩父第一中０－７同　【予選トー

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポ）

2008/9/25 ソフトボール

「町職員への処分重すぎる」　地裁　寄居町に取り消し命令　懲戒処分を受けたことは不
当だとして、寄居町教育委員会の元生涯学習課長の男性（６３）が教委と町相手に処分
取り消しと損害賠償を求めていた裁判の判決が２４日、さいたま地裁であった。

朝日新聞 2008/9/25
町職処分（裁
判）

寄居元課長への処分取り消し命令　地裁判決 毎日新聞 2008/9/25 町職処分（裁
懲戒処分取り消し命じる　さいたま地裁寄居町教委に　「元課長の停職重い」　寄居町教
育委員会の元生涯学習課長が、自身が受けた懲戒処分の取り消しと一千万円の国家賠
償などを求めた訴訟の判決で、さいたま地裁の遠山広直裁判長は２４日、同教委に対し、
懲戒処分の取り消しと五十万円の支払いを命じた。

東京新聞 2008/9/25
町職処分（裁
判）

文化愛する心広がって　ユネスコ作品展　古人遺墨展　町民の絵画など展示　【寄居】文
化芸術の振興とユネスコ活動の普及を目指して、寄居地方ユネスコ協会は、「第３０回ユ
ネスコ作品展」を寄居町中央公民館で２０、２１日に開催した。

埼玉新聞 2008/9/26 作品展

丸型ポスト写真展と郵便展（寄居町）　かんぽの宿寄居で１０月２０日（月）まで開催されて 埼北よみう 2008/9/26 写真展
有料道路の領収書でぶどう園が入場無料　県道路公社が連携　県道路公団は、皆野寄
居有料道路を利用した当日の領収書を提示すると、タイアップした秩父市のブドウ農園の
入場料（二百円）が無料になる取り組みを始めた。観光施設の多い秩父地域と連携して、
原油高騰で落ち込む交通量を増やそうとする新たな試み。

埼玉新聞 2008/9/28
皆野寄居有料
道路

◆おもしろこわ～い落語芝居「播州皿屋敷」（寄居）１０月４、５，１１、12、、１３、鉢形のアク
トスペース鉢形。午後２時、６時３０分開演。チケットはおとな２５００円、中学生以下１５００
円。問い合わせは劇団お伽座（℡０４８－５８１－７４４９）

埼玉新聞 2008/9/28 公演

●ワゴン車と衝突し軽トラックの男性死亡　２７日６時３５分ごろ、深谷市小前田の市道で。
寄居署の調べでは、現場は片側車線で信号機のある交差点。事故原因を調べている。

朝日新聞 2008/9/28 交通事故

●深谷で死亡事故　２７日朝、深谷市小前田の市道交差点で。（寄居署発表） 読売新聞 2008/9/28 交通事故
ニュウース２４時　深谷・ワゴン車同士が衝突し、男性死亡　２７日、午前６時半ごろ、深谷
市小前田の市道交差点で。（寄居署発表）

毎日新聞 2008/9/28 交通事故

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）石澤　無涯、（同）吉澤　紀子、（同）福島　信一 埼玉新聞 2008/9/29 埼玉俳壇
埼玉歌壇　　沖ななも選　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2008/9/30 埼玉歌壇
葬儀代なく母の遺体遺棄　三男に有罪判決　地裁　母の遺体を衣装ケースに入れて遺
棄したとして、死体遺棄の罪に問われた事件。判決が２９日、さいたま地裁であり。

埼玉新聞 2008/9/30 犯罪

母の遺体を放置三男に有罪判決　さいたま地裁　埼玉県寄居町の町道脇に母の遺体を
放置したとして、死体遺棄罪に問われた事件。

毎日新聞 2008/9/30 犯罪

病死の母遺棄に有罪　寄居の事件　地裁判決　「生きて弔いを」　被告（３９）に対し、さい
たま地裁は２９日、「実母である死者に対する愛情がみじんも感じられず、家族として許さ
れない言語同断の所業」として、懲役１年執行猶予４年の判決を言い渡した。

朝日新聞 2008/9/30 犯罪

衰弱死の母遺棄　三男に有罪判決　寄居町の雑木林に今年７月、衰弱死した母の死体
を遺棄したとして遺棄罪に問われた事件。

読売新聞 2008/9/30 犯罪

母親遺棄の三男ひ有罪　＜埼玉＞母の遺体を衣装ケースに入れ、寄居町の雑木林に捨
てたとして死体遺棄の罪に問われた事件。

産経新聞 2008/9/30 犯罪

葬儀代なく母の遺体遺棄　被告に有罪　地裁　葬儀代がないため寄居町の山林に衰弱
死した母の遺体を捨てたとして、死体遺棄罪に問われた事件。

東京新聞 2008/9/30 犯罪

短歌・俳句　■加藤　克巳選　寄居・高橋　達男、同・町田　節子　俳句　■星野　光二選
同・小渕美津子、同・町田　節子

毎日新聞 2008/10/2 短歌・俳句

９月１日現在の県内市区町村別推計人口（県統計課調べ）市町村：寄居町　世帯数１３,５
０６　人口（総数：３６，４１５　男：１８，０２５　女：１８，３９０）

埼玉新聞 2008/10/3
県内市区町村
別推計人口

〇サッカー　県社会人リーグ　【３部】（北部＝第９節、２８日・寄居三ケ山緑地グラウンドほ
か）立正大学ＦＣ９６　３－１ＦＣ　Ｏ　ｔｉｍｏ寄居　◇サッカー　県シニア４０北部リーグ第１１
節（２８日・古河スカイグラウンド）めぬま２－１寄居

埼玉新聞
スポーツ

2008/10/3 サッカー

秋の夜長に怪談いかが　劇団お伽座　あすから落語芝居上演　【寄居】落語芝居「播州
皿屋敷」を同町鉢形のアクトスペース鉢形で４日から上演する。

埼玉新聞 2008/10/3 落語芝居

歌と踊りの発表会２５９人が出演　寄居　寄居町の歌と踊りのグループ「行きがい会」はこ
のほど、同町の寄居の中央公民館で第５回発表会を開いた。

埼玉新聞 2008/10/3
歌と踊りの発表
会

「寄居発」の映画完成　ＰＲにも地元一役　自転車リレー・ロケ地図作り　「ノン子３６歳（家
事手伝い）」寄居町を中心とする県北でオールロケが行われた映画　「ノン子３６歳（家事
手伝い）」が完成した。　年末の一般公開に先立ち、１８日から熊谷市のワーナー・マイカ
ル・シネマズ熊谷で限定先行上映が行われる。

朝日新聞 2008/10/4
映画（寄居を舞
台に）

埼玉俳壇　今月の選者　阿部　完市氏　（寄居）石澤　無涯、（同）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2008/10/6 埼玉俳壇



母から、乳幼児から性教育学ぶ　寄　居　「子どもに性を伝えるって、どういうこと？」と題し
た講演会がこのほど、寄居町中央公民館で行われた。主催は子育てネットワーク寄居
で、集まった乳幼児連れの母親ら約４０人が乳幼児から小学生に語る性教育について学
んだ。（講師＝日本助産師会埼玉県支部熊谷地区の助産婦、久保田まどかさん）

埼玉新聞 2008/10/7
講演会（性教
育）

県トラック協会　県絵画コンクール　「ぼく、わたしが想う安全で安心な環境にやさしいト
ラック～こんなトラックあったらいいな～」をテーマにした第５回児童絵画作品コンクールの
入賞者が決まった。今回は県内各地かの小学校から昨年を上回る４，９０５点の応募が
あった。入賞者は次通り　▽埼玉県トラック協会長賞＝的場杏介（寄居町立男衾小５年）

埼玉新聞 2008/10/9
児童絵画コン
クール

渥美大童の版画展示　熊谷商工組合寄居支店　棟方志功の作品も　【寄居】寄居町桜
沢の熊谷商工信用組合金寄居支店で、版画家の渥美大童さん（96）版画展が開かれて

埼玉新聞 2008/10/10 版画展

寄居でロケの映画　１８日から先行上映（熊谷市）　今年６月に寄居町（一部秩父市）でロ
ケが行われていた映画が、１０月１８日（土）から全国に先駆けてワーナーマイカルシネマ
ズ熊谷で２週間の予定で上映される。

埼北よみう
り

2008/10/10
映画（寄居を舞
台に）

きのこの世界を展示　（寄居町）　きのこに関する展示会「きのこノート―森をさせる菌の華
―」が、寄居町の埼玉県立川の博物館で開催されている。展示会は１１月１６日（日）ま

埼北よみう
り

2008/10/10
県立川の博物
館

短歌・俳句　俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子、同・町田　節子 毎日新聞 2008/10/11 短歌・俳句
★寄居で連続不審火　１０日午前１時４５分ごろ、寄居町立原の町道に駐車していた男性
運転手の４トントラックから出火、トラックを全焼した。

東京新聞 2008/10/11 犯罪（不審火）

▽瑞宝双光章（１３０人）◇消防功労　加藤　　進６９元　寄居地区消防組合消防監　　寄
居　▽瑞宝単光章（１１９人）◇防衛功労　大久保義勝６１元３等陸尉　　同　※同一記事
（日本ｊ経済新聞　34面、東京新聞　２４面、ン毎日新聞　22面）

埼玉新聞 2008/10/11 叙勲

◆寄居で連続不審火災　１０日午前１時４５分ごろ、寄居町立原の町道で、路上駐車して
いた川越市の運輸会社所有の４トントラックから出火し、同トラック１台を全焼した。

埼玉新聞 2008/10/11 犯罪（不審火）

闘う君に追い風が吹くように　馬場俊英からの手紙　第2回～向かい風　2008年１０月22
日発売

朝日新聞
（夕刊）

2008/10/11 馬場俊英

埼玉俳壇　阿部　完市選　（寄居）石澤　無涯 埼玉新聞 2008/10/13 埼玉俳壇
投稿　政権交代の是非―テーマ投稿　省庁、官僚の体質改善を　寄居町・大野順一（６ 埼玉新聞 2008/10/13 投稿
◆２㌧トラックが全焼（寄居）１２日午前２時４５分ごろ寄居町用土の駐車場で、駐車して
あった２㌧トラックから火が出ているのを近くの男性が発見、１１９番通報した。トラックは全

埼玉新聞 2008/10/13 犯罪（不審火）

寄居・トラック全焼　１２日午前２時４５分ごろ、寄居町用土の歯科医院駐車場で、駐車中
の２㌧トラックが燃えている近所の住民が見つけて１１９番通報した。トラックは全焼し。

毎日新聞 2008/10/13 犯罪（不審火）

●寄居で車両火災　１２日午前２時４５分ごろ、寄居町用土の歯科医院駐車場で、とめて
あった２㌧トラックから失火し、全焼した。

朝日新聞 2008/10/13 犯罪（不審火）

サッカー県社会人リーグ　【３部】（北部＝第１１節、１２日・ｊ上里宮グラウンドほか）熊谷セ
ントラルＦＣ３－２ＦＣ　Ｏtimo寄居　◇サッカー　件シニア４０北部リーグ第１２節（１２日・寄
居ホンダグラウンド）松山Ｐ 3-0寄居

埼玉新聞 2008/10/15 サッカー

深まる秋　寄居で「お月見の会」　寄居町鉢形の国史跡「鉢形城跡」三の丸で１１日、十三
夜の月をめでる「お月見の会」が開かれ。

東京新聞 2008/10/15
鉢形城（お月見
の会）

ラグビー　東日本中学ラグビー県予選【１０月１２日、熊谷市】第２８回東日本中学校ラグ
ビー大会埼玉県予選１２日から熊谷市の荒川緑地公園ラグビー場で始まり。【対戦トーナ
メントの記録】深谷南中８１－７寄居中

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポ）

2008/10/16 ラグビー

県内２７万人天引き　後記高齢者医療制度２２市町で誤徴収　語徴収のあった県内自治
体は次の通り　市＝１５、町＝７（寄居町）

埼玉新聞 2008/10/16
後期高齢者医
療制度

俳句■星野　光二選　寄居・町田　節子、同・福田 　秋子 毎日新聞 2008/10/16 俳句・俳句
ビニールハウスもＬ　１５日未明、寄居町折原、農業松本雅夫さん所有のビニールハウス 読売新聞 2008/10/16 犯罪（不審火）
よみうり文芸　短歌　片山　貞美　選　寄居町　野口大作 読売新聞 2008/10/17 よみうり文芸文
◆寄居の関越道で車全焼　１６日午前８時１４分ごろ、寄居町の関越自動車道下り線で。 埼玉新聞 2008/10/17 車火災
えとの丑テーマに木目込み人形教室　中央公民館　【寄居】　１０月１日から全５回の予定 埼玉新聞 2008/10/17 中央公民館
名水紀行－６－　日本水（寄居）　巨岩からわく霊水

埼玉新聞 2008/10/17
日本水（名水紀
行）

不審火、３カ月で９件　寄居　ビニールハウスや車焼く　今年に入り１３件 埼玉新聞 2008/10/17 犯罪（不審火）
全労済カップ争奪第３２回県スポーツ少年団小学生軟式野球交流大会の県大会が「１０
ツキ１９、２５（一部２６）、１１月８日の３日間、吉見総合運動公園野球場、県営大宮公園野
球場で行われる。　県大会出場３２チーム　［北部ブロック］折原イーグルス　（寄居）

埼玉新聞 2008/10/18
小学生軟式野
球

寄居、熊谷で撮影の「ノン子３６歳」　熊谷で先行上映　坂井さんら舞台あいさつ
埼玉新聞 2008/10/19

映画「ノン子３６
歳」

寄居　車に放火容疑、男逮捕　連続不審火事件にｊ関与か　寄居署は１８日、道路に駐車
していたトラックに火をつけたとして、器物損壊の疑いで大里郡寄居町鉢形、農業男性容
疑者（５８）を逮捕した。寄居町内で連続していた他の不審火との関連も調べている。

埼玉新聞 2008/10/19 犯罪（不審火）

寄居周辺　不審火１０件　７月以降、車などに　寄居周辺で、車やビニールハウスなどが
燃える不審火が増えている。　１８日未明のトラック全焼　町内の容疑者を逮捕　※同一記
事掲載(読売新聞　３３面、毎日新聞　２２面、東京新聞　２２面）

朝日新聞 2008/10/19 犯罪（不審火）

寄居、秩父でロケ先行上映　寄居町と秩父市を舞台に６月に撮影された、三十路女性の
青春恋愛映画「ノン子の３６歳」が完成。１２月の封切りを前に地元のワーナー・マイカル・
シネマ熊谷（熊谷市）で１８日、先行上映され。

読売新聞 2008/10/19
映画「ノン子３６
歳」

埼玉俳壇　阿部　完市選　（寄居）石澤　無涯 埼玉新聞 2008/10/20 埼玉俳壇
秩父路１０５１人疾走　第３８回小鹿野ロードレース大会が１９日、小鹿野町役場前から同
町三山地内往復コースで行われた。　各部門の優勝者は次の通り　【３㌔】▽中学１年男
子　内田健太（寄居・寄居城南中）９分５９秒

読売新聞 2008/10/20 ロードレース

全労済カップ争奪　第３３回　埼玉県スポーツ少年団　小学生軟式野球交流会　１９日、
吉見運動公園野球場で東西南北中央の各ブロック予選を勝ち抜いた３２チームが参加し
て開幕。▽１回戦　折原イーグルス（寄居）０－１新小少年野球（狭山）

埼玉新聞
スポーツ

2008/10/20
小学生軟式野
球

短歌■加藤　克巳選　寄居・高橋　達男　俳句■星野　光二選　同・町田　節子 毎日新聞 2008/10/23 短歌s・俳句
リトルシニア　＜北部ブロックリーグ＞　リトルシニア関東連盟北関東支部の北部ブロック
リーグは１９日、寄居高校で１試合が行われ全日程が終了。宇都宮が寄居との最終戦を５
－２で快勝し。宇都宮９勝１敗５－２寄居５勝５敗　「最終成績」⑦寄居（５勝５敗）

埼玉新聞 2008/10/23 少年野球

「ノン子」先行上映中　寄居町と秩父市で全編撮影された映画「ノン子３６歳」が、１２月の
全国公開。　※この記事の掲載は、東京新聞の埼玉中央版に掲載。埼玉版に掲載なし。

東京新聞 2008/10/23
映画「ノン子３６
歳」

名水紀行－７－　仙元名水（寄居）　守り継ぐ　母なる水　（寄居町三品の猪倉地区）
埼玉新聞 2008/10/24

名水紀行（仙元
名水）



米国詩人が日本語語る　来月２３日　【寄居」】日本語で試作を続けている米国人、アー
サー・ビナードさんを招いた「読書講演会」「日本語の新旧を問う」が１１月２３日、寄居町
寄居の町立図書館で開かれる。

埼玉新聞 2008/10/24
町立図書館（読
書講演会）

地場産うどん知事が太鼓判　県北４市町「とことん訪問」　上田清司知事が県内各地の現
場を訪ねる「とことん訪問」　が２３日、熊谷など県北」４市町で行われた。　今回が３６回
目。熊谷市、本庄市、上里町、寄居町を巡り。

埼玉新聞 2008/10/24 とことん訪問

紅葉狩りに行こう！①　ハイキングコース沿いに紅葉　中間平緑地公園（寄居町） 埼北よみう 2008/10/24 紅葉狩り
秋晴れの下、快走！　小鹿野ロードレース大会　第３８回小鹿野ロードレース大会　が１９
日。　各部門優勝者は以下のとおり【３km中学１年男子】内田健太

埼北よみう
り

2008/10/24 ロードレース

小学生が舞を披露　（寄居町）　寄居町桜沢地区の八幡大神社で秋季例大祭が行われ
地元桜沢小学校の女子児童６人が浦安の舞を披露。

埼北よみう
り

2008/10/24 舞

県教育局は２３日、２００９年度の公立高校の募集人員を発表した。　２００９年度公立Ｊ高
校生徒募集人員　【総合学科】寄居城北　男・女：共　募集人員：240　転編入枠：3　※同
一記事の掲載（埼玉新聞　１２面、朝日新聞　３０面）

読売新聞 2008/10/24
公立高校生徒
募集人員

川原温泉再訪したい　主婦　粕谷　タマ　７０(埼玉県寄居町） 東京新聞 2008/10/26 投稿
埼玉俳壇　阿部　完市選　（寄居町）石澤　無涯、（同）大野　順一、（同）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2008/10/27 埼玉俳壇
パトカーに衝突　男２人逮捕　公務執行妨害　上尾署は２６日、公務執行妨害の現行犯
で大里郡郡寄居町鉢形、無職男（３３）と同町用土、派遣社員男（２６）を逮捕した。

埼玉新聞 2008/10/27 犯罪

ひったくり犯カーチェイス　２６日午後１時４０分頃、上尾市小泉の路上で、黒いワンボック
スカーに乗った男らにバックをひったくられたと、市内の女性（７１）から１１０番通報があっ
た。上尾署員が駆けつけ、パトカーと県警航空隊のヘリコプターで追跡した。　寄居町鉢
形、無職男（３３）と同町用土、派遣社員男（２６）の両容疑者を公務執行妨害の現行犯逮

読売新聞 2008/10/27 犯罪

神秘的な美しさ白馬連山に魅了　寄居町・大野幸子（６１歳） 埼玉新聞 2008/10/27 投稿
車追走３０分２人逮捕　公務執行妨害の疑い　上尾署は２６日、車をパトカーに追突させる
などして逃げたとして、寄居町鉢形の無職男（３３）、同町用土の派遣社員男（２６）両容疑
者を公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕したと発表した。

朝日新聞 2008/10/27 犯罪

埼玉歌壇　杜澤光一郎選　　（寄居）中里　佐和、 埼玉新聞 2008/10/28 埼玉歌壇
１０５１人健脚を競う　小鹿野ロードレース　「第３８回小鹿野ロードレース大会」が小鹿野町
役場前を発着点に１９日開かれ、１５部門に計１５１１人が参加、健脚を競った。▽３㌔中学
１年男子＝内田健太（寄居・城南）９分５９秒

埼玉新聞 2008/10/28 ロードレース

短歌■加藤　克巳選　寄居・高橋　達男　俳句■星野　光二選　同・小渕美津子 毎日新聞 2008/10/30 短歌・俳句
米国ホンダ城下町　［小川町長の視察紀行（上）］小川町は2009年ホンダのエンジン工場
が稼働する。寄居町に１０年稼働予定のホンダ新工場とともに地域経済を活性化の核とし

埼玉新聞 2008/10/30 企業誘致

よみうり文芸　川柳　岡部　美雄　選　寄居町　町田　節子 読売新聞 2008/10/31 よみうり文芸
手作りスカリ主婦が展示　秩父で始まる　「二人のスカルイ展」が１０月３０日～１１月３日ま
で。秩父市大宮の同市芸術文化館で。展示しているのは、いずれも寄居町桜沢に住む
岸ケサ子さん（６２）と浅見京子（６４）。

東京新聞 2008/10/31 展示会（スカリ）

背負い袋「スカリ」３０点　秩父」で２人展　来月３日まで　山で働く人たちがｓ背負い袋とし
て昭和３０年代まで多く使っていた珍しい手芸品「スカル」の２人展が３０日、秩父市大宮
の市芸術文化会館で始まった。寄.居町桜沢の元高校教諭、岸ケサ子さん（６２）と主婦、
浅見京子さん（６４）が、伝統の技を受け継ぎ２０年間勢作した自信作３０点を展示。

毎日新聞 2008/10/31 展示会（スカリ）

ノン子もお勧めです　行田のＢ級グルメ大会　人気のもつ煮が参加　【寄居】行田の古代
蓮の里で行われる「Ｂ級グルメ大会」に、寄居町からもつ煮が参加する。同町で撮影した
映画「ノン子３６歳」で主人公を演じた女優の坂井真紀さんも気に入ったという名物。

埼玉新聞 2008/10/31 Ｂ級グルメ大会

県スポ少野球北部ブロック結成記念大会　第２７回スポーツ少年団北部ブロック結成九年
大会は、２６日までに上里町忍保パブリック公園野球場で決勝戦まで行われ。▽２回戦
花園（深谷）２－１寄居ビクトリーズ、本庄リトルギャガーズ５－１２マッキーズ（寄居）（５回
コールド）▽準々決勝　上里コンドルズ２－５マッキーズ（６回コールド）、マッキーズ０－１６

埼玉新聞
スポーツ

2008/10/31 少年野球

私の転機―ＶＯＬ10前編　確かなものが何もない時　歩きながら何度もつぶやいた「がん
ばれ」の言葉　●シンガー・ソングライター　馬場俊英

朝日新聞 2008/10/31 私の転機

地震ハザードマップ　２５市町村未着手　県、作成目標に届かず　県内町村の地震ハ
ザードマップ作成状況　作成未着手＝寄居町

朝日新聞 2008/10/31
地震ハｓザード
マップ

俳句　東城伸吉選　▽入選　（寄居）石澤　邦彦、（同）山田　静子、（同）吉澤　紀子、
（同）鈴木　こう、（同）鷲見　晴子

お茶の間
ジャーナル

2008/11/1 俳句

０９３月中学卒業予定者の進路希望状況０８１０月現在（県教育局調べ）　全日制課程　専
門学科・総合学科　◎寄居城北　〇総合学科　共　募集学級：6　　募集人員ａ：240　転
編入枠ｂ：３　ａ－ｂ（Ａ）：２３７　進学希望者（男：69女：127　計196（Ｂ）　競争率Ｂ/Ａ：１．６
０　昨年同期競争率：1.58　※同一記事掲載（東京新聞２２面、読売新聞３２面、毎日新聞

埼玉新聞 2008/11/1 進路希望状況

男子第５９回全国高校駅伝県予選　都大路目指す６６校【４】９日号砲、松山高―森林公
園　◎鳩山（159）　５区：坂本　靖幸　２年　（寄居城南）、７区：松山　健吾　１年　（同）
◎東農大三（173）　６区：伊藤　銀河　２年（寄居男衾）

埼玉新聞 2008/11/2 高校駅伝

埼玉俳壇　今月の選者　星野　光二氏　（寄居）吉澤紀子、（同）吉澤　祥匡、（同）石澤 埼玉新聞 2008/11/3 埼玉俳壇
男子第５９回全国高校駅伝県予選　都大路目指す６６校【５】９日号砲、松山高―森林公
園　◎武蔵越生（６３）　１区：設楽　啓太　２年（寄居男衾）、３区：設楽　悠太　２年（同）、
４区：小山　　司（同）　２年（同）

埼玉新聞 2008/11/3 高校駅伝

力作ぞろい１６０点展示　あすまで本庄で麓原展　本庄市内に事務所を置く絵画団体・麓
原会（ろくげんかい）による公募第６１回麓原展が２日、同市立本庄西小学校体育館で始
まった。今回、麓原賞には寄居町の高栁頴子さん（６３）の作品「古の風」が決まった。

埼玉新聞 2008/11/3 絵画展

秋の叙勲　喜びの受章者　０８年秋の叙勲受章者が３日付で発表された。【旭小紋章】▽
石渡勲（75）寄居　【瑞宝双光章】▽清水薫（８４）同　※同一記事掲載（日本経済新聞３０
面、朝日新便２９面、東京新聞、埼玉新聞３面、読売新聞２５面）

毎日新聞 2008/11/3 叙勲

埼玉歌壇　今月の選者　関田　史郎氏　（寄居）中里　佐和 埼玉新聞 2008/11/4 埼玉歌壇
女第２０回全国高校駅伝県予選　都大路目指す４０校【上】９日号砲、松山高―森林公園
◎松山女（６）補：栗田　菜月　２年（寄居）

埼玉新聞 2008/11/5 高校駅伝

ロードレース　第３８回小鹿野大会　（１０つき１９日・小鹿野町役場前発着）≪優勝者は１０
月２０日県版に掲載≫◇１㌔▽小学女子②野沢梓（城南ク）　◇３㌔▽中学１年男子②高
田拓哉（寄居城南中）　◇５㌔▽高校女子②桑原弘子（寄居ヒロク）

読売新聞 2008/11/5 ロードレース

高齢者叙勲（１１月１日）▽瑞宝双光章　吉田幸太郎氏（元川本町立川本北小学校長）寄 読売新聞 2008/11/5 叙勲
短歌・俳句　　俳句■星野　光二選　寄居・町田　節子、同・小渕美津子 毎日新聞 2008/11/6 短歌・俳句
森の個性派ズラリ　寄居・川の博物館　１６日までキノコ展　寄居町小園の県立川の博物
館で企画展、「きのこノート―森をさあえる菌の華―」が１６日まで開かれている。

埼玉新聞 2008/11/6 川の博物館



よみうり文芸　短歌　片山　貞美　選　寄居町　町田　節子、俳句■岡田　日郎　選　同 読売新聞 2008/11/7 よみうり文芸
「未来の自分」を発表　ドリームマップ作り授業　男衾中　【寄居】自分の将来の夢を紙に
まとめて発表する「　ドリームマップ」授業が、寄居町と富田の町立男衾中学校５日行われ
た。進路指導の一環として地元の研修会社の協力で実現した。

埼玉新聞 2008/11/7 夢

１０月１日現在の県内市町村別推計人口（県統計課調べ）　市町村：寄居町　世帯数：１
３，５２１　人口（総数：３６，４０４　男：１８，０２５　女：１８，３７９）

埼玉新聞 2008/11/8 推計県人口

情報　クリップ　武蔵野銀行１１月ロビー展　【２８日まで】寄居　はぐくみ園　書道展 埼玉新聞 2008/11/8 情報　クリップ
あす号砲　全国高校駅伝県予選　男子５９回、女子２０回全国高校駅伝県予選は９日、男
子は昨年のエントリー数から５校増えた66校、女子は増減なしの４０校が参加して、東松
山市の松山高校―森林公園コースで行われる。　［武蔵越生］　設楽兄弟（男衾中卒業

埼玉新聞
スポーツ

2008/11/8 高校駅伝

〇柔道　（８日）　（第１日・県武道館）　男女個人の計１４階級の決勝が行われ。【女子】個
人７０㌔超級準決勝　小針（埼玉榮）　優勢　杉田（寄居男衾）

埼玉新聞
スポーツ

2008/11/9
中学新人大会
（柔道）

「日本語の新旧」テーマに講演　日本語で詩作のＡ・ビナードさん　米国人の詩人、アー
サー・ビナードさんを招いた講演会が２３日、寄居町の町立図書館で開かれる。　２３日、

朝日新聞 2008/11/9
町立図書館（講
演会）

埼玉歌壇　関田　史郎　選　（寄居）中里　佐和 埼玉新聞 2008/11/11 埼玉歌壇
現代の名工に５人　様々な産業分野で優れた技術を持つ「現代の名工」が１０日、発表さ
れた。県内から５人の職人が選ばれた。表彰式は１１日、東京都港区の明治記念館で行
われる。宮大工の戸部征三さん（６６）（寄居町）

読売新聞 2008/11/11 名工

現代の名工１５０人　県内から５人　▽宮大工の戸部征三さん＝大里郡寄居町 朝日新聞 2008/11/11 名工
第２０回東松山少年野球連盟会長杯争奪戦は９日、県内外３２チームが参加して開幕し
た。▽１回戦　寄居マッキ５－４岡部野球ス

東京新聞 2008/11/11 少年野球

全国高校駅伝　県予選会　９日、県立松山高校（東松山市）―森林公園（滑川町・熊谷
市）コースで開催され。第５９回県高校男子駅伝競走大会の成績　④武蔵越生　１区（１０
㌔）設楽啓（男衾中卒業生）②３０：０９　３区（８．１０７５㌔）設楽悠（同）②１：０３：４７②２４：
２５　４区（８．０８７５㌔）小山（同）③１：２９：２７④２５：４０

毎日新聞 2008/11/11 高校駅伝

全国高校駅伝　県予選会　９日。男子　武蔵越生は1区設楽啓、3区設楽悠の兄弟で2位
に浮上したが後半伸びなかった。

埼玉新聞
スポーツ

2008/11/11 高校駅伝

ソフトボ＾ル　【10月30日、毛呂山】平成20年度中学校新人体育大会兼県民総合体育大
会ソフトボールの準決勝、決勝が毛呂山町大類ソフトボールパークで行われ。【ベスト１６
の記録】寄居城南中６－３さい内谷中　▽準々決勝　（10月29日）寄居城南中２－５狭山

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポ）

2008/11/12 ソフトボール

俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子 毎日新聞 2008/11/13 短歌・俳句
●埼玉　★寄居みかん山観光みかん園（寄居町風布・金尾、秩父鉄道波久礼駅徒歩３０ 東京新聞 2008/11/13 ミカン狩り
●小学生を脅した容疑で　寄居署は１１日、深谷市武蔵野パート従業員男容疑者（４２）を
暴行と脅迫の容疑で逮捕した。１１日夕、寄居町内で近くの公園で ※同一記事（朝日新

読売新聞 2008/11/13 犯罪

よみうり文芸　俳句　岡田　日郎　選　寄居町　町田　節子 埼玉新聞 2008/11/14 よみうり文芸
埼北　グルメ情報　２　日本料理　喜楽　℡０４８－５８１－０２００ 埼北よみう 2008/11/14 グルメ情報
老若男女が　新スポーツを楽しむ（寄居町）寄居町のアタゴ体育館で１０月２６日、「第１回
カロリーング親善大会」が行われ、町内３６チーム１０８人が参加し腕を競った。カロリーン
グは氷上のスポーツ「カーリング」を体育館などの床の上で行うもので。

埼北よみう
り

2008/11/14 カﾛーリング

地場産だから新鮮！安心！埼北の旬！その９　みかん（寄居町・東秩父村） 埼北よみう 2008/11/14 ミカン
寄居日和　渡辺恭伸　ぶらっと再発見紀行　映画の跡　寄居にはかって映画館があった
と懐かしそうに町の人が語るのを、幾度か聞いて、「銀映建材」訪ねた、加藤茂雄さんは
転業しても映画館の名前を残し、映画館の建物を残したまま建材置き場として使ってい

埼玉新聞 2008/11/14
寄居日和（映
画）

「第７６回埼玉駅伝競走大会（中学校の部）」が１５日、熊谷市上川の熊谷スポーツ文化公
園で開かれた。　１１位以下の成績　■男子　（３１）寄居城南

読売新聞 2008/11/16 県駅伝(中学）

全国高校ラグビー埼玉大会(１５日・熊谷ラグビー場　最終日は決勝が行われ、深谷が浦
和を１３－０で下し、３年ぶり２度目の玉座に返り咲いた。　篠原（寄居中の卒業生）、千金

埼玉新聞
スポーツ

2008/11/16 ラグビー

第８８回全国高校ラグビー大会県予選は１５日、熊谷市の県営熊谷ラグビー場で決勝戦
が行われ、深谷が１３－０で浦和を下し３年ぶり２度目の優勝を果たした。－前半２０分、深
谷・篠原正悟（寄居中の卒業生）が先制のトライ－

読売新聞 2008/11/16 ラグビー

全国高校ラグビー第８８回全国高校ラグビー大会県予選　県大会決勝　深谷、２年ぶり優
勝　　深谷の篠原（寄居中の卒業生）

毎日新聞 2008/11/16 ラグビー

埼玉俳壇　星野光二　選　（寄居）石澤　無涯、（同）吉澤　祥匡、（同）吉澤　紀子 埼玉新聞 2008/11/17 埼玉俳壇
閉店狙い９３０万円奪う　２人組、警備員縛り逃走　寄居のスーパー　１６日午後１１時１５分
ごろ、大里郡寄居町桜沢のスーパーマーケット「ベイシア寄居北店」で。　※同一記事掲
載（産経新聞　２３面、東京新聞　　２２面）

埼玉新聞 2008/11/18 犯罪

ん・んまい。　純手打ち讃岐うどん「イーハトーボ」生ひやしうどん　大５００円（寄居町富田
４０３５の４　℡０４８－５８２－２４８２）　こだわりの一麺至上主義

朝日新聞 2008/11/19 グルメ

短歌　■加藤　克巳選　寄居・町田　節子　俳句　■星野　光二選　同・小渕美津子 毎日新聞 2008/11/20 短歌･俳句
リトルシニア　＜北部ブロック長杯＞リトルシニア関東連盟北関東支部北部ブロック長杯
は、１５、１６の両日、川本高校などで決勝までが行われ。▽準決勝　寄居０－１佐野

埼玉新聞 2008/11/20 少年野球

どうなん！？そうなん　北上するミカン北限　本家　寄居・風布産も「昔より甘く」　寄居町
風布が長らくミカン栽培も北限といわれてきた。しかし、近年になって栃木県や新潟県の
佐渡までミカンの産地に名乗りを上げ、北限の地は北上を続けている。　温暖化？栽培

埼玉新聞 2008/11/20 ミカン

寒波到来　秩父で氷張る　秩父市内は２０日、最低気温が氷点下１．７度まで下がり、今
季最低気温を記録した。　熊谷気象台によると県内全域で最低気温が平年を下回り、鳩
山町で氷点下３．３度、寄居町でも同１．４度まで下がった。

毎日新聞 2008/11/21 気温

関東高校駅伝　あす号砲　男子第６１回、女子第１７回関東高校駅伝は２２日、山梨県富
士河口湖町西湖周回コースに関東１都７県の予選を勝ち抜いただ男女各４８校が参加し
て行われる。スタートは男子が午前１０時３０分、女子が同１０時４０分。　（２年の設楽啓、
悠兄弟が引っ張る武蔵越生）　［武蔵越生］１区設楽啓太　２年　寄居男衾、　３区　設楽

埼玉新聞
スポーツ

2008/11/21 高校駅伝

朗読と筝曲で宮城道雄の世界　１２月７日、町立図書館　【寄居】町立図書館で１２月７日
に行われる。町内の尺八奏者の金子陽山さんが主宰する「健康ふれあい熟」と図書館の

埼玉新聞 2008/11/21
町立図書館（宮
城道雄の世界）

ちんどん大集合！関東をはじめ富山県うや北海道などの素人チンドングループが一堂に
集まり、川越市の商店街をパレードする「小江戸川越素人ちんどんフェステバル」が２２
日、同市新富町のクレアモール商店街で開かれる。１４団体参加、あす川越　参加チーム
は次の通り　▽寄居チンドン一座（寄居町）

埼玉新聞 2008/11/21
ちんどんフェス
テバル

関東高校駅伝　男子第６１回、女子第１７回関東高校駅伝は２２日、山梨県富士河口湖町
西湖周回コースで関東１都７県の予選を勝ち抜いただ男女各４８校が参加して行われ、
埼玉県勢は男女で埼玉榮が優勝。　県勢の成績【男子】⑪武蔵越生　２時間１２分２１秒
（★設楽啓太、奥泉、★設楽悠太、★小山、鈴木、小峰。若月）★寄居男衾

埼玉新聞
スポーツ

2008/11/23 高校駅伝



埼玉俳壇　星野光二選　（寄居）吉澤　紀子、（同）吉澤　祥匡、（同）石澤　無涯 埼玉新聞 2008/11/24 埼玉俳壇
埼玉歌壇　関田　史郎　選　（寄居）中里　佐和、（同）長谷川　みち子 埼玉新聞 2008/11/25 埼玉歌壇
映　画　◆第１７回寄居映画祭「歩いても　歩いても」（寄居）３０日、中央公民館ホール。 埼玉新聞 2008/11/26 映画
●別れ話こじれ男性刺す　＜埼玉＞寄居署は２５日、殺人未遂と銃刀法違反の疑いで、
寄居町の無職女性（２５）をさいたま地検に送検した。　※同一記事（読売新聞　３５面、埼

産経新聞 2008/11/26 犯罪

短歌・俳句　■加藤　克巳選　寄居・町田　節子、俳句　■星野　光二選　同・町田　節
工、同・小渕美津子

毎日新聞 2008/11/27 短歌・俳句

ラグビー　【１１月１５日、熊谷市】平成２０年度県中学校新人体育大会ラグビーフットボー
ルの部の最終戦、県熊谷ラグビー場で決勝が行われ。【対戦トーナメントの記録】▽準々
決勝　深谷上柴中116－0寄居中

朝日新聞
（少年少女
スポ）

2008/11/27 ラグビー

柔道【１１月９日、上尾市】平成２０年度埼玉県中学校新人体育大会兼県民総合体育大
会柔道の部が８日と９日、上尾市の県立武道館で行われ。【男子団体ベスト１６の記録】川
口西中4－1寄居中

朝日新聞
（少年少女
スポ）

2008/11/27 柔道

ひだまり文庫　温まりと愛情感じて　手作り布絵本展示　【寄居】寄居町で手作り布絵本や
おもちゃを製作している「ひだまり文庫」は、町立図書館で、「布のえほん展」をこのほど

埼玉新聞 2008/11/28
布の絵本展（町
立図書館で）

寄居日和　ぶらっと再発見紀行　渡辺恭伸　【佐々紅華】　浅草オペラの先駆者
埼玉新聞 2008/11/28

寄居日和（佐々
紅華）

イベントガイド　清澤正孝　川を巡る水彩画展　清澤正孝さん（５５）　（寄居町）　12月２～
27日、小川町小川の埼玉伝統工芸会館

読売新聞 2008/11/28 水彩画展

イベントガイド　音　楽　◆宮城道雄の世界を訪ねて　朗読と筝曲演奏の集い　12月7日
午後2時、ＪＲ・東武線・秩父鉄道寄居駅北口徒歩5分寄居町立図書館２階の視聴覚室。

読売新聞 2008/11/28
イベントガイド
（音楽）町立図

１１月１日現在の県推計人口（県統計課調べ）市町村：寄居町　世帯数：１２，５３５　人口
（総数：３６，４０２　男：１８，０２１　女：１８，３８１

埼玉新聞 2008/12/1 県推計人口

社交ダンスでチャリティー　寄居の愛好者　寄居町鉢形財産区会館の多目的ホールで２
９日夜、一足早いチャリティークリスマスダンスパーティー行われた。同公民館で社交ダン
スを習っている鉢形公民館ソシアル＝加藤康雄会長（６７）＝が主催した。

東京新聞 2008/12/1 社交ダンス

俳句　東城伸吉選　▽入選　寄居　安良岡正三、同　真下　信子、同　佐藤　幸子、同
吉田　初美、同　山田　静子、同　中村　茂

お茶の間
ジャーナル

2008/12/1 俳句

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉澤　祥匡、（同）吉澤　紀子 埼玉新聞 2008/12/1 埼玉俳壇
埼玉歌壇　今月の選者　加藤　克巳氏　（寄居）中里佐和 埼玉新聞 2008/12/2 埼玉歌壇
◎記録ファイル　サッカー　県シニアリーグ（１１月９～２４日・東松山岩鼻グラウンドほか）
◇北４０▽第７節　鳩山４－０寄居　▽第５節　セントラル４－１寄居

埼玉新聞 2008/12/3 サッカー

企業展　◆武蔵野銀行ロビー展　【３０日まで】寄居　吉田賢一　写真展 埼玉新聞 2008/12/3 ロビー展
寄居城南中が優勝　〇ソフトボール　■寄居町体育協会会長杯中学生女子ソフトバール
大会（１１月１６日、寄居町立城南中）【決勝リーグの記録】▽Ａブロック寄居城南中７－０
高久中、同７－２深谷上柴中　▽１位・２位決定戦　同３－２熊谷富士見

朝日新聞
埼玉ス
ポーツ

2008/12/3 ソフトボール

埼玉マリオン　［イベント］◆宮城道雄の世界を訪ねて　７日午後２時、寄居町立図書館 朝日新聞 2008/12/4 町立図書館
俳句・短歌　短歌■加藤　克巳選　寄居・高橋　達男　俳句■　星野　光二選　同・町田
節子、同・小渕美津子

毎日新聞 2008/12/4 短歌・俳句

桜の郷　目指して　荒川グリーングリン　希少種の苗木植樹　【寄居】寄居町の町民らで作
る団体「荒川グリーングリン」は１１月２９日、町内の寺など３カ所で希少種の桜の苗木約３
０本を植樹した。町内全域に苗木を植え、寄居を　桜の郷　にすることを目指している。

埼玉新聞 2008/12/5
荒川グｒ－ング
ルン

よみうり文芸　短歌　花田　多佳子　選　寄居町　野口　大作 読売新聞 2008/12/5 よみうり文芸
車両放火容疑で男再逮捕　寄居　寄居署などは４日、トラックに放火したとして建造物等
以外放火の疑いで、寄居町鉢形、農業男容疑者（５８）を再逮捕した、と発表した。　※同
一記事（読売新聞　２２面にあり）

朝日新聞 2008/12/5 犯罪（放火）

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）石澤　邦彦、（同）吉澤　祥匡、（同）吉澤　紀子 埼玉新聞 2008/12/8 埼玉俳壇
経済効果「ない」２７首長　［定額給付で県内７０市町村長アンケート］景気対策に効果が
あると考えますか＝寄居町×、市町村に募る不安　アンケートで目立ったのは、「給付対
象者の把握や確認」（寄居町）。

埼玉新聞 2008/12/8 定額給付金

◆かわはくクリスマスファンタジー（寄居）２３日－２５日、県立川の博物館。開催期間中の
夕方に全館ライトアップとイルミネーション。

埼玉新聞 2008/12/10 催し

おまわりさん作文コンクール　第１７回全国小学生作文コンクール「わたしたちのまちのお
まわりさん」　低学年の部　優秀賞　「わたしたちの町のおまわりさん」寄居町立寄居小２年

読売新聞 2008/12/10 作文コンクール

短歌・俳句　　短歌■　加藤　克巳選　寄居・高橋　達男　俳句　■星野　光二選　同・町 毎日新聞 2008/12/11 短歌･俳句
よみうり文芸　俳句　岡田　日郎　選　寄居町　田中美枝子 読売新聞 2008/12/12 よみうり文芸
新学校誕生　寄居城北高校で記念式典（寄居町）　旧寄居高校と旧川本高校が合併統
合され、今年新たに誕生した城北高校で１１月２９日、新学校誕生を記念する式典が行わ

埼北よみう
り

2008/12/12 寄居城北高校

全日本小学校ＨＰ大賞　鉢形小が経産大臣賞　学校生活いきいき表現　寄居町立鉢形
小学校のホームページが、「第６回全に日本小学校ホームページ大賞」でベスト４にあた
る経済産業大臣賞を受賞した。（全国１万８千校から選ばれた）

埼玉新聞 2008/12/12 ＨＰ大賞

寄居日和　ぶらっと再発見　渡辺恭伸　　別荘仲間　（佐々紅華の別荘）　歌舞伎役者の
夢の跡　（歌舞伎の７代目松本幸四郎の別荘）

埼玉新聞 2008/12/12 寄居日和

ガッアポンン（井戸の手押しポンプ）　保泉　尚良　（大里郡寄居町　６２歳） 埼玉新聞 2008/12/13 食
新春を花で飾る　２１日まで福寿草祭り　寄居　園芸農家が販売　寄居町用土ＪＡふかや
用土農産物直売所で、「第２５回梅・福寿草祭り」が２１日まで行われる。

埼玉新聞 2008/12/14 福寿草祭り

埼玉歌壇　加藤克巳選　（寄居）長谷川　みち子、（同）中里　佐和 埼玉新聞 2008/12/16 埼玉歌壇
頂点目指し泥くさく　男子　正智深谷　◆正智深谷◆監督　成田　靖　背番号：１２　位
置：Ｆ　選手名：小野寺翔輔　学年：３　身長：１９８　出身中学：寄居城南　〔高校選抜バス
ケ〕男女各48校参加　23日開幕　第３９回高校選抜優勝大会（ウインターカップ）は23日
から29日まで、東京体育館で開催。初出場の正智深谷は24日の1回戦で藤枝明誠（静

埼玉新聞
スポーツ

2008/12/16
バスケットボー
ル

大里地域合併で「中核市目指す」　深谷市長　深谷市の新井光家市長は15日、市議会
の一般質問で、「大里地区の合併について、「10年以内に実現し、２市７町の中核都市を
目指したいと述べた。　大里は、深谷、熊谷の両市と寄居町を含む地域。

毎日新聞 2008/12/16 市町村合併

3市町村合併に前向き　深谷市長が議会答弁　深谷市の新井光家市長は、15日の市議
会で、寄居町や熊谷市との合併について「大里（深谷市、熊谷市、寄居町）は1つ」との答
弁をし、合併に前向きな考えを示した。

読売新聞 2008/12/16 市町村合併



ホンダ、国内投資見直し、「アキュラ」販売網　白紙に　今期の営業益３度目の下方修正
中大型四輪車の新たな生産拠点として１０年稼働予定の寄居工場（〔寄居町９についても
時期の先送りを検討すると同時に、隣接のエンジン生産用の小川工場と合わせ約千五百
億円を予定していた投資額は圧縮。物流などの関連施設を一部簡素化したり、年鑑２０
万台の降る稼働への移行時期を遅らせたりすることで対応する方針だ。

日本経済
新聞

2008/12/17 ホンダ

ブログで人気沸騰　切り紙作家の室岡さん　寄居町　レース編みのような繊細な切り紙作
品を制作する寄居町桜沢、室岡昭子さん（３３）は１８日から２５日まで東京都中央区銀座
２の伊東屋ミニガラリーで個展を「キリガミナ日々」を開く。　銀座で個展あすから開催

東京新聞 2008/12/17 切り紙

記録ファイル　マダソン　第１６回小川和紙大会（１４日・埼玉伝統工芸館発着）【５㌔】史
◇壮年◇▽女子　②桑原弘子（寄居ヒロクラブ）【３㌔】◇中学▽男子①高倉祐樹（男衾
中陸上部　▽女子②本間涼夏（男衾中）

読売新聞 2008/12/17 マラソン

加須こいのぼりマラソン大会【１２月７日、加須市】第１４回加須こいのぼりマラソン大会が７
日、加須市民運動公園及び加須市内をコースに行われた。県内から約４５００人か参加
し。【男子の記録】▽中学３㌔⑧加藤悠太（寄居城南）▽小学５・６年２㌔①濱野勝貴（城
南＆コスモ）６分３７秒【女子の記録】▽中学３㌔③山口莉加（寄居城南）

朝日新聞
（少年少女
スポ）

2008/12/17 マラソン

短歌・俳句　短歌　■加藤　克巳選　寄居・高橋　達男、同・町田　節子、同・高橋　達男
俳句　■星野光二選　同・町田　節工

毎日新聞 2008/12/18 短歌・俳句

ホンダ急減速　動揺　延期期間は不透明　国内減産・寄居新工場の稼働先送り　自動車
大手のホンダが17日、今年度の業績実見通しを大幅に下方修正し市、国内減産と寄居
町で建設する新工場の稼働先送りを発表した。　系列・雇用に影響深刻　　首長らに不

朝日新聞 2008/12/18 ホンダ

ホンダ寄居 稼働1年延期　狭山工場は数百人削減　下期１９００億円赤字転落　小川工
場は来年7月始動　　知事は　冷静　強調　税制先延ばし「痛い」

埼玉新聞 2008/12/18 ホンダ

ホンダ寄居稼働延期　県内経済さらに低迷か　周辺メーカーに影響　ホンダ寄居工場は
年間２０万台の生産能力を持ち。

埼玉新聞 2008/12/18 ホンダ

▼寄居ロータリークラブ、川本ロータリークラブ　寄居ロータリークラブと川本ロータリークラ
ブは１７日、「社会福祉のために役立ててほしい」と、チャリテイーゴルフ大会などで募った
１４万２千円を埼玉新聞・・社会福祉業団に寄託した。

埼玉新聞 2008/12/18
ロータリークラ
ブ

ホンダ県内工場計画変更　「それでも信頼区崩れぬ」　寄居　小川　落胆するも重い熱
く、町長ら早期稼働願う［寄居］「（寄居工場を）造らないことではない。一年遅れだけ。
きっと良い工場を造ってくれるだろう。心配はしていない」－　計画通りに生産望む［小川］

埼玉新聞 2008/12/18 ホンダ

ホンダ下期１９００億円赤字　投資面では、１０年に生産を開始する計画だった同県寄居
町の寄居工場と子会社の八千代工業の新工場の稼働を１年以上延期。

東京新聞 2008/12/18 ホンダ

ホンダ失速いばら道　環境車強化にも不安　■ホンダが打ち出した主なリストラ策　●生
産設備　寄居工場（埼玉県）→稼働を１０年から延期

東京新聞 2008/12/18 ホンダ

地元理解も「いつまで」　法人税収に影響　寄居ホンダ工場稼働延期 東京新聞 2008/12/18 ホンダ
ホンダ寄居工場稼働延期　系列部品各社に戸惑い　業界予想「再度下方修正も」　県内
経済へ影響けねん政財界

日本経済
新聞

2008/12/18 ホンダ

ホンダ新工場稼働開始延期　関連の進出企業に打撃　寄居、小川町は冷静 毎日新聞 2008/12/18 ホンダ
ホンダ下期赤字１９００億円　「アキュラ」投入白紙に　２２年に稼働予定だった寄居工場
（埼玉）や軽自動車生産子会社の八千代工業の新工場（三重）の稼働次期も１年移住延

産経新聞 2008/12/18 ホンダ

ホンダ急減速　動揺　延期期間は不透明　国内減産■寄居新工場の稼働先送り　系列・
雇用に影響深刻

朝日新聞 2008/12/18 ホンダ

ホンダ工場　稼働延期　寄居る１年以上　雇用は　税収は 読売新聞 2008/12/18 ホンダ
昭和レトロで地元の味　屋台村オープン　昭和３０年代をイメージした「昭和レトロ館ふるさ
と屋台村　よろし市場」が１８日、寄居町寄居にオープンした。町内の建材業斉藤享弘さ
ん（４６）が異業種展開としてはじめた。　団塊世代に標準　【寄居】

埼玉新聞 2008/12/19 屋台村

「ホンダ支援　今後も」　寄居町など生産開始を期待 読売新聞 2008/12/19 ホンダ
◆かわはくクリスマスファンタジー２３日－２５日は、寄居町小園の県立川の博物館。 読売新聞 2008/12/19 県立川の博物
▼工場延期　冷静に見守る　ホンダが、平成22年に予定していた埼玉県寄居町の工場
稼働を、1年以上延期することを発表した17日。　埼玉　上田清司知事

産経新聞 2008/12/20
１都４県週刊知
事

◇第15回皆野町招待サッカー（11月23日、皆野スポーツ公園多目的広場）▽Ａリーグ
寄居１－０美里、寄居３－０久那

さいたま報
知

2008/12/20 サッカー

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉澤紀子、（同）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2008/12/22 埼玉俳壇
「元旦の空　乙姫舞え　寄居町の市民団体「今市竹とんぼの会」が、元旦に予定している
寄居大凧揚げ」のリハーサルが21日町運動公園グラウンドで行われた。

読売新聞 2008/12/22 大凧揚げ

埼玉歌壇　加藤克巳選　（寄居）松村　章子、（同）中里　佐和 埼玉新聞 2008/12/23 埼玉歌壇
昭和レトロの屋台ずらり　寄居、町活性化へオープン　同市場は、同町寄居の国道１４０号
沿いの元ドラッグストア跡。

朝日新聞 2008/12/23 屋台村

首長が選んだ　わが街５大ニュース　寄居町　津久井幹雄町長　①ホンダ技研工業寄居
工場の建築工事着工（１２月）

埼玉新聞 2008/12/24
わが街の５大
ニっース

短歌・俳句　短歌　■加藤　克巳選　寄居・高橋　達男、同・同　俳句　■星野　光二選
同・町田　節子、同・小渕美津子

毎日新聞 2008/12/25 短歌･俳句

寄居日和　渡辺恭伸　ふらっと再発見紀行　岩井昇山　　埋もれた画家に光　　寄居で自
動車部品を製造する会社を経営する柴崎猛さんの住まいには、洗心居と名づけた趣味
のためのこじんまりした別棟がある。二回に上がると、中央の階段を囲むように回廊になっ
ている。寄居で亡くなった日本画家、岩井昇山　（１８７０―１９５３）の４０点以上になるコレ
クションの一部をその回廊にぐるっと並べて見せていただいた。

埼玉新聞 2008/12/26
寄居日和（岩井
章残昇り山）

乙姫ちゃんが合格を後押し　絵馬とお守りを頒布　【寄居】　寄居町藤田の宗像神社は、
寄居町商工会のﾏｽｺｯﾄキャラクターの「乙姫ちゃん」などをデザインした絵馬とお守りを来
年の正月三が日から頒布する。地元の　アイドル　が受験生たちの学業成就を後押しす

埼玉新聞 2008/12/26 乙姫ちゃん

わが館の逸品　県立の博物館　日本一の長さ１７３め㍍　荒川の源流から東京湾までの地
家を１０００の１に縮小した日本一の「荒川大模型１７３」

埼玉新聞 2008/12/26
県立川の博物
館

毎年恒例の元旦大凧揚げ（寄居町）　毎年元旦に大凧を揚げている寄居町の「竹とんぼ
の会」が、来年の元旦にも３０畳ほどの大凧上げに望む。

埼北よみう
り

2008/12/26 大凧揚げ

ホームページで経済産業大臣賞（寄居町）　全国小学校の優秀ホームページを表彰する
「第6回全日本小学校ホームページ大賞」で寄居町立鉢形小学校が準グランプリに相当
する経済産業省大臣賞を受章した「

埼北よみう
り

2008/12/26 ホームページ

全国高校ラグビー ラグビー第88回全国高校大会は27日、５１校が参加して開幕。1月7日
の決勝まで東大阪市の花園ラグビー場で熱戦を繰り広げる。埼玉からは深谷が3年ぶり2
度目の出場。　花園で見せろ　深谷魂　あす新田戦　創部３０周年に躍進期す　［深谷メ
ンバー］　ＴＦ 背番号：⑪　篠田　正悟　学年：3　身長：１６９　体重：７９　出身中：寄居、補

埼玉新聞
スポーツ

2008/12/26 高校ラグビー



自動車不振　ホンダショック走る　県経済をけん引してきた自動車関連産業にも異変が起
きた１年だった。ホンダが２０１０年に予定していた寄居工場（埼玉県寄居町）の稼働を１年

日本経済
新聞

2008/12/27 ホンダ

700世帯が停電　寄居　28日午後6時２０分ごろ、大里郡寄居町の中心市街地に当たる末
野、藤田、寄居地区で停電があつた。

埼玉新聞 2008/12/27 停電

昭和の雰囲気漂う屋台村　寄居の国道沿いに登場　開店させた斉藤さん「地域の活性化
に」　インベーダーゲイム、レトロナ家具……

毎日新聞 2008/12/28 屋台村

１２月１日現在の県推計人口（県統計課調べ）市町村：寄居町　世帯数：１３，５６０　人口
（総数：３６，３９７　男：１８，０２４　女：１８，３７３

埼玉新聞 2008/12/28 県推計人口

催し　◆今市竹とんぼの会大凧揚げ（寄居）１月１日午後１時から寄居運動公園。商工会
のマスコットキャラの乙姫ちゃんをあしらった３０畳の大きさの凧を揚げる。

埼玉新聞 2008/12/28 大凧揚げ

深谷２回戦へ　全国高校大会　ラグビー　第88回全国高校大会は27日、５１代表校が参
加して東大阪市の花園ラグビー場で開幕した。

東京新聞 2008/12/28 高校ラグビー

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉澤　紀子 埼玉新聞 2008/12/29 埼玉俳壇
埼玉歌壇　加藤克巳選　（寄居）中里　佐和 埼玉新聞 2008/12/30 埼玉歌壇
［箱根駅伝区間エントリー］　県内高校出身は１９人　来年１月２、３日に行われる東京箱根
間往復大学駅伝に出場する２３チームの区間エントリーが２９日決まり。　東洋大は、４区
に１年生の宇野博之（武蔵越生高出）を配置した。

埼玉新聞
スポーツ

2008/12/30 箱根駅伝

箱根駅伝　第８５回東京箱根間往復大学駅伝競走に出場する２３チームの区間エントリー
が２９日、発表された。東洋大（６７回目）　往路（１８．５㌔）　４区＝宇野　博之①（１年）

読売新聞 2008/12/30 箱根駅伝

深谷、あと一歩　高校ラグビー２回戦国学院久我山に惜敗　第８８回高校ラグビー大会
で、県代表の深谷は２回戦で、Ａシードの国学院久我山に（東京第１）に１２－１７（前半７
－１７）と惜敗した。　国学院久我山－深谷　前半、相手タックルを引きずりながら突進す

朝日新聞 2008/12/31 高校ラグビー

映画の名場面　舞台を歩こう　ノン子３６歳（家事手伝い）（寄居町全域など）＝出演・坂井
真木紀　●目指せ！映画で活性化　寄居町では、商工会の若手を中核にＦＣを立ち上
げた。昨年「ノン子３６歳｝のロケ支援を行った。

埼玉新聞 2008/12/31 映画

2008年県内の１０大ニュウース　④米の金融危機で不景気で不況連鎖　景気悪化が県内
直撃　大里郡寄居町に建設中の新工場の［稼働時期を予定していた１０年から１年以上
延期と発表、衝撃を与えた。

埼玉新聞 2008/12/31
県内１０大ニュ
ウース

１年の安心と幸せ祈願　お正月は七福儘巡りを　大きな笑顔の布袋尊〔武州寄居七福
神］大里郡寄居町内の寄居、用土、男衾の３駅周辺に点在する五寺に七福神が祭られて

埼玉新聞 2008/12/31 七福儘巡り

全国高校ラグビー第88回全国高校大会第３日３０日、東大阪市の花園ラグビー場で２回
戦１６試合を行い　深谷１トライ及ばず　Aシード久我山に１２－１７　後半攻守に粘り強く、
２６分篠田がトライを決めたが。

埼玉新聞
スポーツ

2008/12/31 高校ラグビー

職員が選んだ２００８年寄居町立図書館１０大ニュース　①図書管が文部科学大臣表彰さ
れる（４月）他９件

町立図書
館

2008/12/31 １０大ニュウース

箱根駅伝特集　出場登録選手　【東洋大学】１０位（前回）　宇野　博之①＝１年生　（埼
玉・武蔵越生）男衾中卒

読売新聞 2008/12/31 箱根駅伝

全国高校ラグビー第88回全国高校大会は　２回戦　深谷、優勝候補に惜敗　東大阪市の
近鉄花園ラグビー場で開かれている第８８回全国高校ラブビーフットボール大会第３日の
３０日、県代表の深谷は２回戦でAシードの東京第①代表、国学院久我山と対戦した１２

毎日新聞 2008/12/31 高校ラグビー

今も息づく古城（小説に登場する埼玉の城）　鉢形城　鳥も窺い難し～要害堅固な城郭
～　◎小説「武州鉢形城」（井伏鱒二　著　新潮社刊）※現在は絶版となっている　（鉢形

彩の国だよ
り

2009/1月号 6・7 城

俳句　東城伸吉選　▽入選　寄居　安良岡都留、同　福田　秋子、同　吉澤　紀子 お茶の間
ジャーナル

2009/1/1 2 俳句

大アイデアで最大限の景気対策　上田清司知事　新春インタビュー　（宮下達也・埼玉新
聞社編集局長が聞いた）。地元の金融機関の支えが力　〇宮下　ホンダの減産発表は、
新工場が立地予定の寄居町や小川町を含めて衝撃的な内容でした。

埼玉新聞 2009/1/1 4
新春知事インタ
ビユー

新春俳壇　金子　兜太選　（寄居）吉澤　祥匡、（同）石澤　無涯 埼玉新聞 2009/1/1 10 俳壇
県勢３校　躍進誓う　第８５回箱根駅伝　あす号砲　城西大、東洋大（４区宇野　博之　１
年生　埼玉・武蔵越生　１００００㍍ベスト２８分５５秒３２　男衾中卒）、大東大

埼玉新聞
スポーツ

2009/1/1 20 箱根駅伝

衆院選　予想される顔ぶれと情勢　埼玉　１１区―（０３自　０５自）　新井　悦二５１自現①
歯科医、小泉　龍司５６無新②（元）大蔵省室長

朝日新聞 2009/1/1 37 衆院選

森林力［１］　苗植樹　１００年の挑戦　浦高同窓会　土地借り受け　「浦高百年の森」　寄
居町風布の葉原峠(標高５００㍍。「みかんの里」として知られる峠。

読売新聞 2009/1/1 28 浦高百年の森

箱根駅伝　東洋大　逆転　２日に行われた箱根駅伝往路は、記録ラッシュのレースとなっ
た。大逆転で往路を制した。　◎往路の成績　①東洋大学　４区１８．５㌔平塚ー小田原
⑨宇野　博之　（９）５６．４５（男衾中卒）

読売新聞 2009/1/3 21 箱根駅伝

森林力［２］　県立浦和第一女子高校（さいたま市）の同窓会は、寄居町風布の「浦高百
年の森」（５㌶）　に接する約１．５㌶の民有林で、森づくりの準備を始めた。　緑保全　取り

読売新聞 2009/1/3 33
浦一女麗風の
会の森

景気も上がれ！寄居　町民手作りの大凧揚げ　寄居町の今市地区の住民でつくる「竹と
んぼの会」は１日、手作りの大凧を同町折原の寄居運動公園で揚げた。

埼玉新聞 2009/1/3 大凧揚げ

新春企画　埼玉の地酒応援特集　全国的に知名度が低いことから、埼玉の地酒を県内
外に広めて消費拡大につなげようと、昨年１月「埼玉地酒応援団」が結成された。　埼玉
の地酒：寄居町（白扇「（株）藤崎摠兵衛商店」）

埼玉新聞 2009/1/3 10 地酒

ウシ模様の石　干支展　きょうから寄居で　３、４日に同町寄居の「さいめん会館」で。　「趣
味の愛石同人会」

毎日新聞 2009/1/3 26 干支

衆院選　予想される顔ぶれと情勢　埼玉　１１区（２人）　新井　悦二５１　元県議　自（町）
現、小泉　龍司５６　元大蔵省室長無　元

産経新聞 2009/1/5 6 衆院選

０９年動き出す　不景気の影濃い中　各地で仕事始め　禁「悲感」・朝ドラ期待　市長ら
自動車大手ホンダが建設する新工場の稼動先送りを決めた寄居町では、津久井幹雄町
長が職員約100人を前に「心配するな。ホンダは世界で修羅場を乗り越えているので、工
場が出来ると信じている。悲観的な話はしないように」と諭した。

朝日新聞 2009/1/6 31 仕事始め

にほんの里１００選マップ　◎埼玉（２２）風布(１７面）　◎埼玉（２２）風布（ふうぷ）ミカン栽
培４００年超す

朝日新聞 2009/1/6 17・20
にほんの里100
選

わが家の天使　薄木　陽ちゃん　２ヵ月　寄居町 埼玉新聞 2009/1/6 17 写真
アルゼンチン乗用車工場　ホンダ稼働延期　１０年半ば以降　南米でも需要低迷　生産
分野では寄居工場（埼玉県寄居町）やインドの第二工場の稼働を１年以上延期すること

日本経済
新聞

2009/1/7 11 ホンダ

知事会見収録　（６日）　ホンダ県内工場稼働延期　▼ホンダの県内工場稼働延期］につ
いて―昨年末、小川町と寄居町の町長に相次いでお会いに］なったが　知事：寄居、小
川町の町長表敬訪問は、通常の年末年始のの表敬訪問に近い。寄居は一年ないし一年
半操業が延期されるということですので。

埼玉新聞 2009/1/7 2 知事会見収録



俳句・短歌　俳句　■星野　光二選　寄居・町田　節子、同・小渕美津子 毎日新聞 2009/1/8 22 俳句・短歌
●パチンコ玉盗んだ疑いで逮捕　寄居署は８日、住所不定、無職男容疑者（４７）を窃盗
の疑いで緊急逮捕したと発表した。

朝日新聞 2009/1/9 31 犯罪

安産や子育てにご利益　歴史ある木造地蔵菩薩像（寄居町）町の文化財に指定されてい
る高蔵寺地蔵堂（寄居町今市地区）の地蔵菩薩。高さは３．１４ｍある。

埼北よみう
り

2009/1/9 734-2 仏像

～読者のベストシヨット～　ＬＯＶＥ埼北② [思いっきり泣く　ひ孫」小黒正子さん（寄居町）
２０年９月　我が家

埼北よみう
り

2009/1/9 734-5 写真

眼病治療にご利益　「薄の薬師様」縁日にぎわう　小鹿野・薬師堂　「日本三体薬師」とし
て知られる小鹿野町両神薄の薬師堂で８日、縁日が行われた。　戦国時代は鉢形城主。
北条氏邦の祈願所だった。

埼玉新聞 2009/1/9 15
北条氏邦の祈
願所

皆野・寄居有料道路　通行すれば　秩父で入浴など　割引に　埼玉県道路公社は皆野・
寄居有料道路の領収書で。割引期間は３月３１日まで。

日本経済
新聞

2009/1/9 35
皆野・寄居有料
道路

叙位叙勲　（９日）　六位瑞宝双光章　岡本理一氏（寄居町立用土中学校校長）美里町
猪股＝１２月１２日死去

読売新聞 2009/1/10 32 叙勲

埼玉俳壇　今月の選者　金子　兜太氏　（寄居）吉澤　祥匡、（同）」吉澤　紀子 埼玉新聞 2009/1/12 5 埼玉俳壇
寄居の木島さん２度目の知事賞　中日写協支部　秋の撮影会結果　入賞者は次の通り
▽推薦・埼玉県知事賞　木島宏（寄居町）（伝授）▽入選　青木哲朗、原口守、大平榮

東京新聞 2009/1/12 18 写真

埼玉歌壇　今月の選者　沖　ななも　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2009/1/13 12 埼玉歌壇
「２００９　埼玉県市町村　念頭抱負」寄居町 埼玉新聞 2009/1/14 11 念頭抱負
埼玉彩発見　日帰りレジャー　［埼玉には水がある　こんなにきれいな水がある］　１０荒川
いかだ下り（寄居町）１２埼玉県立川の博物館（同）［祭りだ祭りだ！］１４寄居玉淀水天宮
祭（同）　２５寄居北條まつり（同）

埼玉新聞 2009/1/14 10 埼玉彩発見

俳句・短歌　■星野　光二選　寄居・町田　節子、同・小渕美津子 毎日新聞 2009/1/15 24 俳句・短歌
よみうり文芸　川柳　岡部　美雄　選　寄居町・町田　節子 読売新聞 2009/1/16 29 よみうり文芸
愛情たっぷり自然食　主婦らが健康料理教室【寄居】体や心に優しく、自然の味わいの料
理はいかが―。寄居町の女性たちでつくる「食の安全と健康料理教室」は、同町の中央
公民館で自然食の料理教室を開いている。

埼玉新聞 2009/1/16 12 料理教室

不景気で？公立高人気　希望者１２００人増、私立は微減　県教育局は、１５日、県内の
中学校を３月に卒業する生徒の進路希望状況（２００８年12月１５日現在）の結果を発表し
た。２００９年度公立高校進学希望状況　【総合学科】寄居城北　男・女・共：共　入試募集
人員（Ａ）２３７　進学希望者：男８６　女１５４　計（Ｂ）２４０　競争率（Ｂ）／（Ａ）１．０１　昨年
同期競争率１．１８　※同一記事（毎日新聞　朝刊　２２面，朝日新聞　朝刊　３０面）

朝日新聞 2009/1/16 30 高校進路希望

全国都道府県対抗男子駅伝　あす号砲　埼玉、上位入賞へ万全　第１４回全国都道府
県対抗男子駅伝は１８日、広島市の平和記念公園前発着コース（７区間、４８㌔）に全都
道府県の４７チームが参加して行われる。◆埼玉チームの予想オーダー◆区間：５区　設
楽　啓太（武蔵越生高）　１００００㍍ベスト　１４分３３秒１０

埼玉新聞 2009/1/17 9
都道府県男子
駅伝

埼玉駅伝　明日号砲　「第７６回埼玉県駅伝競走大会」が１８日、寄居町から上尾市まで
のコースでひらかれる。一般男子、市町村男子、高校男子、一般・高校女子の４部門に計
９８チームが出場する。一般男子は、午前９時５０分に寄居町立総合体育館前をスタート。

読売新聞 2009/1/17 30 埼玉駅伝

きょう、都道府県駅伝　埼玉鍵握る前半戦　第１４回全国都道府県対抗男子駅伝は１８
日、広島市の平和記念公園前発着の７区間４８㌔で行われる。１７日オーダーが発表さ
れ、埼玉は、５区設楽啓太（武蔵越生高）。

埼玉新聞 2009/1/18 10
都道府県男子
駅伝

埼玉　終盤失速７位　１区服部（埼玉榮高）が区間賞　長野２連覇　第１４回全国都道府
県対抗男子駅伝は１８日、広島市の平和記念公園前発着の７区間４８㌔で行われた。　◆
埼玉チームの区間、通過成績◆５区設楽啓太（武蔵越生高）、区間記録⑤２４分４９秒、

埼玉新聞
スポーツ

2009/1/19 11
都道府県男子
駅伝

埼玉県駅伝競走大会　結果　【高校男子の部】深谷―上尾41.7ｋｍ　⑥武蔵越生　1区１
１.3ｋｍ　②設楽悠太、2区７.6ｋｍ　⑥小山　司　（1～6区タイム2時間08分２９秒

読売新聞 2009/1/19 31 埼玉駅伝

埼玉歌壇　沖ななも選　(寄居)長谷川　みち子 埼玉新聞 2009/1/20 12 埼玉歌壇
秩父夜祭写真コンテスト　「秩父夜祭・読売写真コンテスト」の審査会が20日、読売新聞
熊谷支局であり。入選者は次の通り。島田茂幸（寄居町今市）

読売新聞 2009/1/21 26 写真

短歌・俳句　短歌　■加藤　克巳選　寄居・町田　節子、同・高橋　達男　俳句　■星野
光二選　同・町田　節子、同・小渕美津子

毎日新聞 2009/1/22 20 短歌・俳句

「信念貫きハッピーに」卓球の四元選手が講演　寄居城北高　【寄居】寄居町桜沢の県立
寄居城北高校は21日、プロ卓球選手の四元奈生美さん（３０）を講師に招き、進路講演会
を開いた。（ファショナブルなユニホームで話題を呼ぶ　卓球会のジャンヌ・ダルク）.

埼玉新聞 2009/1/23 13 講演会

寄居日和　渡辺恭伸　ぶらっと再発見紀行　【駄菓子屋】　寄居駅から小川町方面に東上
線で向う線路の最初の踏切のそばに小さな駄菓子屋がある.(稲葉菓子店：吉澤照四郎さ
んと富美（とみ）さん夫妻が経営している）。心をつないで半世紀

埼玉新聞 2009/1/23 13 寄居日和

地域の食文化を学ぶ体験会（寄居町）　荒川上流地域で昔から親しまれてきた食を学ぶ
講座「荒川ゼミナール」の一環として「手打ちうどんとおっきりこみ作り体験」が1月18日、
寄居町の埼玉県立川の博物館で行われた。

埼北よみう
り

2009/1/23 3
県立川の博物
館

昭和の雰囲気漂う　屋台村がオープン（寄居町））　昭和30年代をイメージした屋台村「よ
ろし市場」が昨年12月、寄居町にオープンした。

埼北よみう
り

2009/1/23 5
県立川の博物
館

ヴォーカルンサンブル　第20回埼玉ヴォーカルンサンブルコンテストが23日、さうたま市浦
和区の埼玉会館で始まり、高校の部に参加した57団体。審査の結果（23日）コーラスの部
ＧＬＡＮＺ 優良賞　寄居城北コーラス部＝奨励賞

朝日新聞 2009/1/24 34 合唱コンテスト

ぽかぽか暖か　春の予感　寄居17.4度　県内は23日。寄居では平年より8.7度高い17.4
度　と4月中旬並みの気温を観測、この冬一番の暖かさとなった。

朝日新聞 2009/1/24 35 気温

けやき（読者の声）　定額給付金の是非と使い道―テーマ投稿　妻と温泉旅行へ楽観主
義が良い　寄居町・大野順一（62歳）

埼玉新聞 2009/1/26 7
けやき（読者の
声）

ひろば　今週のテーマ　先生　宝になった言葉　自営業　坂本太志男　６８（寄居町桜沢） 読売新聞 2009/1/27 27 ひろば
街中に昭和再現　寄居　うどん、おでん屋台並ぶ　寄居町の中心街に、内外装を昭和３０
年代ノイメージで固めたテーマパーク「ふるさと屋台村よろし市場」が登場し、若い人やお
年寄りなどの人気を集めている。

読売新聞 2009/1/27 30
ふるさと屋台村
よろし市場

寄居で書道小品展　３０日まで　寄居町桜沢の熊谷商工信用組合寄居支店で３０日ま
で、書道研究狭風会の「寿春　書道小品展」が開かれている。

埼玉新聞 2009/1/28 15 書道展

短歌・俳句　短歌　■加藤　克巳選　寄居・町田　節子、同・高橋　達男　俳句　■星野
光二選　同・小渕美津子、同・町田　節子

毎日新聞 2009/1/29 24 短歌･俳句



普通科過去最高３．７９倍　景気の影響反映か　県教育局は２８日、２００９年の県内公立
高校の前期募集志願者数を発表した。　２００９年度公立高校前期志願者数　【総合学
科】寄居城北　男・女・共：共　前期入学者数（Ａ）１９２　前期入学志願者数：男１０１女１４
９　計（Ｂ）２５０　競争率（Ｂ）／（Ａ）１．３０　※同一記事（毎日新聞　朝刊　２４面，朝日新

読売新聞 2009/1/29 32
公立高校前期
募集志願者

ひと彩々 ホンダの進出「待ち伏せ」だ　寄居町商工会副会長　柴崎猛さん 朝日新聞 2009/1/30 30 ひと彩々
減産」や雇用調整広がる　県内の車関連　［ボッシュ］２日間操業停止［クラリオン］「非正
規」ゼロに　ボッシュ＝非正規従業員は２００８末までにゼロに削減した。４００人強が働く
寄居工場（寄居町）でも２月は２日間稼働を休む見込み。

日本経済
新聞

2009/1/30 31 減産・雇用調整

歌壇・俳壇　沖　ななも　選　（寄居）安良岡正二 朝日新聞 2009/1/30 30 歌壇・俳壇
恵方巻食べ競争も　来月３日市神節分祭　【寄居】寄居町商工会は２月３日、商工会館前
で「４２回市神節分祭を開催する。豆まきのほか、だるま市などさまざまなイベントが行われ

埼玉新聞 2009/1/30 13
恵方巻（節分
祭）

県柔道紅白試合　第１８回県柔道紅白試合は２５日、上尾市の県立武道館で男女合わせ
て１７部門で紅白に分かれ熱戦が繰り広げられた。［女子］【小学４年生▽強化指定選手
＝石川海夕（寄居男衾道場）

埼玉新聞 2009/1/30 7 柔道

俳句　東城伸吉選　▽入選　寄居　吉澤　紀子、同　安良岡留吉、同　福田　秋子、同・
同　中村　茂、同　新堀　定二、同　山田　静子、同　石澤　邦彦、同　石田　都

お茶の間
ジャーナル

2009/2/1 2 俳句

▼個人でハイブリット車［埼玉］上田清司知事　１月２７日の定例会見では、知事自身もホ
ンダの新型ハイブリット車を購入する考えを明らかにした。ホンダ社を選んだことについっ
ては、「ホンダにはマザー工場の建設地に寄居、小川を選んでもらった経緯がある。恩義

産経新聞 2009/2/1 21
１都４県　週刊
知事

埼玉俳壇　今月の選者　星野　光二氏　（寄居）吉澤　紀子、（同）吉澤　祥匡、（同）石澤 埼玉新聞 2009/2/2 5 埼玉俳壇
ニュースクリップ　◆職務執行力競う、県警が競技会　若手警察官の早期戦力化目指し、
職務質問の技術を競う「現場執行力向上競技会」が県警本部であった。　寄居署が優

埼玉新聞 2009/2/2 16
職務執行力を
競う

「かんぽの宿」一括売却　立ち入り検査も　鳩山総相「納得する説明ない」　　「寄居」は黒
字　赤字の」ラフレ「資産100億」

埼玉新聞 2009/2/3 1
かんぽの宿売
却問題

埼玉歌壇　今月の選者　杜澤光一郎氏　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2009/2/3 12 埼玉歌壇
駅伝　第7回奥むさし競走大会（1月２５日・飯能市周辺）　◇高校の部　③武蔵越生Ａ（◎
設楽啓、小山、永田、小峯、鈴木、◎設楽悠）◎＝男衾中卒業生

読売新聞 2009/2/4 23 駅伝

かんぽの宿売却問題　「ゼロから検討」　日本郵政　西川社長　社内で検証表明　　「重
大さ気付いた」上田知事　寄居町のかんぽの宿にも触れ「寄居の人が宴会などで活用し
ている地域の拠点。単に宿泊所として提供している施設とは違う」と強調した。

埼玉新聞 2009/2/5 1
かんぽの宿売
却問題

俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子 毎日新聞 2009/2/5 20 俳句
俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子、同・町田　節子 毎日新聞 2009/2/5 24 俳句
心の薬　読んでみて　図書館に闘病記コーナー　【寄居】 埼玉新聞 2009/2/6 13 町立図書館
寄居日和　ぶらっと再発見紀行　　渡辺恭伸　［カワセミ］　荒川」１５０㍍の小宇宙　中学
校で体育と理科を教えていた木島宏さんは、教師を定年退職後、寄居町内を流れる荒川
でカワセミを写真に撮っている。

埼玉新聞 2009/2/6 13 寄居日和

よみうり文芸　俳句　倉橋　洋村　選　寄居町　町田　節子 読売新聞 2009/2/6 32 よみうり文芸
「かんぽの宿」売却撤回　日本郵政、バラ売りも検討　　町としても必要　寄居町商工会池
田事務局長

埼玉新聞 2009/2/7 1
かんぽの宿売
却問題

郵政見直し　首相発言に皆そっぽ　容認派、反対派一斉に　一括売却対象「かんぽの
宿」の費用と薄価（単位は億円）　施設名：寄居　土地取得、建設費用：２１．１　２００８年９

毎日新聞 2009/2/7 2
かんぽの宿売
却問題

２００９年の県内公立高校後期入学志願者数　【総合学科】寄居城北　男・女・共：共　入
試募集人員：２３７　入学確約者：192　志願者数：男２７１女１５　計４２　競争率：０．９３　昨

読売新聞 2009/2/7 28
公立高校前期
募集志願者

深谷から最多の９人　ベストフィフティーン　県ラグビー協会は７日、本年度の高校ベスト
フィフティーンを発表した。　県大会や全国大会などで活躍した選手から、３年生の１５人
を選出する。【ベストフィフティーン】篠田正悟（深谷）＝寄居中卒業生

埼玉新聞
スポーツ

2009/2/8 18 高校ラグビー

にほんの里１００選　美しい景観後世に　県内から２カ所選定　「三富新田」（所沢・三芳）
と「風布」（寄居町）が選ばれた。◎風布（寄居町）　名水の保全に力

朝日新聞 2009/2/10 30
にほんの里100
選

埼玉歌壇　　関田　史郎　選　（寄居）中里　佐和 埼玉新聞 2009/2/10 12 埼玉歌壇
埼玉歌壇　　杜澤光一郎　選　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2009/2/10 12 埼玉歌壇
ラフ赤字２．５億円　寄居は４１００万黒字　かんぽの宿年収支

埼玉新聞 2009/2/11 1
かんぽの宿売
却問題

書道　埼玉県書きぞめ中央展覧会【１月２０日、羽生市】平成２１年（第６１回）埼玉県書き
ぞめ中央展覧会の審査が羽生市南小学校で行われた。小学校３年生から高校生まで、
県内４４支部から選ばれた３０００点の優秀作品の中から」、学年ごとに各賞が決まった。
【埼玉県書写書道教育連盟賞】小林純大（寄居男衾小４年）

朝日新聞
（埼玉少年
少女ス
ポーツ）

2009/2/11 277-3 書道

知事会見採録（１０日）［かんぽの宿］地元に対し説明責任　▼「かんぽの宿】等の一括売
却について―国に対して具体的要請は。　知事　ラフレさいたまも寄居の簡保センターも
地域のセンターとして欠かせない施設です。

埼玉新聞 2009/2/11 2 知事会見採録

県公立高校前期募集合格者数　【全日制総合学科】寄居城北　男・女：共　募集人員
（Ａ）：240（３）　前期募集受験者数：男１０１　女１４８　計２４９（Ｂ）　前期募集合格者数：男
６２　女１３０　計１９２（Ｃ）倍率：Ｂ÷Ｃ　1.3　※同一記事（読売新聞　朝刊　２月１１日　２4

埼玉新聞 2009/2/11 12
県公立高前期
募集合格者数

各地で駅伝大会真っ盛り　寄居駅伝大会（寄居町）第５４回寄居駅伝大会が２月８日、寄
居町立体育館を発着に行われた。各部門の優勝チームは、次の通り。【中学男子】城南
中陸上競技部Ａ【一般】四親会【女子】城南中陸上競技部【小学男子】寄居ビクトリーズ

埼北よみう
り

2009/2/13 3 駅伝

短歌・俳句　短歌　■水野　昌雄選　寄居・町田　節子　俳句　■星野　光二選　同・町田
節子、同・小渕美津子

毎日新聞 2009/2/13 22 短歌・俳句

「ノン子橋」のお茶好評【寄居】寄居町でロケを行った映画「ノン子３８歳(家事手伝い）に
登場するノンノ橋をラベルに使ったお茶を、町内のお茶販会社「荻野商店」が発売した。

埼玉新聞 2009/2/13 13 ノン子

展示　◆収蔵品展「堀口家のお雛様」（寄居）15日まで午前9時30分～ごご4時３０分、鉢
形城歴史館。

埼玉新聞 2009/2/13 13
展示（鉢形城歴
史館）

●パソコン17台盗まれる　12日午前3時前、深谷市小前田の家電量販店「ベイシア電気
花園インター店」から、「扉が開けられている」との警備会社を通じて１１０番通報があっ
た。寄居署が盗難事件として調べている。

埼玉新聞
スポーツ

2009/2/13 27 犯罪（盗難）

正智深谷　ＦＷ軸に上位狙う　ラギビーの第9回関東高校新人大会は14日、一都７県の１
８絞が参加して、熊谷ラグビー城で開幕する。埼玉から新人大会優勝の正智深谷と準優
勝の浦和が出場。〔関東高校新人ラグビー　１６校であす開幕〕　正智深谷は新人大会で
は試合ごとに」メンバーを入れ替えてきたが、ＦＷではブロック高橋洋、ロック篠崎がコンタ

埼玉新聞
スポーツ

2009/2/13 8
高校ラグビー
（新人）

関東高校都県ラグビー　埼玉15日に山梨戦　速さ武器にＡ組復帰を　ラグビーの第9回
関東高校都県対抗戦は、15、21の両日、熊谷ラグビー場だ１都６県の選抜チームが参加
して開催される。　【埼玉選抜メンバー】ＦＷ　背番号：①小林　太陽　学年：２　学校名：深

埼玉新聞
スポーツ

2009/2/13 8
高校ラグビー
（埼玉選抜）



秩父で夏日２５．４度  観測史上２番目の早さ　列島各地に好天に恵まれた１４日、県内で
午後１時２０分すぎに秩父で２５．４度を記録し。秩父のほか、各地の最高気温は越谷２
４．３度、寄居２４度。※同一記事（埼玉新聞　朝刊　２月１５日　１面）

朝日新聞 2009/2/15 29 気温

県，環境保全協定創設へ　各企業と官民一体で　まずホンダと締結検討　一弾として、寄
居、小川両町に工場を建設するホンダと。

東京新聞 2009/2/15 22 環境保全協定

中山竹通さん快走１９８３人健脚競う　上里町乾武マラソン　第１８回上里町乾武（けんむ）
マラソン大会（上里町など主催）が１５日、町立上里小学校を発着点とする各種コースで
開かれた。【５㌔】▽男子中学生　高倉祐樹（寄居町）１６分１０秒

埼玉新聞 2009/2/16 13 マラソン

正智深谷４強の逃す　後半の反撃及ばず惜敗　[関東高校新人ラグビー〕ラグビーの関東
高校新人大会第日は１５日、熊谷ラグビー場で準々決勝４試合が行われ、県新人大会優
勝の正智深谷は桐蔭学園（神奈川第１位）に５－１２で敗れた。　（写真＝後半１１分、正
智深谷のプロップ高橋洋（中央下）（寄居中卒）の突進がゴールライン直前で相手の防御

埼玉新聞
スポーツ

2009/2/16 10 高校ラグビー

県警、全国最古のヘリ買い替え　県警は１６日、平成２１年度の当初予算を発表した。新
規事業は、▽寄居署庁舎改築費に３億１７７１万円。

産経新聞 2009/2/17 22 県警予算案

運転手勘違い列車が通過　秩父鉄道　１６日午前１１時３５分ごろ、寄居町桜沢の秩父鉄
道桜沢駅で、三峰口発羽生行き上り普通列車が止まらずに通過した。※同一記事（読売
新聞　朝刊　２月１７日　２９面）

朝日新聞 2009/2/17 31 列車

埼玉歌壇　杜澤光一郎選　（寄居）長谷川みち子 埼玉新聞 2009/2/17 9 埼玉歌壇
２００９年度公立高校後期入学志願者数　【総合学科】寄居城北　男・女・共：共　入試募
集人員：２３７　入学確約者：192　志願者数：男２７女１５　計４２　競争率：０．９３　昨年同
期競争率：1．４２　※同一記事（埼玉新聞　朝刊　２月１７日　１２面、毎日新聞　朝刊　同
日　２２面、東京新聞　朝刊　同日　２２面、朝日新聞　朝刊　同日　３０面）

読売新聞 2009/2/17 28
公立高校後期
入学志願者

《記録ファイル》第１８回上里町乾武大会（１５日・上里東小学校を発着）　【５㌔】◇中学▽
男子　①高倉祐樹（寄居男衾ｔ中）１６分１０秒【２・５㌔】◇小学４年▽女子　②中島帆乃香
（城南ク）◇同５年▽女子　③野平梓（同）◇同６年▽男子　②浜野勝貴（同）

読売新聞 2009/2/18 25 マラソン

かんぽの宿（三ヶ根）　評価額：２億円→薄価：５００万　一括売却対象「かんぽの宿」の取
得価格、薄価、固定資産税評価額比較＝施設名：寄居　土地取得、建設費用（億円）：２
１．１、２００８年９月末薄価（同）：２．８１　３００８年固定資産税評価（同）：８．０６

東京新聞 2009/2/19 22
かんぽの宿売
却問題

大奥女性の雛人形も　鉢形城歴史館　旧家の収蔵品展開催　【寄居】寄居町鉢形の鉢形
城歴史館は、町内の旧家に伝わる雛人形を紹介した収蔵品店を３月１５ｈまで開いてい
る。（展示品：同町今市の堀口家に伝わる江戸時代から明治時代ぐらいまでの雛人形や

埼玉新聞 2009/2/20 13 鉢形城歴史館

「かんぴの宿」薄価、適性か低すぎか　事業譲渡前提　低い収益性映す　固定資産税評
価額の７分の１◎「かんぴの宿」薄価と固定資産税評価額（単価百万円。薄価は２００８年
９月末、固定資産評価額は０８年）　〔薄価の高い施設〕１０寄　居　薄価：２８１　固定資産

日本経済
新聞

2009/2/20 5
かんぽの宿売
却問題

寄居日和　ぶらっと再発見紀行　渡辺恭伸　【貝殻淵】　１５００万年前の亜熱帯 埼玉新聞 2009/2/20 13
寄居日和（貝殻
淵）

最終志願者３万１５０５人　県教育局は１９日、２００９年度の県内公立高校後期募集の最
終志願者数を発表した。２００９年度公立高校後期入学志願者数　【総合学科】寄居城北
男・女・共：共　入試募集人員：２３７　入学確約者：192　志願者数：男３２女１７　計４９　競
争率：１．０９　昨年同期競争率：1．１１　※同一記（毎日新聞　朝刊　２２面、東京新聞　同
２６面、朝日新聞　同　３４面、埼玉新聞　同　7面、

読売新聞 2009/2/20 32
公立高校後期
入学志願者

埼玉俳壇　星野光二　選　（寄居）吉澤紀子、（同）吉澤祥匡 埼玉新聞 2009/2/23 5 埼玉俳壇
埼玉歌壇　杜澤光一郎選　（寄居）長谷川みち子 埼玉新聞 2009/2/24 13 埼玉歌壇
「技術のホンダ」前面　経営改革へ社長交代　環境車開発に資源集中　■ホンダが打ち
出した主なリストラ策　●生産設備計画の見直し　・寄居工場の（埼玉県）の稼動を10年

朝日新聞 2009/2/24 11 ホンダ

ニュースナビ　かんぽの宿　疑惑招いた不透明入札　【かんぽの宿７０施設の経営損益】
⑭施設名：寄居　稼働率（％）：７５．５　経常損益（単位百万円）：４１　土地取得、建設費
用（億円）：２１．１　０８年９月末薄（億円）価：２．８１（※▲は赤字　寄居なし）

毎日新聞 2009/2/24 12
かんぽの宿売
却問題

【売却対象７０施設】黒字僅か１１ヶ所 ●「かんぽの宿」のお資産価値と損益状況　◆価値
の高い施設　８寄居　建設総費用：２．１１０　薄価：２８１　経常損益：４１（単位は百万円。
薄価は０８年９月末。経常損益は０７年度で　▲は赤字）

日本経済
新聞

2009/2/25 4
かんぽの宿売
却問題

歌壇・俳壇　歌壇　水野　昌雄　選　（寄居）安良岡正二 朝日新聞 2009/2/26 34 歌壇・俳壇
短歌・俳句　俳句　■　星野　光二選　寄居・町田　節子、同・小渕美津子 毎日新聞 2009/2/26 26 短歌・俳句
リトルシニア<ブロック春季大会>リトルシニア関東連盟北関東支部のブロック春季大会は
２１、２２の両日、西部、南部、北部で開幕。東部を含む４ブロックで熱戦が熱戦が繰り広
げられた。〇北部　（２１、２２・熊谷公園野球場ほか）Ａ、Ｂ組のリーグ戦４試合が行われ
た。【Ｂ組】寄居（１勝）５－２足利（１敗）、寄居（１勝１敗）１－８栃木下野（１勝）

埼玉新聞
スポーツ

2009/2/26 13 少年野球

繭玉で作る　オリジナル雛人形（寄居町）　鉢形城歴史館では桃の節句に合わせて、寄
居町内の堀口家に伝わる江戸時代に製作された貴重な雛人形や雛道具の展示が、３月
１５日開催されている。この展示会に合わせ、２２日、繭玉で作る雛人形教室が行われた。

埼北よみう
り

2009/2/27 8 鉢形城歴史館

◆２００８彩の国環境地図作品展（寄居）　２８―３月８日　県立川の博物館。入賞作品３２
点を展示。

埼玉新聞 2009/2/28 12
県立川の博物
館（展示）

第７１回謙慎書道展入賞者３８～３月５日＝上野・東京都美術館、３月１日～６日=池袋・サ
ンシャインシティ文化会館　【特選謙慎賞】▽漢字＝伴場秀萃　（寄居町）

読売新聞 2009/2/28 32 書道展

Ａチーム　寄居Ⅴに初栄冠　県スポ少年野球北部駅伝大会　第１７回スポーツ少年団野
球部会北部ブロック駅伝大会は２２日、本庄総合公園市民球場及び周辺コースでＡ、Ｂ
計６１チームが参加して行われた。　「Ａチーム」【総合順位】①寄居ビクトリーズ２６分１８
秒、⑨折原イーグルス（同）、⑮用土コルツ（同）、⑳中町ジュニア（同）　【区間賞】▽３区
久保晃大（寄居ビクトリーズ）４分１２秒　「Ｂチーム」【総合順位】②寄居ビクトリーズ２９分２

埼玉新聞 2009/2/28 7 駅伝

リトルシニア<ブロック春季大会>リトルシニア関東連盟北関東支部のブロック春季大会は
２月２８、3月１の両日、２２の両日、東西南北の４ブロックで熱戦が繰り広げられた。〇北部
（２月２８日、３月１日・熊谷公園球場ほか）Ａ、Ｂ組のリーグ戦４試合が行われた。【Ｂ組】前
橋（2勝1敗）８－０寄居（1勝2敗）（6回コールド）

埼玉新聞 2009/3/3 7 少年野球

埼玉歌壇　今月の選者　関田　史郎氏　（寄居）長谷川みち子 埼玉新聞 2009/3/3 12 埼玉歌壇
親子で楽しくこんにゃく作り　寄居、川の博物館　寄居町小園の県立川の博物館で、コン
ニャクイモを使ったこんにゃく作り体験が行われた。親子ら約20人が参加した。

埼玉新聞 2009/3/3 15
県立川の博物
館（展示）

２月１日現在の県内市町村別推計人口（県統計課調べ）市町村：寄居町　世帯数：１３，５
５３　人口（総数：３６，３７５　男：１７，９８６　女：１８，３８９

埼玉新聞 2009/3/4 3 県推計人口

短歌・俳句　俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子、同・町田　節子 毎日新聞 2009/3/5 20 短歌・俳句
◆第２８回日本刻字展入賞者（７～１２日、東京都美術館）【その他県内入賞者】＜委嘱＞
▽特選＝白石治恵（寄居）

毎日新聞 2009/3/5 20 刻字展



よみうり文芸　短歌　藤井　常世　選　寄居町　町田節子 読売新聞 2009/3/5 34 よみうり文芸
卵かけごはん　いかが　丸一養鶏場の「エコッコ」　放し飼いの卵人気　黄身ぷっくりと味 埼玉新聞 2009/3/6 13 卵
乙姫ちゃんで振り込め防止　寄居署　振り込め詐欺と交通事故を防止しようと、寄居署
は、寄居町商工会のマスコットキャラクターの「乙姫ちゃん」の折り紙人形などを配る街頭
キャンペーンを町内のスーパーマーケットの前で行った。

埼玉新聞 2009/3/6 15
振り込め詐欺防
止

県とホンダが環境協定　寄居工場　ビオトープ整備　将来の世代に美しい自然環境を引
き継ごうと、県とホンダは５日、連携しながら環境保全や地球温暖化対策に取り組む協定
を結んだ。エコに力点　相思相愛　行政と企業スムーズな締結　　※同一記事　同日（毎
日新聞　朝刊　２７面、東京新聞　同　２４面、朝日新聞　同　３４面、読売新聞　同　３２

埼玉新聞 2009/3/6 1 環境保全協定

自治体職員、休憩しても勤務扱い　「休息時間」廃止進まず　さいたま市などは来月に
県によると、昨年４月１日現在で「休息時間」を廃止済みの自治体は、県内７０市町村のう
ち、川口、朝霞、鴻巣、など１２市と伊奈、寄居など８町の計２０市町。

朝日新聞 2009/3/7 28 休息時間

攻めろ２９戦士　大宮　◎選手名鑑　【24】ＭＦ川辺　隆弥（かわなべたかや）①：（生年月
日）１９８８．１２．２２②：（身長／体重）１７４／６２③：（前所属チーム）大宮ユース④：（出身
地）埼玉　（城南中卒業生）

埼玉新聞
スポーツ

2009/3/8 Ｄ サッカー

1都４県　週刊知事　埼玉　上田清司知事　▼環境分野に企業の力　上田知事は５日、県
の環境政策にホンダが協力することの協定が結ばれたことを手が放しで歓迎した。　ホン
ダは平成１９年、県、寄居町などと「森林づくり協定」を締結。寄居町の１３．２㌶の森で植
林や下草刈りなどの保全活動に社員や家族などが参加している。

産経新聞 2009/3/8 20 週刊知事

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉澤　紀子、（同）吉澤　祥匡、（同）石澤　無涯 埼玉新聞 2009/3/9 5 埼玉俳壇
埼玉歌壇　関田　史郎選　（寄居）中里　佐和 埼玉新聞 2009/3/10 12 埼玉歌壇
リトルシニア<ブロック春季大会>リトルシニア関東連盟北関東支部のブロック春季大会は
７日、東西南北の４ブロックで熱戦が繰り広げられた。〇北部　（７日・江南総合公園野球
場ほか）Ａ、Ｂ組のリーグ戦２試合が行われ、順位が確定。決勝トーナメント（各組上位２
チーム）に進出する４チームが出そろった。【Ｂ組】寄居（1勝３敗）１－８行田（３勝１敗）（５

埼玉新聞
スポーツ

2009/3/10 7 少年野球

年度内給付　６市町　４割が付加商品券発行　〔定額給付金市町村アンケート〕支給：寄
居町（４月下旬）

埼玉新聞 2009/3/11 1 定額寄付金

ピアノ〔第９回和幸ピアノコンクール予選は、県内３会場の内２日以上が終了した。　本選
出場者は次の通り　■熊谷予選（２月２２日）熊谷市立文化センター　◇Ｂ部門・小１～小
３　柏葉　　実（寄居男衾２年）

朝日新聞
（埼玉少年
少女ス
ポーツ

2009/3/11 279-3
ピアノコンクー
ル

マラソン　第３回ふかやシティハーフ（１日・深谷仙元山公園周辺）　【３㌔】◇中学▽女子
③谷津花菜（寄居城南中）

読売新聞 2009/3/11 33 マラソン

寄居高　４７年の歴史に幕　統合で１４１人最後の卒業式　県立川本高校との統合が進め
られている寄居町桜沢の県立寄居高校は１０日、最後の卒業式を行った。　敷地に校歌

埼玉新聞 2009/3/11 15 寄居高閉校

校歌　よ　永遠に　閉校の寄居高　歌碑を除幕　今月末に閉校する寄居町の県立寄居高
校で１０日、最後の卒業式に合わせ、歌碑を除幕の除幕式が行われた。１９６２年に開校
史、今春の卒業生を含め、４７年間で約１万４０００人が巣立っている。

読売新聞 2009/3/11 34 寄居高閉校

県立川の博物館でカエルの生態紹介　２０日から　企画展「カエル・かえる・蛙」が、２０日
から５月１０日まで。

読売新聞 2009/3/11 34
県立川の博物
館（展示）

寄居高４７年の歴史に幕　最後の卒業式　建立の校歌碑除幕も　寄居町桜沢の県立寄
居城北高校で１０日、同校前身で３月末で閉校となる同寄居高校最後の卒業式が行われ
た。第４５回目の卒業生は１４１人で。１９６２年開校。本年までに１万４０２３人の卒業生を

東京新聞 2009/3/12 22 寄居高閉校

４色絵の具の作品「私にも描けました展」１５日まで　小川　小川町大塚の町立図書館地
下展示ホール１５日まで　出品者は、計４人（内、寄居町在住の中学３年生、柴田奈江さ

埼玉新聞 2009/3/12 13 絵画展

寄居日和　渡辺恭伸　ぶらっと再発見紀行　【洋食つばき】　終わりなき料理の道 埼玉新聞 2009/3/13 13 寄居日和
２９日に里山歩く「はだしの散歩道」【寄居】春の里山を歩く「はだしの散歩道」が２９日、寄
居町男衾地区で行われる。主催ははだしの散歩道実行委員会と寄居町商工会青年部。

埼玉新聞 2009/3/13 13
はだしの散歩
道

参加者募集　春うらら親睦ハイキング　寄居町をハイキングする「はだしの散歩道」が３月２
９日（日）に行われる。寄居町商工会が観光、商業活性化事業として主催し、今年で２３回
目。今年は男衾駅を発着に男衾地区内を巡る１１，２ｋｍの行程で。

埼北よみう
り

2009/3/13 738-3
はだしの散歩
道

◆かわは＜春まつり（寄居）２２日午前１０時～午後４時、県立川の博物館。企画展＜カエ
ル・かえる・蛙」合わせて、ミウジアムトーク、ケロミン演奏、カエルのおもちゃ作り、ふわふ

埼玉新聞 2009/3/14 13
県立川の博物
館（催し）

埼玉俳壇　松本　　旭選　（寄居）吉澤　祥匡、（同）吉澤　紀子 埼玉新聞 2009/3/16 5 埼玉俳壇
有料道路利用でイチゴ狩り割引　秩父観光を盛り上げとともに皆野寄居有料道路の利用
者を増やそうと。

産経新聞 2009/3/17 22
皆野寄居有料
道路

かんぽの宿寄居「取得の考えなし」　町長が議会で答弁　寄居町の津久井幹雄町長は１
６日、日本郵政が「かんぽの宿寄居」を個別に売却したとしても「町として取得、運営して
いくという考えはない」という意向を示した。

埼玉新聞 2009/3/17 1
かんぽの宿売
却問題

地域に密着、連携体制を構築　地域貢献活動を進める埼玉県電気工事工業組合　自治
体などと災害時復旧、防犯協定を締結　◎災害時協定自治体　市町村名：寄居　締結
日：０８．４．１６　◎防犯協定　自治体：寄居　締結日：０６．１０．５

埼玉新聞 2009/3/18 12
地域貢献か活
動

地方道路公社　７割で収支計画割れ　予測甘く自治体に負担　埼玉公社は支出削減　、
皆野―寄居、維持費半分

埼玉新聞 2009/3/19 2 地方道路公社

短歌・俳句　短歌　■水野　昌雄選　寄居・町田　節子　俳句　■星野　光二選　同・小渕
美津子、同・町田　節子

毎日新聞 2009/3/19 24 短歌･俳句

◆寄居で住宅が全焼　１８日午後零時３０分ごろ、寄居町富田」、トラック運転手芹沢さん
（３６)方から出火、木造二階建て約５０平方㍍を全焼した。

埼玉新聞 2009/3/20 15 火災

かんぽの宿立地の自治体　６割が買い取り消極的　さいたま市も「考えない」　県内のかん
ぽの宿は、「ラフレさいたんま」（さいたま市中央区）と「かんぽの宿寄居」の２施設がある。
寄居町は匿名希望で回答内容は明らかでない。ただ、津久井幹雄町長は１６日の町議
会で「このような施設を運営してうまくいった自治体は少ない。町に運営ノウハウもない」と

埼玉新聞 2009/3/21 1
かんぽの宿売
却問題

北関東道場対抗少年柔道大会　第８回北関東道場対抗少年柔道大会は１５日、大宮武
道館で関東１郡６県から７０３人の選手が参加して小学生の団体戦と中学生の個人戦が
行われた。　「個人戦」【中学生男子軽量級】③新井翔（寄居男衾育成会）【同女子】③関

埼玉新聞 2009/3/21 4 少年柔道

第２７回鴻巣パンジーマラソン　が３月７日、鴻巣市陸上競技場うぃ発着に行われた。
【女子】▼５㌔中学生　③山口莉加（寄居城南）１８分３３秒

さいたま報
知

2009/3/22 8 マラソン

「春」眺め１７８９人ウォーク　武蔵野十里　早春の武蔵野路を歩く、「第２４回武蔵野十里」
が２２日、さいたま市、東松山市を中心に開かれ、昨年より７４人多い１７８９人が参加した。
１０㌔を歩き抜いた寄居町の村上皓子さん（１８）は、高校を卒業し、来月から神奈川の大
学に進学する。卒業業記念に母親と参加した。

朝日新聞 2009/3/23 37 ウォーク



埼玉歌壇　関田　史郎選　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2009/3/24 12 埼玉歌壇
寄居が栗橋を圧倒　＜北部ブロックリーグ＞リトルシニア関東連盟北関東支部の北部ブ
ロックリーグは２２日、佐野シニアグラウンドで３試合が行われた。　栗橋（５敗）６－１４寄居

埼玉新聞
スポーツ

2009/3/24 9 少年野球

マラソン　第１９回熊谷さくら大会（２２日・熊谷運動公園発着　【２．５㌔】◇男子▽小学６
年③浜野勝貴（城南ク）◇女子▽同５年③野平梓（同）

読売新聞 2009/3/25 33 マラソン

にほんの里１００選マップ　（２２）風布（寄居町） 朝日新聞 2009/3/25 18・19 にほんの里100
短歌・俳句　俳句　■星野　光二選　寄居・町田　節子、同・小渕美津子 毎日新聞 2009/3/26 24 短歌･俳句
県など42団体　補償金91億円免除　財政投融資3４０億繰上げ償還　１９町の中で繰り上
げ償還、補償金免除額　補償金免除額ともにもっとも多かったのは寄居町。

埼玉新聞 2009/3/26 2 財政投融資

ホンダ寄居新工場　稼働さらに１年延期　「早期操業へ全面支援」 朝日新聞 2009/3/27 35 ホンダ
ホンダ新工場　稼働再延長　寄居町は支援継続表明 読売新聞 2009/3/27 32 ホンダ
よみうり文芸　短歌　藤井　常世選　寄居町　野口　大作 読売新聞 2009/3/27 34 よみうり文芸
稼働延期をプラスに　ホンダプロジェクト　設立2周年で報告会　寄居町商工会ホンダ・プ
ロジェクトは２５日、設立2周年記念報告会を寄居町寄居のよりい会館で開いた。

埼玉新聞 2009/3/27 15
ホンダプロジェ
クトクト

寄居日和　渡辺恭伸　ぶらっと再発見紀行　〔今井屋のかつ丼〕　寄居の味　引継ぐ 埼玉新聞 2009/3/27 15 寄居日和
第61回日本学生清書コンクール入賞者（２９～３１日。東京」・学書院本部ギャラリー。）
【個人】▽連盟賞＝岡部晴紀（寄居町立寄居中）▽推薦＝岡部有紀（同）

読売新聞 2009/3/27 32 書道展

小春日和に出かけよう（低料金）　オススメ　野外スポット　埼玉県立　川の博物館（寄居 埼北よみう 2009/3/27 739-1 県立川の博物
私の愛読書　『清貧の思想』中野幸次著　草思社　寄居町教育長　梅澤　泰助氏 埼北よみう 2009/3/27 739-3 私の愛読書
ホンダ寄居新工場　稼働は１２年以降　市場影響、再び延期　ホンダは26日、寄居町に
建設中の四輪新工場の稼働時期を１０１２年以降に延期すると発表した。　地元落胆「早

埼玉新聞 2009/3/27 1 ホンダ

稼働延期をプラスに　ホンダプロジェクト　設立２周年で報告会　【寄居】、寄居町商工会
ホンダ・プロジェクトは２５日、、設立２周年記念で報告会を寄居町寄居のよりい会館で開

埼玉新聞 2009/3/27 15 ホンダ

ホンダ、新工場稼働　再延長　ホンダ、新工場稼働　再延長　１２年以降に　本格回復メド
立たず　ホンダは２６日、乗用車の生産拠点として建設中の寄居工場の稼働時期が２０１２
年以降にずれ込むと発表した。

日本経済
新聞

2009/3/27 11 ホンダ

ホンダ寄居工場、稼働再延期　「県内企業に影響懸念」上田知事。 日本経済
新聞

2009/3/27 33 ホンダ

「一日も早い稼働を」ホンダ寄居工場稼働再延長　関係者ら要望相次ぐ 東京新聞 2009/3/27 ホンダ
ホンダ新工場「一日も早い稼働を」　再延期受け寄居町長ら 毎日新聞 2009/3/28 24 ホンダ
催し◆お花見の会（寄居）２８日午前１１時～午後３時、鉢形城歴史館中庭。 埼玉新聞 2009/3/28 18 鉢形城歴史館
読書通帳制覇　林さん第１号　寄居町立図書館が、読み終えた本の金額と書名などを記
入する通帳「読書通鳥」の交付を初めて２年、深谷市立花園小学校１年の林真衣さん（７）
が１１６冊を読破して通帳を埋め尽くし、「通鳥制覇第１号」に認定された。同図書館は林
さんに「読書名人」の称号を授与する予定だ。

読売新聞 2009/3/28 33 町立図書館

週間情報　　県内週間日誌　２６日ホンダが寄居工場の稼働時期を再延期 埼玉新聞 2009/3/30 3 県内週間日誌
寄居の「鉢形城跡」で花見茶会 東京新聞 2009/3/30 鉢形城歴史館
〔さいたま　サロン〕　新工場進出「企業門前町」に　延期でも「積極的に待つ」　ホンダ・プ
ロジェクト委員長　柴崎　猛さん　寄居在住、６０歳。

東京新聞 2009/3/30 22 ホンダ

この１枚　裏方　寄居町、竹内道直さん（６７） 東京新聞 2009/3/31 26 写真
まなびの祭典　本県で初の開催　「まｓなびピア埼玉２００９」１０月３０日から　１０月３１日か
ら１１月３日の５日間。さいたまスウパーアリーナをメイン会場に県内全域で全国生涯祭り
フェスティバル「まなびピア埼玉２００９」が開催される。県内すべての市町村「が参加　市
町村主催事業（予定）：６５寄居町＝秋の生涯学習まつり・よりい絵画展

埼玉新聞 2009/3/31 7 まなびピア埼玉

県公立学校教職員移動　小・中学校教員　北部教育事務所　　※同様な記事（埼玉新聞
小・中校長　１１面　同教頭　１２面、）

埼玉新聞 2009/3/31 14～１５ 職員移動

埼玉歌壇　関田　史郎選　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2009/3/31 18 埼玉歌壇


