
記事見出し 紙名 掲載日 面 件名

短歌・俳句　俳句　■星野　光ニ選　寄居・小渕美津子 毎日新聞 2010/4/1 24 俳句
朱印状が語る歴史　３９通を集め企画展　鉢形城歴史館　寄居町鉢形の鉢形城歴史資
料館は、江戸幕府が寄居町内の寺院に発給した朱印状などを集めた春季企画展「朱印
状から読む歴史の一側面」を、５月５日まで開催している。

埼玉新聞 2010/4/2 11 鉢形城歴史館

３月１日現在の県推定人口（県統計課調べ）市町村：寄居町　世帯数：１３，６２８　人口
（総数：３６，０６５　男：１７，８２０　女：１８，２４５）

埼玉新聞 2010/4/4 3 県推計人口

埼玉俳壇　内野　修選　（寄居）石澤　無涯 埼玉新聞 2010/4/5 5 埼玉俳壇
本庄・秩父・寄居　こだわり「花見酒」　❀１７２８年に創業した寄居町の酒蔵「藤崎摠兵
衛商店」（藤崎信夫社長）は２日から販売している「白扇梅酒＝純米原酒仕込み＝」は、
同町末野の梅林で昨年６月に収穫された梅を約９か月間熟成して仕上げた。

読売新聞 2010/4/5 27 花見・酒

飲酒運転「いかんぜよ！」坂本竜馬が喝　寄居、延べ２８０人が制作　６日から始まる春
の全国交通安全運動に併せて、寄居町桜沢の寄居署付近の交差点に交通安全を呼び
掛ける「坂本竜馬」の巨大人形がお目見えしている。

埼玉新聞 2010/4/6 19 交通安全運動

南仏風「星の王子さま」テーマ　寄居ＰＡ、今夏新装開業 日本経済新聞 2010/4/7 31 交通
短歌・俳句　俳句　■星野　光ニ選　寄居・小渕美津子 寄居・町田節子 毎日新聞 2010/4/8 22 俳句
みなみらんぼうの一歩二歩山歩　第５９０話　愛宕山から釜伏山㊦（埼玉）　ヤマイヌ様
頂上に鎮座　あたごやま、かまふせやま　釜伏山北面から湧出する日本水は風布川とと
もに名水百選に選定された。日本武尊が戦勝祈願で剣を岩壁に刺し、水が湧いたと伝
わる。

読売新聞（夕刊） 2010/4/8 3 愛宕山・釜伏山

置物や石絵などネコ題材に２００点　〔寄居〕　ネコをテーマにした作品を集めた「ネコ展」
が１８日まで、寄居町寄居の「おさんぽぎゃらりぃ　すがや」で開かれている。 埼玉新聞 2010/4/9 11 作品展

猫をテーマにした作品展（寄居町）　猫をテーマにした作品が並ぶ「ねこ展」が１８日（日）
まで寄居町のおさんぽぎゃらりぃすがや（よりい会館の向かい）で開催されている。 埼北よみうり 2010/4/9 第７６４号－１ 作品展

春の花々　埼北・近隣オススメスポット　●金尾山つつじ公園 埼北よみうり 2010/4/9 第７６４号－１ 花見
◈ボタニカルアート　太田洋愛の桜原画展　５月９日まで、寄居町の県立川の博物館（月
曜休館、０４８．５８１．７３３３）。日本のボタニカルアートの先駆者として多くの植物画を
残した太田さんの原画５３点を展示。

読売新聞 2010/4/9 29 太田洋愛原画展・ボタニカルアート

危険業務従事者２１０人叙勲　◇…瑞宝単光章…◇【警察】▽新井潔７１（寄居）
読売新聞 2010/4/10 28 叙勲

元警察官ら３６２５人危険業務従事者叙勲　▽瑞宝単光章　◇警察功労　新井　潔７１元
県警部補　寄居

埼玉新聞 2010/4/10 3 叙勲

この１枚　満開の笑顔　熊谷市、清水勝雅さん（５９）　寄居町の城跡に咲くエドヒガンザ
クラ。

東京新聞 2010/4/11 26 鉢形城跡エドヒガンザクラ・写真

戦国の攻防戦再現　寄居で北條まつり　戦国時代の鉢形城の攻防戦を再現した「第４９
回北條まつり」が１１日、寄居町の玉淀河原などで行われた。歴史ブームの影響もあっ
てか、大勢の人が見物に訪れ、迫力ある合戦シーンを見守った。

埼玉新聞 2010/4/13 15 第４９回北條まつり

和幸ピアノコンクール予選　■熊谷会場（２月２８日）熊谷文化センター文化会館　◇Ｂ部
門・小１～小３　柏葉　実（寄居男衾）

埼玉少年少女スポーツ 2010/4/14 3 ピアノコンクール

短歌・俳句　俳句　■星野　光ニ選　寄居・町田節子
毎日新聞 2010/4/15 20 俳句

◇サッカー　県シニア４０北部リーグ第５節（１１日・本庄小山川グラウンド）　東松山Ｏ
３ー０　寄居 埼玉新聞スポーツ 2010/4/15 9 サッカー

街・ふれあい　無事カエル贈る　◆寄居◆　寄居城北高校・家庭科部が、手作りの交通
安全マスコット人形「無事カエル」を町立桜沢小学校に贈った。 読売新聞 2010/4/16 13 寄居城北高校

日用品がアートに変身　花の絵で華やかに装飾　〔寄居〕　家具や日用品に特殊な技法
で絵を描いたトールペイントの作品展が３０日まで、寄居町桜沢の熊谷商工信用組合寄
居支店（内田善久支店長）で開かれている。

埼玉新聞 2010/4/16 13 作品展

熊谷さくらマラソン　▽２．５キロ小学６年生　③時田俊吾（男衾）８分５０秒　⑤金子瑞輝
（男衾学童陸上）８分５５秒　▽５キロ中学生　③内田健太（寄居城南）１６分２３秒 さいたま報知 2010/4/18 2 マラソン

熊谷が大勝　５勝目　〈北部ブロックリーグ〉　寄居１勝４敗 埼玉新聞スポーツ 2010/4/20 8 野球
全国学力テスト　県内参加率４３．５％　初の抽出方式全国で７割強実施　寄居町・抽出
校のみ参加 埼玉新聞 2010/4/21 1 全国学力テスト

寄居民話７年かけ２６編　地元の言い伝え、主婦ら２人で聞き取り・裏付け　「子どもたち
に地元の昔話を」と本を探したが見つからない。読み聞かせ乃ボランティアをしていた寄
居町鉢形の主婦久代恵美子さん（５７）が「よりい民話研究会」をつくったのはそんな理
由からだった。以来７年間、お年寄りから聞き取った約５０種の言い伝えをベースに、現
地を訪ね、文献で裏付けをし、こつこつと２６編を仕上げた。 読売新聞 2010/4/21 33 民話

短歌・俳句　俳句　■星野　光ニ選　寄居・町田節子　寄居・小渕美津子
毎日新聞 2010/4/22 22 俳句

３２０点の応募　知事賞に岩上氏　寄居で県北書道展覧会　県北書人連盟主催の第４６
回県北書道展覧会が、寄居町総合体育館・アタゴ記念館で開かれた。 埼玉新聞 2010/4/22 13 書道展覧会

◆酒気帯び運転容疑で男逮捕（寄居署）　寄居署は２１日、道路交通法違反（酒気帯び
運転）の疑いで、深谷市武蔵野、採石会社社員の男（２９）を現行犯逮捕した。 埼玉新聞 2010/4/22 13 事件

雪景色と新緑一緒に楽しむ　外秩父七峰縦走ハイク　小川　第２５回外秩父七峰縦走ハ
イキング大会（東武鉄道主催）が１８日、東武東上線小川駅ー同寄居駅間のコースで開
催された。

埼玉新聞 2010/4/22 11 ハイキング大会

楽しい脚だめし！外秩父七峰ハイキング（小川町・東秩父村・寄居町）　小川町・東秩父
村・寄居町の７つの峰を越え、約４２㎞を踏破する「第２５回・外秩父七峰縦走ハイキング
大会」（東武鉄道主催）が１８日、開催された。

埼北よみうり 2010/4/23 5 ハイキング大会

映画の舞台歩こう　ヨリイフィルムコミッション　ロケ地ガイド創刊　〔寄居〕　寄居町で映
画やテレビドラマのロケ地の支援を行っているヨリイフィルムコミッション（ＹＦＣ・大橋正宏
代表）は、町内のロケ地やＹＦＣスタッフの店などを紹介したガイド「街の灯（ひ）」を創刊
した。

埼玉新聞 2010/4/23 13 映画

「少しでもきれいに」２４団体に助成金授与　サイサン環境保全基金　さいたま市大宮区
のサイサン本社ビルで行われた授与式では、川本理事長が、助成団体を代表して寄居
町の「風布川・日本水名水保存会」の坂本全平会長に目録を贈呈した。 埼玉新聞 2010/4/25 14 環境保全

熊谷　１５得点で大勝　寄居はコールドで２勝目　〈北部ブロックリーグ〉寄居は栗橋を五
回コールドで下し２勝目を挙げた。　寄居２勝４敗

埼玉新聞スポーツ 2010/4/27 7 野球



流域に住む写真家らの会　１０周年の写真集　荒川の美しさもっと知って　「本当の荒川
の美しさを知っている自分たちだからこそ、写真で伝えられるものがある」ー。荒川流域
に住む写真家などでつくる「荒川を撮る会」が、創立１０周年を記念して写真集「残した
い・伝えたい　荒川」を出版した。会の創設者、岩田省三さん（７１）＝寄居町＝に荒川へ
の思いを聞いた。

産経新聞 2010/4/27 22 写真集

ヤマツツジ　山肌、緋色に　寄居町の金尾山（２２５㍍）でヤマツツジが見頃を迎え、山肌
を緋色に染めている。樹齢２００年を超えるヤマツツジを含め、約５０００本が自生。 読売新聞 2010/4/27 29 ヤマツツジ

女子走り幅跳び　朝妻優萌（熊谷富士見中）好跳躍　県春季陸上記録会兼国体予選会
今季の陸上競技が開幕　陸上競技■春季陸上記録会兼国体予選会（４月１１日、上尾
運動公園陸上競技場）　【男子の記録】（中学生のみ）〈１００ｍ〉▽１９組③奥秀平（寄居
城南中）１１秒７３　〈８００ｍ〉▽６組①高田拓哉（寄居城南中）２分６秒６５

埼玉少年少女スポーツ 2 陸上競技

寄居では５０万円被害　２６日、寄居町の婦人服小売業の女性（７２）から「お金をだまし
取られた」と寄居署に届け出があった。

埼玉新聞 2010/4/29 19 犯罪

短歌・俳句　俳句　■星野　光ニ選　寄居・小渕美津子 毎日新聞 2010/4/29 25 俳句
よみうり文芸　［川柳］　岡部　美雄　選　【入選】寄居町　田中　美枝子 読売新聞 28 よみうり文芸
巨大七福神彩るボタン　寄居の蓮光寺　武州寄居七福髪の一つの寄居町用土の蓮光
寺（斉藤義宏住職）で、ボタンの花が咲いている。

埼玉新聞 2010/5/1 12 花

かわはくまつり甲冑着用楽しむ　寄居　県立川の博物館（寄居町小園）で１日、「かわは
くＧＷまつり」が始まり、目玉イベントの甲冑着用体験を親子連れが楽しんでいる。３日ま
で。

毎日新聞 2010/5/2 23 川の博物館

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）石澤　無涯、（同）吉澤　祥匡、（同）吉澤　紀子
埼玉新聞 2010/5/3 5 埼玉俳壇

俳句　東城伸吉選　▽入選　（寄居）石澤　邦彦、（同）千野　ヨシコ、（同）福田　秋子
お茶の間ジャーナル 第５５４号 俳句

◇サッカー　【予選リーグ】　▽Ｂ－１組　寄居ＦＣ２００１　２－１　パパイヤＦＣラウオーレ
（深谷）、寄居ＦＣ２００１　１２ー０　本庄旭、寄居ＦＣ２００１　１－０　小鹿野町　①寄居ＦＣ
２００１　▽Ｂ－２組　久那（秩父）　２－０　城南ＦＣ（寄居）、高篠　３－０　城南ＦＣ、城南Ｆ
Ｃ　０－０　原谷　▽Ｂ－４組　吉田ＦＣ（秩父）　３－０　ＪフェヅンツＦＣ（寄居）、Ｊフェヅン
ツＦＣ　２－０　ロングイーストＦＣ、ＦＣＧＬＡＵＸ　４－０　ＪフェヅンツＦＣ　▽Ｃ－２組　本庄
南少年　２－０　男衾（寄居）、秩父第一　６－０　男衾

埼玉新聞スポーツ 2010/5/4 8 サッカー

”暑い”GW終盤　Uターンラッシュも本格化　秩父で２９．８度　各地で今年最高　▽寄居、
鳩山両町２９．１度

毎日新聞 2010/5/5 23 気温（気象）

真夏日目前　秩父で２９．８度　高気圧に覆われた４日、県内は強い日差しが照りつけ
た。熊谷地方気象台によると、最高気温は秩父で２９．８度と平年を８度以上上回り、今
年一番の暑さとなった。熊谷で２９．３度、寄居、鳩山でも２９．１度を記録し、３０度以上
の「真夏日」に迫った。

朝日新聞 2010/5/5 29 気温（気象）

寄居町商工会　「つぶやき」で誘客　商店のセール告知など　埼玉県の寄居町商工会は
ミニブログサービス「ツイッター」を活用した地域のポータブル（玄関）サイトを開設した。
町の商店経営者らの「つぶやき」を集め、商店のタイムセールなど町の状況をリアルタイ
ムで発信。商店と消費者の結びつきを強めて、商店街の活性化につなげる狙いだ。

日本経済新聞 2010/5/7 27 寄居町商工会

ポータルサイト「ヨリッター」開設　つぶやきで町元気に　町商工会と若手経営者　〔寄
居〕寄居町内の経営者でつくる勉強会のYBC（ヨリイ・ビジネス・カンファレンス　一柳憲
柳代表）からの提案に商工会がのるかたちで実現した。YBCの若手有志と商工会で会
議を重ね、ウェブ制作などは５人で作業を分担。特に費用はかけずにポータルサイトを
完成させた。寄居町の会社や商店、寄居のことが大好きな個人のつぶやきを集めたツ
イッターということで、名前は「ヨリッター」。

埼玉新聞 2010/5/7 13 寄居町商工会

熊谷３２度　２日連続真夏日　関東上空に真夏並みの暖かい空気が流れ込んだ影響
で、県内は６日、熊谷市で今年最高の３２．０度（平年２２．６度）を記録するなど、２日連
続で真夏日となる地域が続出した。寄居町（最高気温３１．５度）。

読売新聞 2010/5/7 33 気温（気象）

県内連日の真夏日　熊谷で最高の３２．０度　熊谷地方気象台によると、南から暖かい
風が入った上、雲が少なく日照時間の多い天候の影響で、熊谷で県内最高の３２．０
度、秩父で３１．９度、鳩山で３１．７度を記録したほか、寄居と久喜の５ヶ所で３０度を超
えた。

埼玉新聞 2010/5/7 1 気温（気象）

４月１日現在の県推定人口（県統計課調べ）市町村：寄居町　世帯数：１３，６８１　人口
（総数：３６，０２６　男：１７，８０１　女：１８，２２５）

埼玉新聞 2010/5/8 3 県推計人口

北部　大里など初戦突破　南部　川口Tなど県大会へ　全国スポーツ少年団　軟式野球
大会県予選　マッキーズ（寄居）６ー７江南ファイターズ（熊谷）　城南キングフィッシャー
ズ（寄居）０－７横瀬甲武（五回コールド）　長幡イーグルス（上里）１２－０中町ジュニア
（寄居）（五回コールド）

埼玉新聞スポーツ 2010/5/8 10 野球

今週のホームラン　５月５日　根岸一登（マッキーズ） 埼玉新聞スポーツ 2010/5/8 10 野球

ツイッター活用　顧客獲得　県内初、地域サイトに　寄居町商工会は今月から、つびやき
のような短いメッセージをインターネットで発信する「ツイッター」を活用したポータル（玄
関）サイト「ヨリッター」を始めた。企業や町民らが発信する身の回りの出来事などのつぶ
やきや、商品の宣伝、町にかかわる情報などを集めることで、リアルタイムで町の魅力
が伝わるサイトを目指している。同商工会によると、ツイッターによる地域サイトを作った
のは、県内で初めてという。

産経新聞 2010/5/8 20 寄居町商工会

地元情報は「つぶやき」で　寄居町では、地域ポータルサイト「ヨリッター」
（http://yorii.or.jp/yoriitter/)が立ち上げられた。若手経営者らでつくる「ヨリイ　ビジネス
カンファレンス」（ＹＢＣ）のメンバーが企画し、町商工会の協力で実現した。 朝日新聞 2010/5/8 31 寄居町商工会

入江監督が新作お披露目　深谷の東藏ホール　来月にＮＹで上映　深谷育ちの映画監
督入江悠さん（３０）の最新作「ＳＲサイタマノラッパー２～女子ラッパー☆傷だらけのライ
ム～」が完成し、８日、同市深谷町の旧七ツ梅酒造・東藏ホールで凱旋（がいせん）上映
が行われた。深谷市、寄居町、熊谷市でロケを行っている。 埼玉新聞 2010/5/9 15 映画

新人賞映画監督が凱旋試写会　深谷市出身の入江さん　最新作携え　「ＳＲサイタマノ
ラッパー」の続編となる「女子ラッパー☆傷だらけのライム」は、群馬県を舞台に、かつて
ヒップホップ音楽に青春をささげた女子ラップグループ再編の歩みを描いた作品。寄居
町の老舗こんにゃく店、熊谷市内のプールなどをロケ地に、０９年１０月から約２０日間か
けて撮影。

読売新聞 2010/5/9 24 映画

埼玉歌壇　今月の選者　杜澤　光一郎選　（寄居）前川　ヤス子 埼玉新聞 2010/5/11 12 埼玉歌壇
街・ふれあい　ガイド本発行　◆寄居◆　「ヨリイフィルムコミッション」（ＹＦＣ）が、ガイド
「街の灯」を作った。Ａ３版の両面印刷。ロケ地になった旅館や老舗コンニャク店、肉屋な
ど地図付きで紹介している。 読売新聞 2010/5/12 27 映画・出版



サッカー　県シニアリーグ（４月１８日～５月９日・九里グラウンドほか）　◇４０北部▽第６
節　寄居１－１小鹿野　▽第７節　めぬま１－０寄居

読売新聞 2010/5/12 26 サッカー

「無事カエル」を小学生に寄贈　【県立学校だより】　寄居町桜沢の県立寄居城北高校家
庭科クラブの生徒８人が、カエルをモチーフにした手作りの交通安全マスコット「みんな
笑顔で無事カエル」を作成。４月１２日に、町立桜沢小学校の新入生３６人にプレゼントし
た。

産経新聞 2010/5/13 21 寄居城北高校

科学と芸術が融合した企画と居心地の良い空間を目指して　「かわはく」の愛称で親し
まれる寄居町の埼玉県立川の博物館は、荒川を中心とした埼玉の河川や自然と人々の
暮らしの関わりを楽しく学べる綜合博物館だ。

埼北よみうり 2010/5/14 2 川の博物館

山田洋次監督の「おとうと」上映　来月１３日、中央公民館　〔寄居〕　町民の実行委員会
形式で運営している「寄居町映画会」の第２４回上映会が６月１３日、寄居町中央公民館
で開催される。山田洋次監督がメガホンを取り、吉永小百合、笑福亭鶴瓶らが出演した
話題作「おとうと」を上映する。 埼玉新聞 2010/5/14 13 映画

■ふた盗んだ容疑で逮捕　深谷署は１８日、寄居町用土、自称廃品回収業吉田文夫（５
８）、同居の無職川田初美（５８）両容疑者を窃盗容疑で逮捕したと発表した。 読売新聞 2010/5/19 31 犯罪

★資材盗んだ容疑で男女２人逮捕　深谷署は十八日、窃盗の疑いで、寄居町用土、自
称廃品回収業吉田文夫（五八）と、同居の無職川田初美（五八）の二容疑者を逮捕し
た。

東京新聞 2010/5/19 24 犯罪

江南南など県大会へ　東部　レジスタＦＣ２年連続　全日本少年サッカー県予選地区大
会　○…北部（１６日・熊谷スポーツ文化公園西多目的広場）　【順位決定リーグ】江南南
４－０　寄居ＧＣ２００１　寄居ＦＣ２００１　０－０　児玉ディパーチャＦＣ　◇サッカー　県シ
ニア４０北部リーグ第９節（１６日・寄居環境整備センター）　児玉　２－０　寄居

埼玉新聞スポーツ 2010/5/20 9 サッカー

◆マンホールのふたを盗んだ疑いで男女逮捕（深谷署）　深谷署は１８日、マンホールの
ふたなどを盗んだとして、寄居町用度の自称廃品回収業吉田文夫容疑者（５８）ち同居
の無職川田初美容疑者（５８）を窃盗の疑いで逮捕した。

埼玉新聞 2010/5/20 15 犯罪

母の生きた証しを　７０歳すぎて絵画に熱中　吉田さんの遺作展　あすから、皆野　〔寄
居〕　昨年９月に９４歳で亡くなった寄居町桜沢の吉田きよ子さんの遺作展が、皆野町皆
野のヤマブ味噌（みそ）蔵ホールで２２から行われる。波乱万丈の人生を送り、７０歳を
過ぎて絵を描き始めた吉田さん。母親の生きた証しを多くの人に見てもらおうと、子ども
たちの企画で初めての個展が実現する。 埼玉新聞 2010/5/21 11 作品展

気温グングン　鳩山町で３３度　各地で真夏日　熊谷地方気象台によると、各地の最高
気温は▽熊谷市３２．６度▽久喜市３１．７度▽寄居町３１．６度▽さいたま市３１．４度▽
越谷市３１．２度▽所沢市３０．９度――などとなった。 毎日新聞 2010/5/22 25 気温（気象）

寄居を桜で埋め尽くせ　町民グループ３年で９０種７５０本植樹へ　「日本一の桜の里」を
目指している寄居町の町民グループ「荒川グリーングリーン」（岩田省三代表）は２０日、
寄居町の鐘撞堂山（標高３３０㍍）の山頂直下南面に５種類の桜５０本を植樹した。２００
８年から桜の植樹を始め、今年までに９０種７５０本を植樹する予定。桜を起爆剤に地域
おこしを進める考えだ。

埼玉新聞 2010/5/23 11 地域おこし・桜

宮崎の口蹄疫募金箱を設置　寄居町商工会　宮崎県で家畜の伝染病、口蹄疫が広がっ
ている問題で、寄居町商工会は２１日、事務所に募金箱を設置した。２８日まで募り、６
月１日に同県川南町商工会に送金するという。

朝日新聞 2010/5/23 13 寄居町商工会・口蹄疫

産後の美容法体験元に著書　体重管理など８期に分け解説　寄居出身イラストレーター
柴崎さん　寄居町出身のイラストレーター柴崎マイさん（３５）が、赤ちゃんとスキンシップ
しながらプロポーションを回復する体操など、だれでもできる美容法を紹介した初の著書
「産後ビューティー」を発刊した。

読売新聞 2010/5/25 31 美容

上福岡サヨナラ勝ち　上尾、春日部など初戦突破　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２３日、開幕。　　寄居１－８昭島　（五回コールド） 埼玉新聞スポーツ 2010/5/25 9 野球

県の映画制作支援　初の長編作品完成　埼玉県のデジタル映画制作支援プログラムで
初の長編映画「ネムリバ」（８５分）が完成した。デジタル映画産業の核となる若手の育成
事業の一環。県の育成施設に入居する園田新氏が監督を務めた。作品には寄居町の
旅館「山﨑屋」や川越市の蔵造りの町並みなどが登場する。

日本経済新聞 2010/5/25 35 映画

亡き母へ感謝の水彩画展　９４歳で死去・吉田さん晩年の５０点、子どもたちが開催　皆
野町皆野の味噌蔵ホールで開かれている「母のアトリエ展」には、昨年９月に９４歳で亡
くなった寄居町桜沢の吉田きよ子さんが趣味で描きためた水彩画が並ぶ。

読売新聞 2010/5/26 31 展覧会

城南中初Ｖ飾る　小林の一打、逆転呼ぶ　第６回埼玉ジャイアンツ交流野球大会はこの
ほど、東秩父村ふれあい広場で開会式と決勝までが行われ、決勝で城南中（寄居）が鳩
山中を５－４で下し、初優勝した。　▽一回戦　埼玉ジャイアンツ（東秩父）０－１城南中
（寄居）　▽準決勝　城南中１１－１玉川中（五回コールド）　▽決勝　鳩山中４－５城南中

埼玉新聞 2010/5/27 7 野球

短歌・俳句　短歌　■水野　昌雄選　寄居・町田節子　俳句　■星野　光二選　寄居・小
渕美津子

毎日新聞 2010/5/27 24 短歌・俳句

第３４回全日本少年サッカー大会県地区予選結果　北部　〈予選リーグ〉　▽Ｂ１ブロック
①寄居ＦＣ②パパイヤＦＣ③小鹿野町④本庄旭▽Ｂ２同　①秩父高篠②ＦＣ原谷③久那
④城南ＦＣ　▽Ｃ２同　①秩父影森②秩父第一③本庄南少④男衾ＳＣ　〈決勝リーグ〉
▽Ｂブロック　①寄居ＦＣ②グラウクス③深谷藤沢④秩父高篠　〈順位決定リーグ〉　▽①
江南南②児玉ディパーチャ③寄居ＦＣ④熊谷東

読売新聞 2010/5/28 27 サッカー

水害への防災意識を　荒川流域ハザードマップ展　〔寄居〕　寄居町小園の県立川の博
物館は、荒川流域の自治体がつくった洪水ハザードマップを集めた企画展を６月２０日
まで開催している。”荒ぶる川”として知られた荒川の地形的特性を知るとともに、水害
に対する防災意識の向上を目指したものだ。

埼玉新聞 2010/5/28 13 川の博物館

俳壇　鎌倉佐弓選　（寄居）増谷文子 朝日新聞 2010/5/28 32 俳句
埼玉歌壇　今月の選者　関田　史郎選　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2010/6/1 12 埼玉歌壇
こども手当きょうから支給　県内は４日開始　新規対象未申請も多く　県内自治体の子
ども手当支給日・６月１０日寄居町

埼玉新聞 2010/6/1 1 子ども手当

２次リーグに８０チーム進出　小学生バレー　「ファミリーマートカップ第３０回記念全日本
バレーボール小学生大会」（日本バレーボール協会、日本小学生バレーボール連盟、
読売新聞社主催）の県内男女１次リーグが終了し、女子６４チーム、男子１６チームが２
次リーグ進出を決めた。【女子１次リーグ】▽Ｇ　①上尾クラブ②用土ＪＶＣ③坂戸ジュニ
ア④赤二小ミニバレー

読売新聞 2010/6/1 31 バレーボール



銀鱗きらめく　荒川アユ釣り解禁　深谷市、寄居町を流れる荒川で１日、アユの友釣りが
解禁された。寄居町鉢形の正喜橋下流は解禁日を待ちわびた人たちでいっぱい。釣り
師が友釣り特有の長いさおを操ると、水中から躍り出た銀鱗（りん）が初夏の日差しにき
らめく。

埼玉新聞 2010/6/2 1 アユ釣り

地域の元気　地酒から　藤崎摠兵衛商店１２日に蔵祭り　〔寄居〕　寄居の地酒「白扇」の
醸造元で知られる寄居町寄居の酒造会社「藤崎摠兵衛（ふじさきそうべえ）商店は１２
日、「第１回蔵祭り」を行う。蔵見学や利き酒などのほか、地元の飲食店も出店。中心市
街地の活性化も狙う。

埼玉新聞 2010/6/4 13 地酒

立候補予定者３人あす「話を聞く会」　寄居町長選　任期満了に伴い七月二十七日に告
示される寄居町長選挙で、「立候補予定者の話を聞く会」が五日午後七時半から、寄居
町寄居の寄居会館で開かれる。入場無料。

東京新聞 2010/6/4 22 寄居町長選

人いざなうレトロの趣　寄居駅南口　秩父鉄道のＳＬが通る寄居駅。都心から約７０㌔離
れ、駅舎にはひなびた雰囲気が漂う。南口改札を出ると、こぢんまりとした商店街があ
る。

読売新聞 2010/6/5 32 寄居町商店街

子ども手当支給　県内３町で開始　県「受給未申請に注意」　■子ども手当の支給日
寄居町（１０日）

埼玉新聞 2010/6/5 35 子ども手当

バラ２００種咲き誇る　寄居　寄居町西ノ入の自営業中嶋誠さｎ（５３）方の庭でバラが咲
き誇り、見ごろを迎えている。今年からオープンガーデンとして一般公開を始めたことも
あって、週末には、町民らが見学に訪れている。１３日ごろまで楽しめるという。

朝日新聞 2010/6/6 37 バラ

埼玉歌壇　今月の選者　関田　史郎選　（寄居）松村　章子 埼玉新聞 2010/6/8 12 埼玉歌壇
一言の「ありがとう」（手紙から抜粋）　埼玉新聞・郵便局株式会社共済事業「ありがとう
の手紙プロジェクト」入賞作品　保泉尚良（大里郡寄居町）、大野順一（同） 埼玉新聞 2010/6/10 9 ありがとうの手紙プロジェクト

埼玉駅伝　日程決まる　中学校の部11月13日　協賛募集　埼玉県駅伝競走大会（埼玉
駅伝）の実行委員会が開かれ、第７８回大会の日程が決まった。中学校の部は11月13
日に熊谷スポーツ文化公園陸上競技場で、一般・市町村（男子のみ）・高校の部は来年
1月16日に寄居町立総合体育館前ー上尾運動公園陸上競技場間などで行われる。

読売新聞 2010/6/10 28 駅伝

子宮頸がんワクチン接種　川越市　公費助成の方針　川越市の川合善明市長は九日に
開かれた市議会定例会の一般質問で、子宮頸がんワクチン接種の公費助成を、前向き
に検討する方針を明らかにした。県によると、公費助成は四月に北本市と志木市が始
め、寄居町も準備中。

東京新聞 2010/6/10 24 子宮頸がんワクチン

２０１０参院選立候補者予想顔ぶれ　選挙区改選７３　埼玉　公明の「最重点区」
読売新聞 2010/6/10 不明 参院選

国指定史跡　埼北の名城　鉢形城跡（寄居町）　寄居町鉢形地区の鉢形城跡は、戦国
時代の代表的な遺構として昭和７年に国指定史跡になった。平成９年に保存整備が開
始され、平成１６年には鉢形城歴史館が完成、現在は鉢形城公園として多くの歴史ファ
ンなどを集めている。

埼北よみうり 2010/6/11 不明 鉢形城

星の王子さまＰＡ　運営会社が清掃　寄居　関越自動車道寄居ＰＡ（上り線）で３０日に
オープンする「寄居星の王子さまＰＡ」を運営するセラム（東京都港区、鳥居明希子代
表）は１０日、ネクスコ東日本グループと共同で同ＰＡ周辺の清掃活動を行った。

埼玉新聞 2010/6/11 15 寄居ＰＡ

荒川の魅力知って　きょうまで写真展　桶川市民ギャラリー　荒川の魅力を知ってほしい
と、荒川源流から東京湾河口付近までを写した写真展「残したい・伝えたい『荒川』」が
桶川市若宮の市民ギャラリーで開かれている。１１日まで。

埼玉新聞 2010/6/11 14 荒川

くましん寄居支店　風景画に人柄しのぶ　高橋元校長の遺作展　〔寄居〕画家で元小学
校校長の故・高橋弘さんの遺作展が、寄居町桜沢の熊谷商工信用組合寄居支店で１５
日まで開かれている。高橋さんの人柄をしのばせる明るいタッチの風景画が展示されて
いる。

埼玉新聞 2010/6/11 13 遺作展

読売旗争奪　県北少年野球　地区予選突破チーム　大里　マッキーズ（寄居）
埼北よみうり 2010/6/11 7 野球

味わい深い　水墨の世界（寄居町）　「第２２回。寄居水墨画クラブ作品展」が４～６日、
寄居町勤労福祉センターで行われた。この作品展は、寄居町中央公民館で活動してい
る「寄居水墨画クラブ（富岡誠二講師）」が毎年行っているもので、５５歳～８３歳のクラブ
会員３５人が参加し、５３作品が出展された。

埼北よみうり 2010/6/11 5 水墨画

社会福祉の大切さ　再認識（寄居町）　社会福祉の理解を深めるとともに、福祉事業など
に貢献された方々を顕彰する「第２８回寄居町社会福祉大会」が５月２９日、寄居町中央
公民館で行われた。

埼北よみうり 2010/6/11 2 社会福祉

商店街ルネサンス　達人養成講座　活気呼ぶ「若手会議」　寄居駅南口　歴史の古い店
が点在し、昔ながらの商店街の雰囲気を残す寄居駅南口地区。時代の流れで個人商店
は減っているが、若手の力で商店街を元気にしようとする動きが活発だ。

読売新聞 2010/6/12 32 寄居町商店街

女性みこし担ぎ手募集　寄居　寄居町商工会は、７月１１日の「よりい夏祭り」に登場する
女性みこしの担ぎ手を募集している。祭りは八坂神社の例祭で、明治時代から続く。女
性みこしは祭りに華を添えようと、商工会が１９８１年から始めた。

読売新聞 2010/6/12 32 寄居町商工会

小学男子１００ｍ鈴木陽一朗（金屋ク）がＶ　彩の国キッズ陸上競技大会　女子は矢部稚
尋（しらこばと）がＶ　【男子の記録】▽中学３年１００ｍ②奥秀平（寄居城南中）　▽中学
２～３年１５００ｍ③高田拓哉（寄居城南中）　▽中学４×１００ｍリレー③寄居城南中

埼玉少年少女スポーツ 2010/6/16 2 陸上競技大会

葬儀まで「１０日待ち」も　県南部を中心に火葬場不足　高齢化加速、対策進まず　県生
活衛生課によると、県内には民間を含めて２１の火葬場がある。多くは市町村が一部事
務組合などの広域で運営している。しかし、地元で利用できる火葬場がない自治体が１
１市町ある。このうち、坂戸と寄居町を除く９市が、東京都に近い県南部に集中する。

朝日新聞 2010/6/16 28 火葬場不足

短歌・俳句　俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子 毎日新聞 2010/6/17 22 俳句
参院選主な立候補予定者と情勢　民・自、東京・千葉で２人公認　埼玉　立候補予定者
島田智哉子　他

朝日新聞 2010/6/17 13 参院選

対戦国　飲みつくせ！　寄居・４商店”勝手に応援”　オランダビール、ブルーのかき氷…
サッカーのワールドカップ（W杯）南アフリカ大会で所詮勝利を挙げた日本代表を応援し
ようと、寄居町の商店４店が”勝手に応援キャンペーン”を行っている。サムライブルーに
合わせたかき氷やカクテルの販売のほか、１９日のオランダ戦を前に「対戦国を飲みつく
せ！」と、オランダビールの限定販売も。強敵との対戦を控えた日本代表に熱いエール
を送っている。

埼玉新聞 2010/6/18 19 サッカー

〔寄居〕　女性みこし担ぎ手募集　来月１１日に夏祭り　寄居町商工会は、７月１１日に同
町で行われる「よりい夏まつり」の女性みこしの担ぎ手を募集している。 埼玉新聞 2010/6/18 14 寄居町商工会

古風で温か　食にも趣　寄居駅南口（実践編）　最終回は２０１０円を元手に商店街を歩く
実践編。限られた予算と相談しながら、寄居の「食」を楽しんでみた。 読売新聞 2010/6/22 ？ 寄居町商工会

■組長ら傷害　恐喝容疑　県警捜査４課と熊谷署などは２１日、いずれも指定暴力団稲
川組系組長の群馬県高崎市新町、無職岩崎政夫（５９）、寄居町寄居、同尾嶋達也（４
４）両容疑者ら、５人を傷害と恐喝の疑いで逮捕したと発表した。

読売新聞 2010/6/22 29 犯罪

埼玉歌壇　今月の選者　関田　史郎選　（寄居）長谷川みち子 埼玉新聞 2010/6/22 12 埼玉歌壇



寄居の高田さん　３万９６８２円寄託　本社社会事業団に　寄居町のカラオケ教室「ビク
ター歌謡教室高田」で講師を務める高田侚さんは２２日、町内で１３日に開いたチャリ
ティーミニコンサートで観客から集めた３万９６８２円を、毎日新聞東京社会事業団に寄
託した。

毎日新聞 2010/6/23 26 寄託

選挙人名簿登録者数　寄居町　男１４，９８６　女１５，２７３　合計３０，２５９
毎日新聞 2010/6/24 26 選挙

蓜島（五十嵐道場）に栄冠　男子６年生５０㌔超級　各部Vの８人が全国へ　全国小学生
学年別柔道大会予選　【男子】　▽２年生③原京悟（寄居男衾道場）　▽６年生５０㌔以
下級②佐藤紀晶（寄居男衾道場）　【女子】　▽５年生４０㌔超級③佐野明花里（寄居男
衾道場）

埼玉新聞スポーツ 2010/6/24 8 柔道

県民の暮し問う戦い　◇参院選埼玉選挙区立候補者（届け出順）　西田実仁（公）　院田
浩利（幸）　小林司（み）　長谷川幸世（無）　島田智哉子（民）　大野元裕（民）　日森文尋
（社）　関口昌一（自）　中川幸司（改）　伊藤岳（共）

埼玉新聞 2010/6/25 20 参院選

埼北夏祭りスケジュール（一部）　よりい夏祭り（寄居町）　【日程】7月10日（土）・11日
（日）　【問合せ】寄居町商工会　☎０４８（５８１）２１６１

埼北よみうり 2010/6/25 8 夏祭り

老舗の酒蔵を一般開放（寄居町）　創業282年、寄居町に本店社屋を置く造り酒屋、藤崎
摠兵衛商店で12日、「第１回白扇蔵祭り」が行われた。 埼北よみうり 2010/6/25 4 地酒

選挙区候補者一覧　埼玉（三ー１０）　西田実仁（公）　院田浩利（幸）　小林司（み）　長
谷川幸世（無）　島田智哉子（民）　大野元裕（民）　日森文尋（社）　関口昌一（自）　中川
幸司（改）　伊藤岳（共） 読売新聞 2010/6/25 10 参院選

目指せ甲子園　埼玉大会出場校紹介⑤　寄居城北　①寄居町②２回戦（川本と合同）③
地区初戦敗退④岡村健二監督

読売新聞 2010/6/26 34 野球

高速道パーキングエリア　寄居にテーマパーク？　最近、ドライブスポットとして、高速道
路のSA（サービスエリア）が人気です。そんな中、日本で初めてテーマパークのようなPA
が３０日、誕生することになりました！場所は関越道上り線の寄居PA。「寄居　星の王子
さまPA」に生まれ変わります。

朝日新聞 2010/6/26 28 寄居PA

「民謡を愛する会」３０周年記念発表会　寄居　寄居町の町民らで組織する「民謡を愛す
る会」（町田千枝子会主）の三十周年記念発表会が、寄居町中央公民館大ホールで開
かれた。

東京新聞 2010/6/27 26 民謡

７月１１日投開票　参院選　序盤の情勢　埼玉（３－１０）　関口安定、大野やや有利　西
田・島田競る

朝日新聞 2010/6/27 25 参院選

埼玉３　大野・島田らの混戦　　民主新人の大野、現職の島田、自民現職の関口らを軸
にした混戦。

日本経済新聞 2010/6/27 4 参院選

全国の序盤情勢（敬称略）　選挙区改選数７３　埼玉（３）　民主現職の島田と同新人の
大野、自民現職の関口、公明現職の西田、みんな新人の小林が激しく争っている。 東京新聞 2010/6/27 6 参院選

市町村　節約作戦　投票所の職員減・機材購入見送り　参院選２０１０　総務省、経費減
求める　参院選の経費削減に各市町村が頭を悩ませている。時間外手当を抑えるた
め、寄居、杉戸町などは開票時に管理職の配置を検討している。

読売新聞 2010/6/28 33 参院選

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉澤　紀子 埼玉新聞 2010/6/28 5 埼玉俳壇
埼玉県大会　全国目指す４０チーム　ファミリーマートカップ第３０回記念全日本バレー
ボール小学生大会の県決勝大会が７月３、４日に開かれる。　用土JVC（井田勝美監
督）

読売新聞 2010/6/29 33 バレーボール

東農大三・１２野坂友博②寄居　松山・１４坂本悠太③寄居男衾２０小林大輝②寄居男
衾　深谷・１８川副裕太①寄居　成徳大深谷・１２奥山宗祐③寄居男衾　児玉白楊・４松
岡肇②寄居１０星龍也②寄居

毎日新聞 2010/6/29 25 野球

６２回毎日書道展　県内会友出品者　第６２回毎日書道展は７月７日の東京展を皮切り
に全国１０都市で開かれる。　《漢字》杉野聖山

毎日新聞 2010/6/29 26 書道

高校野球埼玉大会　チーム紹介②　滑川総合・１０三吉貴人③寄居城南　熊谷・２○（主
将）馬場達三③寄居　坂戸・１１森村和弘③寄居１３森田優介③寄居　熊谷工・９稲山雄
亮③寄居城南１６高山輝①寄居男衾　小川・６正木瞭平②寄居城南９西沢大河②寄居
城南

毎日新聞 2010/6/30 23 野球

◆寄居で民家全焼　６月２８日午後５時５０分ごろ、寄居町末野、板金業浅見久男さん（６
０）方から出火、木造平屋建てのべ約１４０平方㍍を全焼した。 埼玉新聞 2010/7/1 15 火災

寄居町長選出馬　原口、高橋氏表明　７月２７日告示の寄居町長選で、町議の原口孝氏
（５６）と、会社社長の高橋睦氏（５１）が３０日、それぞれ記者会見し、無所属での出馬を
表明した。

読売新聞 2010/7/1 33 寄居町長選挙

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

毎日新聞 2010/7/1 24 短歌・俳句

本庄一・１斉藤和磨③寄居　児玉・９小橋川ビトル①寄居 毎日新聞 2010/7/1 23 野球
２７日告示寄居町長選　元熊谷市職員出馬へ　７月２７日告示の寄居町長選で、元熊谷
市職員の島田誠氏（５２）が１日、同市役所で記者会見し、無所属での出馬を表明した。 読売新聞 2010/7/2 33 寄居町長選挙

心と心で抱き合って　寄居小　金子兜太さんが講演　〔寄居〕　寄居町寄居の町立寄居
小学校（鳥塚富弥校長）は６月２９日、俳人の金子兜太さん（９０）＝熊谷市在住＝を招
いて講演会を開いた。文化庁が日本芸術院会員を学校に派遣する「子ども　夢･アート・
アカデミー」事業の一環。

埼玉新聞 2010/7/2 14 講演会

PAに新風「星の王子さま」　関越道・寄居　テーマ統一し模様替え　県内高速道の休憩
施設「変身」相次ぐ　車降りると「南仏の街」　深谷市にある関越道上り線の寄居パーキ
ングエリア（PA）が６月３０日、「寄居　星の王子さまPA」として生まれ変わった。施設の
デザインや物販のテーマを、寓話「星の王子さま」の作者サンテグジュペリの世界に統
一。全国でも新しいタイプのPAだ。

朝日新聞 2010/7/3 29 寄居PA

投票用紙交付でミス　松伏町選管　１１票が無効に　松伏町選挙管理委員会は２日、同
町役場に開設した参院選の期日前投票所で、１１人に選挙区と比例代表の投票用紙を
取り違えて交付し、投票が無効になったと発表した。選管側のミスだが、無効票は回復
できないという。

埼玉新聞 2010/7/3 19 選挙

４階から転落　中１重体　寄居の中学　幅３５㌢ひさしに立つ　５日午後０時５５分頃、寄
居町の町立中学校で、生徒が校舎４階から転落したと１１９番があった。生徒は約１３㍍
下のコンクリート製の校庭に転落し、病院に運ばれたが、頭などを打って意識不明の重
体。

読売新聞 2010/7/6 35 学校

校舎４階から転落　１年女子、頭打ち重傷　寄居中　５日午後０時５５分ごろ、寄居町桜
沢の町立寄居中学校で、１年生の女子生徒（１３）が、校舎４階から約１３㍍下の地面に
転落した。女子生徒は頭などを強く打って重傷。

埼玉新聞 2010/7/6 19 学校

埼玉歌壇　今月の選者　沖　ななも選　（寄居）長谷川みち子 埼玉新聞 2010/7/6 12 埼玉歌壇
４階から転落　１年女子重体　寄居中校舎　５日午後０時５５分ごろ、寄居町桜沢の町立
寄居中で、１年生の女子生徒（１３）が校舎４階から約１２．８㍍下のコンクリートに転落し
た。消防によると、女子生徒は全身を強く打って意識不明の重体。

毎日新聞 2010/7/6 27 学校

さいたま市中央が完封　熊谷なども初戦突破　リトルシニア　〈北関東支部夏季大会〉
▽１回戦　寄居６ー志木３

埼玉新聞スポーツ 2010/7/6 8 野球

６月１日現在の県推定人口（県統計課調べ）市町村：寄居町　世帯数：１３，６５６　人口
（総数：３５，８９８　男：１７，７４３　女：１８，１５５）

埼玉新聞 2010/7/8 3 県推計人口



日本水（寄居町）　寄居町の自然豊かな風布地区に湧き出る「日本水」。その昔、日本武
尊が戦勝を祈願して大岩壁に剣を突き刺したところ、たちまち水が湧き出たという言い
伝えがある。昭和６０年、当時の環境庁が「昭和の名水百選」に認定して以来、県内はも
ちろん県外からも多くの人が訪れる名水のスポットになっている。

埼北よみうり 2010/7/9 1 日本水

参院選の終盤情勢　本名３万人調査　埼玉３　横一線で終盤にもつれ込んだ関口、西
田、島田を、大野と小林が激しく追い上げ、予断を許さない情勢。無党派層の七割弱は
まだ投票先を決めていない。

読売新聞 2010/7/9 12 参院選

イベント　第４回　寄居エキナセア祭り　エキナセアは寄居町で休耕地の活性化のため
栽培を促進しているハーブの一種。祭りでは、エキナセア茶及び関連商品の販売促進、
栽培方法の指導、花畑の開放などを行う。７月１７日（土）～１９日（月・祝）

埼北よみうり 2010/7/9 6 寄居エキナセア祭り

イベントガイド　花火大会　◆寄居玉淀水天宮祭　８月７日午後７時～９時、寄居町の玉
淀河原（雨天中止）。水難よけ祈願の祭りの後、夕暮れの川面に繰り出す舟出車と花火
が競演。同祭実行委員会０４８・５８１・３０１２。

読売新聞 2010/7/9 33 寄居玉淀水天宮祭

寄居ＰＡリニューアル　「星の王子さま」の世界　（寄居町）　関越自動車道・上り線寄居
パーキングエリアが６月３０日、世界的ベストセラー「星の王子さま」の世界を体験できる
施設としてリニューアルされた。

埼北よみうり 2010/7/9 4 寄居ＰＡ

文化薫る木のぬくもり　男衾コミセン落成記念１１日に住民ら文化祭　〔寄居〕　６月に寄
居町赤浜にオープンした男衾コミュニティセンターで、地元の文化サークルなどが「落成
記念ミニフェスティバル」を１１日に開く。木の香りが漂う建物のなかで、施設のお披露目
をかねて日ごろの成果を発表する。

埼玉新聞 2010/7/9 13 男衾コミュニティーセンター

単独チームでの初勝利おあずけ　●寄居城北　単独校として夏の初勝利はならなかっ
た。大宮東にコールド負けし、岡村監督は「完成したチームだったので、なんとか勝たせ
たかったが…」と残念そう。

埼玉新聞 2010/7/11 6 野球

今年一番の暑さ　県内各地で記録　熊谷で３３．９度　日本列島の南から暖かな空気が
入り込んだことで１０日、県内各地で軒並み今年一番の暑さとなった。この日は朝から晴
れ渡り、気温が上昇。熊谷地方気象台によると、午後２時２０分すぎんい久喜と寄居で３
２．７度、秩父で３２．１度、同２時半すぎには熊谷で３３．９度と、今年の最高気温を記録
した。

埼玉新聞 2010/7/11 19 気温（気象）

市区町村別投票率　寄居　有権者数３０，１１５　投票率５６．８６％　前回比（▼は減）１．
３０

読売新聞 2010/7/12 14 参院選

埼玉選挙区候補者の市区町村別得票数・投票率　寄居町　西田実仁３，７０５　院田浩
利４８　小林司１，７２１　長谷川幸世２２１　島田智哉子３，２６５　大野元裕１，７５８　日
森文尋３９９　関口昌一４，１０２　中川幸司３６６　伊藤岳１，１６８　有権者数３０，１１５
投票者数１７，１２２　投票率５６．８６

埼玉新聞 2010/7/13 4 参院選

いじめの事実「確認できず」　寄居の中１転落事故　寄居町桜沢の町立寄居中学校で、
１年生の女子生徒（１３）が校舎４階から転落した事故で、同行が女子生徒の同級生や
保護者らから事情を聞いたところ、いじめの事実などは確認できなかったことが１２日ま
でに分かった。

埼玉新聞 2010/7/13 19 学校

埼玉比例選　党名票と当選者の個人票　市区郡別内訳　大里郡　自民党名票３，０２２
民主党名票３，６６１　みんな党名票１，９３５　公明党名票２，５７５　共産党名票１，１０９
社民党名票６１２　たち日本党名票２６８　改革党名票２９４　ほか

読売新聞 2010/7/13 33 参院選

上尾市民　本庄一　斉藤完投　本庄一ー大宮工は、本庄一のエース斉藤が４安打２打
点と打撃で活躍。本職でも完投した。

読売新聞 2010/7/14 ？ 野球

上尾市民　エース斉藤　投打に活躍　○本庄一　エース斉藤の投打にわたる活躍で３回
戦に進出した。大宮工打線を２失点に抑え、打っても４安打２打点と大当たり。 埼玉新聞 2010/7/14 11 野球

ホンダ、国内生産再編　環境車シフト　軽の新工場白紙　ホンダは国内の自動車生産を
再編する。建設を凍結していた寄居工場（埼玉県寄居町）を２０１３年をめどに稼働させ、
ハイブリッド車などの生産拠点とする。市場が国内に限定される軽自動車は三重県四日
市市で新工場の建設計画を白紙に戻す。

日本経済新聞 2010/7/15 1 ホンダ

ホンダ、投資を効率化　国内生産再編　高級車も絞り込み　ホンダは寄居工場の稼働と
軽自動車の新工場建設中止を決め、事業の再構築に一挙に踏み込む。 日本経済新聞 2010/7/15 11 ホンダ

ホンダ、国内販売車種絞る　シビックなど開発中止　小型車やハイブリッド新興国向けに
集中　ホンダは国内で販売する車種を削減する。同社はりーまん・ショック後の需要急減
で計画を凍結していた寄居工場（埼玉県）の建設を再開し、１３年をメドに稼働させる。

日本経済新聞 2010/7/16 3 ホンダ

ホンダ、新工場白紙に　四日市　軽の国内拡大見込めず　ホンダが三重県四日市市に
予定していた軽自動車の新工場建設計画を白紙に戻す方向で検討していることが十五
日、分かった。

東京新聞 2010/7/16 7 ホンダ

ホンダ寄居工場　２０１３年めど稼働へ　ホンダは、建設を凍結していた乗用車生産拠点
の寄居工場（埼玉県寄居町）を、２０１３年をめどに稼働する方向で検討を始めた。 朝日新聞 2010/7/16 10 ホンダ

寄居工場　１３年稼働　ホンダ　ＨＶ生産拠点に　ホンダが金融危機で延期していた寄居
工場（寄居町富田）の稼働開始を２０１３年を目途に調整していることが１５日、分かっ
た。寄居工場は約１１３０億円を投資し、年２０万台規模の生産能力を持つ大型工場。

埼玉新聞 2010/7/16 1 ホンダ

寄居町秋山の中間平緑地公園で、１７日から３日間、「エキナセア祭」が開かれる。
読売新聞 2010/7/17 31 エキナセア

寄居町長選向け公開討論会開催　町商工会青年部が２１日　寄居町の町商工会青年
部は２１日午後７時から、町中央公民館で、２７日に告示される町長選の公開討論会を
開く。入場無料。

朝日新聞 2010/7/17 13 町長選

「わが街　ぜひロケ地に」　フィルムコミッション首都圏で続々　川越、連続テレビ小説を
きっかけに　制作費抑制の動き　観光地化の好機　テレビドラマや映画の撮影を誘致、
支援する組織「フィルムコミッション（ＦＣ）」の設立が首都圏で増えている。景気低迷の影
響で制作費削減を迫られ、都心の近くで撮影を済ませたいというニーズが大きくなって
いるためだ。埼玉県の寄居町商工会が母体の「ヨリイフィルムコミッション（ＹＦＣ）」による
と、０８年度に誘致した映画「ノン子３６歳（家事手伝い）」は観光客を呼び込むなど５０００
万円以上の経済効

日本経済新聞 2010/7/17 33 寄居町商工会・映画

攻防小型自動車　「安くて低燃費」磨く　スズキ・ホンダ、国内舞台に　車種も絞り込み
ホンダは国内の生産・販売体制を大きく見直し、環境者、小型車シフトを鮮明にする。三
重県に予定していた新工場を白紙に戻し、凍結していた寄居工場（埼玉県）の建設を再
開。

日本経済新聞 2010/7/17 12 ホンダ

この一品　食感ふわり自然の味　「栄月」（寄居）の天然かき氷　秩父への入口にあたる
国道１４０号の寄居町末野に昨年オープンした天然かき氷の店。「子どものころに食べた
口どけの良いかき氷が食べたいと思って」と店長の池上朝栄さん（５３）。

埼玉新聞 2010/7/18 15 食品

熊谷で初の猛暑日　３５.１度、昨年より５日遅く　熊谷地方気象台は１８日、熊谷市で３５
度を観測し、今年初めて猛暑日になったと発表した。昨年より５日遅く、平年並み。 埼玉新聞 2010/7/19 19 気温（気象）

埼玉俳壇　（選者不明）　（寄居）吉澤　紀子　（同）石澤　無涯 埼玉新聞 2010/7/19 5 埼玉俳壇
★寄居で牛舎焼ける　十八日午後十一時三十五分ごろ、寄居町用土の酪農業斉藤悦
雄さん（六一）の牛舎から出火、一部鉄骨の木造平屋建て約八百平方㍍を全焼した。斉
藤さんが両手に軽いやけどをし、牛舎内の牛約七十頭のうち三十数頭が死んだ。

東京新聞 2010/7/20 18 事件



県内各地で猛暑日　県内では１９日、各地で最高気温が３５度を超える猛暑日となり、軒
並み今年の最高気温を記録した。▽寄居町３５．６度

産経新聞 2010/7/20 21 気温（気象）

●牛舎燃え、約３０頭焼死　寄居町用土の自営業斉藤悦雄さん（６１）から、１８日午後１
１時３５分ごろ、自宅敷地内の牛舎が燃えていると１１９番通報があった。火は約１時間
後に消し止められたが、木造一部鉄筋平屋建ての牛舎約８００平方㍍が全焼した。

朝日新聞 2010/7/20 31 事件

寄居　星の王子さまＰＡ　Ｅｃｏｓｔｙｌｅ　Ａｒｅａ　休憩施設の快適化を実現　環境にやさしい
ＳＡ・ＰＡづくりを推進　ネクスコ東日本はサービスエリア（ＳＡ）・パーキングエリア（ＰＡ）の
サービス水準の向上と個性的なサービスの提供を目的に次々と新しい施設を生み出し
ている。従来のイメージを刷新する道ナカ商業施設「Ｐａｓａｒ（パサール）」は利用者から
大人気で週末は多くの人々で賑わっている。環境にやさしいＳＡ・ＰＡづくりにも力を入
れ、６月３０日には関越道寄居ＰＡ（上り線）に「寄居　星の王子さまＰＡ」をリニューアル
オープ

埼玉新聞 2010/7/20 8 寄居ＰＡ

ホンダ　寄居工場１３年稼動発表　世界へ新技術拠点に　「待ちに待った朗報」　ホンダ
（本社・東京都港区）の伊東孝紳社長は２０日、和光市のホンダ和光ビルで会見し、金融
危機の影響で延期していた寄居工場（寄居町富田）を２０１３年に稼動させると発表し
た。

埼玉新聞 2010/7/21 1 ホンダ

ホンダ寄居新工場　１３年から稼動　予定より３年遅れ　地元から安堵の声　ホンダは２
０日、世界的不況で稼動開始を延期していた寄居町の新工場を、１３年から稼動すると
発表した。当初予定より３年遅れになるものの、生産開始のめどがつき、関連メーカーや
地元自治体から安堵の声が上がった。

毎日新聞 2010/7/21 23 ホンダ

立候補予定者３氏きょう公開討論会　寄居町町長選　任期満了に伴う寄居町長選（２７
日告示、８月１日投開票）の立候補予定者による公開討論会が２１日午後７時、中央公
民館で開かれる・同町商工会青年部（夏川隆義部長）が主催する。

毎日新聞 2010/7/21 23 町長選

ホンダ寄居工場　稼動準備　２５年目標　県経済活性化に期待　ホンダは２０日、世界的
な景気低迷の影響で凍結していた寄居工場（寄居町）について、平成２５年の生産開始
に向け準備を再開すると発表した。県や地元寄居町の関係者からが「稼動が決まって
ホッとした」「県経済の活性化につながる」と歓迎の声が上がった。

産経新聞 2010/7/21 ？ ホンダ

ホンダ、１３年に寄居工場稼動　県経済回復へ期待大きく　部品メーカーは投資慎重　ホ
ンダが２０日に正式発表した寄居工場（埼玉県寄居町）の２０１３年の稼動決定に対し、
県内では安堵（あんど）の声が広がった。

日本経済新聞 2010/7/21 31 ホンダ

伊勢崎３８度　各地で猛暑日　関東地方は二十日も厳しい暑さが続き、伊勢崎（群馬県）
では全国を通じて今年最高の三八度を観測するなど、内陸部を中心に最高気温三五度
以上の「猛暑日」となった。寄居（埼玉県）で三六・八度。

東京新聞 2010/7/21 24 気温（気象）

雇用・経済に期待　ホンダ寄居工場１３年に稼動方針　県や地元歓迎　ホンダが２０日、
建設を凍結していた寄居町の新工場を２０１３年に稼動させる方針を正式発表し、県や
町では歓迎の声が上がった。

朝日新聞 2010/7/21 35 ホンダ

ホンダ寄居工場　経済活性化へ期待の声　知事「操業開始、最大限支援」　景気低迷で
計画が中断していた自動車大手ホンダの「寄居工場（寄居町富田）が、２０１３年の生産
開始を念頭に稼動準備に入ることが決まった。

読売新聞 2010/7/21 31 ホンダ

次世代エコカー覇権争い　ホンダ、１２年にPHVとEVを発表　米の環境規制が後押し　ホ
ンダ子会社の新工場建設中止　三重・四日市に計画　本だの寄居工場（埼玉県寄居町）
は２０１３年の生産開始をめざし、建設を再開する。

朝日新聞 2010/7/21 13 ホンダ

熱中症対策に霧の扇風機　球場に秘密兵器　県内は連日の暑さで、寄居の３８．２度を
筆頭に、観測地点で軒並み今年一番の暑さに。熱戦が繰り広げられている全国高校野
球選手権埼玉大会の球場では、大型扇風機が登場するなど、さまざまな熱中症対策が
行われた。

埼玉新聞 2010/7/22 19 気温（気象）

上尾市民　魂込め全力投球　後続をピシャリ　○本庄一　六回裏、２点差に詰め寄られ、
なお無死一塁の場面で田村和をリリーフした斉藤。「田村が最初から飛ばしていたの
で、いつでも自分が行けるように準備していた」という言葉通り、後続をピシャリと打ち
取った。

埼玉新聞スポーツ 2010/7/22 10 野球

短歌・俳句　俳句　■星野　光二選　寄居・町田節子
毎日新聞 2010/7/22 22 俳句

学校耐震化率　県内公立小中６９．１％　震度６で倒壊危険２７４棟　文部科学省は２１
日、全国の公立小中学校の校舎や体育館など約１２万４千棟を対象にした今年４月１日
現在の耐震調査結果を発表した。埼玉県内の耐震化率は６９．１％で、前年から６．８ポ
イント改善し、過去最高の伸び率だった。ただ、埼玉県は学校数が多いため依然として
全国平均の７３．３％を下回っており、県は「学校設置者である市町村に引き続き耐震工
事を要請していく」（教育局財務課）と話している。　市町村名：寄居町　耐震化率：９６．
６％（１０年）９３．１％（０９

埼玉新聞 2010/7/22 22
学校
耐震工事

あでやか女性みこし（寄居町）　寄居町の夏の風物詩「よりい夏まつり」の恒例行事「女
性みこし」が１１日に行われ、多くの見物客でにぎわった。 埼北よみうり 2010/7/23 10 夏祭り

第２４回読売旗争奪　県北少年野球選手権大会　出場３２チーム決定！　８/１４（土）～
１７（火）　江南ファイターズスポーツ少年団（大里）　川本北小野球スポーツ少年団（同）
マッキーズスポーツ少年団（同）

埼北よみうり 2010/7/23 1 野球

埼北の花火大会情報　８月７日（土）　寄居玉淀水天宮祭　寄居町・玉淀河原　１９：００
～２１：００　約５０００　雨天中止　同祭実行委員会☎０４８（５８１）３０１２ 埼北よみうり 2010/7/23 11 寄居玉淀水天宮祭

よみうり文芸　短歌　三枝　昂之　選　【佳作】寄居町　町田　節子 読売新聞 2010/7/23 27 短歌
熱中症２人死亡　各地で猛暑日　熊谷は５日連続　太平洋高気圧に覆われた２２日、県
内８カ所の観測地点すべてで３５度を超える猛暑日となった。県警によると、午後２時す
ぎ、寄居町内の野菜畑で、近くに住む無職の女性（７８）が倒れているのを男性（７０）が
発見、１１９番した。救助隊が駆けつけたが、女性は熱中症で既に死亡していた。女性は
畑で草取りをしていたとみられる。２２日は、熊谷市で午後２時ごろ３７．６度を記録した
ほか、さいたま市３７．５度▽越谷市、寄居町３７度▽久喜市３６．８度だった。 毎日新聞 2010/7/23 25

気温（気象）
事件



猛暑で２人死亡　寄居と上里　県内死者６人に　２２日午後２時５分ごろ、寄居町西ノ入
の畑の中で、女性が倒れているのを農作業を手伝いに来た寄居町のシルバー人材セン
ターの男性（７０）が発見、１１９番。救急車が到着したとき、女性は既に死亡していた。
農作業中に倒れたらしく、死因は熱射病と確認された。寄居地方はこの日、日中の最高
気温が３７．０度（午後２時３８分）と厳しい暑さだった。　うだる猛暑列島　熊谷で３７．６
度　勢力の強い太平洋高気圧に覆われた日本列島は２２日、厳しい暑さとなった。熊谷
地方気象台によると、県内では熊

埼玉新聞 2010/7/23 19
気温（気象）
事件

多治見３９．４度　列島猛暑、各地で熱中症　日本列島は２２日も太平洋高気圧に覆わ
れ、全国的に酷暑が続いた。寄居町では午後２時ごろ、畑で草むしりをしていた無職女
性（７８）が倒れているのを、手伝いに来た男性が発見。熱射病で死亡したことが確認さ
れたという。

朝日新聞 2010/7/23 38
気温（気象）
事件

列島覆う酷暑　３６都府県で３５度以上　偏西風蛇行　高気圧強い勢力　岐阜・多治見
今夏最高３９・４度　熱中症４３８に搬送　７人死亡　この猛暑で埼玉県では、寄居町で農
作業中の女性（７８）が、上里町でも自宅にいた無職男性（５７）が倒れているのが発見さ
れ、熱中症による死亡が確認された。 毎日新聞 2010/7/23 1

気温（気象）
事件

「体調、気象情報に注意を」　熱中症で１７人死亡　県が緊急メッセージ　県内では１８日
から２２日までの５日間で、熱中症により２２歳から８０歳までの１７人が死亡したことが２
３日、県警のまとめで分かった。「熱中症の疑い」での死亡はさらに１２人。　◆熱中症に
よる死亡事例◆　２２日　寄居町　７８歳女性　畑

毎日新聞 2010/7/24 25
気温（気象）
事件

◆寄居の運送会社を事業停止　過労運転防止の指導怠る　国土交通省関東運輸局は
２３日、うんてんしゅに過労運転防止などの指導を怠ったとして、貨物自動車運送事業法
に基づき、寄居町の運送会社タマルシステムを２６日から７日間の事業停止などの行政
処分にしたと発表した。

埼玉新聞 2010/7/24 18 事件

寄居町長選あす告示　寄居町長選は二十七日、告示される。現職で四期目の津久井幹
雄町長（七一）は引退を表明しており、元熊谷市職員の島田誠氏（五二）、贈答品卸小
売会社社長の高橋睦氏（五一）、元町議長の原口孝氏（五六）の新人三人の争いになる
公算。

東京新聞 2010/7/26 20 町長選

寄居町長選は３氏の争いか　あす告示　寄居町長選が２７日、告示される。
朝日新聞 2010/7/26 37 町長選

寄居町長選あす告示　寄居町長選は、２７日に告示される。投開票日は８月１日、１１日
現在の有権者数は３万１９２人。

読売新聞 2010/7/26 1 町長選

寄居町長選きょう告示　任期満了に伴う寄居町長選は２７日、告示される。凍結されてい
たホンダ寄居工場の１３年稼動が発表される中、さらなる企業誘致や行財政改革などを
めぐって三つどもえの戦いとなりそうだ。

毎日新聞 2010/7/27 23 町長選

埼玉歌壇　今月の選者　沖　ななも選　（寄居）長谷川みち子　（同）松村章子
埼玉新聞 2010/7/27 6 埼玉歌壇

寄居町長選に３新人立候補　任期満了に伴う寄居町長選は２７日、告示された。
毎日新聞 2010/7/28 20 町長選

寄居町長選告示３新人が立候補　寄居町長選が二十七日告示され、いずれも無所属新
人の元熊谷市職員島田誠氏（五二）、贈答品卸小売会社社長高橋睦氏（五一）元市議
長原口孝氏（五六）の三人が立候補した。

東京新聞 2010/7/28 20 町長選

寄居町長選告示新顔３氏届け出　寄居町長選立候補者（届け出順）　島田誠・５２・無新
高橋睦・５１・無新　原口孝・５６・無新

朝日新聞 2010/7/28 35 町長選

新人３人の激戦　寄居町長選告示　任期満了に伴う寄居町長選は２７日告示され、いず
れも無所属で、元熊谷市職員の島田誠氏（５２）、ギフト会社社長の高橋睦氏（５１）＝連
合埼玉推薦、前町議の原口孝氏（５６）の新人３人が立候補した。

埼玉新聞 2010/7/28 ？ 町長選

ホンダ稼動後の政策問う　寄居町長選新人３氏が舌戦　２７日告示された寄居町長選に
は３人の新人が立候補した。２０１３年にホンダ寄居工場の稼動が決まり、大きな経済効
果を町の発展に結びつけられるかー。

埼玉新聞 2010/7/28 15 町長選

ラグビー　深谷南、立教新座、深谷、熊谷吉岡４強　県中学校総体ラグビー　▽１回戦
（７月１０日）寄居中５２－０城西川越中　▽２回戦（７月１７日）熊谷吉岡中４８－０寄居中 朝日新聞 2010/7/28 1 ラグビー

短歌・俳句　俳句　■星野　光二選　寄居・町田節子
毎日新聞 2010/7/29 24 俳句

寄居町長選立候補者の横顔（届け出順）　島田誠候補（５２）無新　町民目線で町づくり
高橋睦候補（５１）無新　自ら働き町を元気に　原口孝候補（５６）無新　経験生かし「即戦
力」

埼玉新聞 2010/7/30 13 町長選

寄居町長選は新顔３氏争う　あす投開票　寄居町長選が８月１日、投開票される。投票
は町内１５ヵ所で、午後９時から町立総合体育館・アタゴ記念館で開票される。今月２６
日現在の有権者数は３万２６５人。

朝日新聞 2010/7/31 35 町長選

寄居町長選あす投開票　寄居町長選は１日、町内１５か所で投票が行われ、午後９時か
ら町立総合体育館・アタゴ記念館で開票される。午後１０時３０分頃には大勢が判明する
見通し。

読売新聞 2010/7/31 33 町長選

３新人の争いに熱　寄居町長選もあす　任期満了に伴う寄居町長選は１日投開票され
る。ホンダ寄居工場の２０１３年稼動が決まり、新時代の寄居のかじ取り役を決める選
挙。

埼玉新聞 2010/7/31 1 町長選

寄居町長選立候補者　島田誠候補　【略歴】①元熊谷市職員　ほか　【公約】①水道料
値下げ　ほか　高橋睦候補　【略歴】①会社社長　ほか　【公約】企業誘致による雇用の
確保と若者の定住化　　ほか　原口孝候補　【略歴】①会社顧問　ほか　【公約】①ホンダ
開業による環境整備の推進　ほか

埼玉新聞 2010/7/31 2 町長選

寄居町長選　あす投票　任期満了に伴う寄居町長選は８月１日、投開票される。
毎日新聞 2010/7/31 26 町長選

◇寄居町長選立候補者（届け出順）　島田誠　５２　無新　２１世紀まちづくり研代表元熊
谷市職員▽明大院　高橋睦　５１　無新　贈答品卸小売社長元町教育委員▽東京農大
原口孝　５６　無新　飲食店顧問元町議長▽駒大

東京新聞 2010/7/31 24 町長選

７月１日現在の県推定人口（県統計課調べ）市町村：寄居町　世帯数：１３，６５６　人口
（総数：３５，８６７　男：１７，７３３　女：１８，１３４）

埼玉新聞 2010/8/1 2 県推計人口

埼玉県内における”アンダーパス部の冠水注意箇所”のお知らせ　県内の冠水注意箇
所マップに寄居町該当箇所あり

埼玉新聞 2010/8/1 5 災害

寄居町長に島田氏　町政刷新訴え初当選　任期満了に伴う寄居町長選の投開票が１日
行われ、新人で元熊谷市職員の島田誠氏（５２）＝無所属＝が、会社社長の高橋睦氏
（５１）＝無所属、連合埼玉推薦＝と会社顧問の原口孝氏（５６）＝無所属＝の２新人を
破り、初当選を果たした。

埼玉新聞 2010/8/2 1 町長選

「町政刷新」の声強く　寄居町長選　ホンダ効果反映に重責　３人の新人が出馬した寄
居町長選は、接戦の予想をくつがえし、熊谷市元職員の島田誠氏（５２）が２千票近くの
差を付けて初当選を果たした。

埼玉新聞 2010/8/2 15 町長選



寄居町長に島田氏　寄居町長選は、１日に投開票が行われ、新人で元熊谷市職員の島
田誠氏（５２）が、贈答品卸売会社社長の高橋睦氏（５１）と元町議の原口孝氏（５６）の２
新人を破り、初当選を果たした。

読売新聞 2010/8/2 25 町長選

寄居町長選は島田氏初当選　現町政への批判票まとめ　無所属新顔３人の争いになっ
た寄居町長選は１日投開票され、元熊谷市職員の島田誠氏（５２）が、贈答品卸小売業
の高橋睦氏（５１）と、前町議会議長の原口孝氏（５６）を破り、初当選を果たした。

朝日新聞 2010/8/2 25 町長選

●６１歳男性が熱中症で死亡　寄居署は２日、寄居町の無職男性（６１）が熱中症で死亡
したと発表した。

朝日新聞 2010/8/3 27 事件

熱中症７月の県内搬送件数昨年比で３．７倍　疑い例含め死者４５人　熱中症の可能性
自宅で男性死亡　寄居　１日午後１１時ごろ、寄居町の無職男性（６１）方で、男性がトイ
レの便座に座ったまま意識を失っているのを同居の母親（８７）が見つけ、１１９番通報。
搬送先の病院で男性の死亡を確認した。　県内熱中症による死亡状況　２２日・寄居町・
７８歳女性・畑　２３日・寄居町・８６歳女性・自宅

埼玉新聞 2010/8/3 18
気温（気象）
事件

本庄・秩父パチンコ店強盗　容疑の３６歳男逮捕　６件関与か被害７０００万超　共犯公
開捜査へ　本庄市と秩父市のパチンコ店で昨年、帰宅直後の社員らが２人組に拉致さ
れ、店から多額の現金が強奪された事件で、県警捜査１課と秩父署が、無職の男を逮
捕監禁や強盗容疑などで逮捕していたことが分かった。県警は４日にも、２００８年４月に
深谷市のゲームセンターで発生した強盗事件に関与した疑いで、男を再逮捕し、逃走中
の共犯とみられる寄居町の男（４０）の氏名や顔写真を発表し、公開捜査に乗り出す方
針だ。

読売新聞 2010/8/4 27 事件

車・タクシー・新幹線　駆使　連続緊縛強盗　逃走の男　長岡駅でぷっつり・・・２か月
「警察だ。車を見せてもらう」。６月３日早朝、捜査員が寄居町の住宅に立ち入った。 読売新聞 2010/8/5 ？ 事件

強盗傷害容疑で男逮捕　１人を全国に指名手配　ゲームセンターに強盗に入り従業員
にけがをさせたとして、県警は４日、皆野町下田野、無職、福田誠被告（３６）＝強盗罪な
どで既に起訴＝を強盗傷害や逮捕監禁容疑で再逮捕し、住所不定、職業不詳の斎藤学
容疑者（４０）を強盗などの容疑で全国に指名手配したと発表した。

毎日新聞 2010/8/5 23 事件

第５１回県吹奏楽コンクール地区大会（４日）　【北部】《中学B》▽銀賞　寄居、深谷・上
柴、本庄南

朝日新聞 2010/8/5 31 吹奏楽

捜査員の目前　車で逃走　自宅捜索時　パチンコ店強盗容疑の男　埼玉県本庄市で、
パチンコ店の副店長が襲われて約２１３０万円が奪われた事件で、県警は４日、同県寄
居町鉢形、元会社員斉藤学容疑者（４０）を強盗容疑などで指名手配したと発表した。

読売新聞 2010/8/5 28 事件

草加１００歳不明　市長訪問　次男が「辞退」　昨年１０月以降に届け出　民生委員ら通じ
確認　県内自治体　寄居町では、高齢者の独居世帯と寝たきり老人について、各地域
の民生委員が把握している。 埼玉新聞 2010/8/5 18 事件

秩父観光暦　８月　□祭り　●玉淀水天宮祭（７日、寄居町） 埼玉新聞 2010/8/6 13 水天宮祭
投打で光る安定感　⑩斉藤和磨投手（①１９９２年６月５日３年②１７２㌢７１㌔③右・右④
寄居ほか）　緩急武器に勝負　エースの田村和　投手　救援陣は４試合に登板した右下
投げの斉藤が頼もしい。春日部東戦は六回途中から田村和をリリーフし、４回を１安打
無失点に封じた。

？ 2010/8/6 11 野球

埼玉に海が来た！　３１日まで川の博物館「カメ・カニ・スナ」展　〔寄居〕”海なし県”の埼
玉に海がやってきたー。寄居町小園の県立川の博物館で、海辺の生き物や海砂の標本
を集めた夏期企画展「カメ・カニ・スナ～埼玉で海あそび～」を３１日まで開催している。

埼玉新聞 2010/8/6 13 川の博物館

◆寄居玉淀水天宮祭　荒川・玉淀河原　寄居町の荒川・玉淀河原で「寄居玉淀水天宮
祭」が７日行われた。５０００発の花火と、たくさんのぼんぼりを付けた舟山車が、鉢形城
跡の下を変われる荒川で”光の競演”を繰り広げた。

埼玉新聞 2010/8/8 14 水天宮祭

Ｈｏｎｄａ　６度目Ｖ　十和田八幡平駅伝　東洋大３位　第６３回十和田八幡平駅伝競走全
国大会（全国マラソン連盟、秋田県鹿角市、小坂町主催、読売新聞社など後援）が７日、
十和田湖（青森県）ー八幡平（秋田県）間７３．８㌔（５区間）で行われ、１２都県の３３チー
ムが参加した。箱根駅伝の強豪校として知られる東洋大も、１走設楽啓太選手の活躍な
どで３位入賞を果たした。

読売新聞 2010/8/8 28 駅伝

熱戦開幕　本庄一　本番モード　聖地の雰囲気を満喫　第９２回夏の甲子園　本庄一ナ
インひと言　⑩斉藤和磨選手　これが甲子園かとわくわくした。ほかと違う雰囲気。 埼玉新聞 2010/8/8 7 野球

１８人堂々と行進　甲子園開会式「夢かなった」　本庄一・選手ひと言　斉藤和磨選手（３
年）わくわくどきどきした。初戦の相手は常連校。楽しくおもいきりやりたい。 朝日新聞 2010/8/8 ？ 野球

架空請求で７６０万円被害　寄居　９日午後１時ごろ、寄居町の家業手伝いの男性（２８）
が「お金をだまし取られた」と寄居署に届けた。

埼玉新聞 2010/8/10 19 犯罪

寄居・架空請求で７６０万円被害　寄居署は９日、寄居町の酪農業手伝いの男性（２８）
が約７６０万円の架空請求の被害に遭ったと発表した。

毎日新聞 2010/8/10 21 犯罪

◆振り込め７６０万円被害　寄居署は９日、寄居町の家業手伝いの男性（２８）が、約７６
０万円をだまし取られる振り込め詐欺被害に遭ったと発表した。 読売新聞 2010/8/10 27 犯罪

リフォームをエコでもっとお得に　国の制度　エコリフォームの場合　住宅エコポイントで
賢い家づくり　全国一の環境先進県へ　県内６４市町村にアンケート　活用次第でさらに
負担減　■太陽光発電システム（ｋｗ＝キロワット）　寄居町　補助費：７万円／ｋｗ　上限
２８万円　新築住宅もエコでもっとお得に

埼玉新聞 2010/8/10 11 広告

★「アダルトサイトに未納料金」と偽り、７６０万円詐取　九日午前、寄居町の家業手伝い
の男性（二八）から「電話の男にアダルトサイトの未納料金があると言われ、約七百六十
万円をだまし取られた」と寄居署に届けがあった。

東京新聞 2010/8/10 22 犯罪

第９２回夏の甲子園　第４日第３試合　本庄第一VS明徳義塾　ナイン一言　⑩斉藤和磨
投手　後輩も緊張せず楽しくやることを受け継いでほしい。 埼玉新聞 2010/8/11 14 野球

商店街・自治体もつぶやきなう　ツイッター見た人は割引　寄居町商工会から地域発信
手軽に情報交流人気　埼玉県寄居町商工会は５月、ツイッターを活用した県内初の地
域サイト「ヨリッター」を開設した。現在、１１０人が登録して閲覧する。

日本経済新聞 2010/8/11 31 寄居町商工会

県北一をかけた戦い　明日開幕！！　第２４回読売旗争奪戦県北少年野球選手権大会
「県北の甲子園」と親しまれる「第２４回読売旗争奪戦県北少年野球選手権大会」（読売
新聞東京本社・埼玉県北部読売会主催／熊谷市・熊谷市教育委員会・報知新聞社・埼
北よみうり新聞社後援）がいよいよ明日開幕、熊谷さくら運動公園野球場ほかを舞台に
１７日（火）までの４日間、熱い戦いを繰り広げる。

埼北よみうり 2010/8/13 1 野球

電気を学び　省エネや環境を考える　（寄居町）　小学生に電気のことを学んでもらう「夏
休み電気教室」が７月３０日、寄居町児童館で行われた。 埼北よみうり 2010/8/13 3 夏休み電気教室

１６駅にエレベーター　本年度にJR・私鉄　蕨、坂戸、寄居など　エレベーターやスロープ
が設置されたり、オムツ替えベッドや車いす利用機能の付いたトイレを、２０１０年度内に
設ける県内の鉄道駅が決まった。エレベーターはJR高崎線の神保原駅や宇都宮線の
久喜駅のほか、東武、西武鉄道など私鉄１６駅に取り付けられる。

埼玉新聞 2010/8/14 1 交通



寄居町商工会　空き店舗で職業体験　中学生に仕入れなど指導　寄居町商工会（埼玉
県寄居町）は商店街の空き店舗を活用して、地元中学校の授業の一環である生徒の職
業体験を支援する。

日本経済新聞 2010/8/14 31 寄居町商工会

秩父やまなみ街道利用者　ブドウ農園割引に　埼玉県道路公社は１５日から、寄居町と
秩父地域を結ぶ有料道路「秩父やまなみ街道」（皆野寄居有料道路）の利用者を対象
に、ブドウの観光農園で割引サービスが受けられるキャンペーンを始める。

日本経済新聞 2010/8/14 31
交通
観光

よみうり文芸　短歌　三枝　昂之　選　【佳作】寄居町　野口　大作 読売新聞 2010/8/15 24 短歌
「埼玉ロケ」好調　６年で７倍超　官民一体で支援奏功　埼玉で映画やドラマのロケを誘
致する活動が好調だ。２００９年度の撮影件数は県が支援を本格化させた０３年度以降
最高の３３９件となり、この６年で７．７倍にも伸びた。今年２月中旬、寄居町で映画「ネム
リバ」（今秋公開予定）のロケが１０日間にわたって行われ、俳優やスタッフら約４０人が
現地入りした。

読売新聞 2010/8/17 29 映画

吉見が優勝　小川町営Ｇ開設記念中学校野球大会　▽１回戦　城南（寄居）１２－０玉ノ
岡（嵐山）　東秩父２－０男衾（寄居）　▽２回線　東松山東０－０城南（東松山東野サドン
デス勝ち）

埼玉新聞 2010/8/17 7 野球

埼玉歌壇　今月の選者　不明　（寄居）長谷川みち子 埼玉新聞 2010/8/17 5 埼玉歌壇
戦国の面影残す城跡　【名作の舞台・鉢形城跡】　井伏鱒二の小説「武州鉢形城」は、井
伏本人である主人公の「私」が、机の材料として入手した赤松の木材に、鉄砲玉が食い
込んでいるのを発見したことをきっかけに物語が始まる。

産経新聞 2010/8/18 18 鉢形城

木工イベント２９日に寄居で　木材の魅力を知ってもらうイベント「木とのふれあいフェス
タ」が２９日、寄居町三ヶ山の木造住宅加工業「サイモクホーム」敷地内で開かれる。 読売新聞 2010/8/18 26 イベント

音楽や演芸など文化活動を発表　２２日、中央公民館　〔寄居〕寄居町の文化サークル
などが出演する「第２回文化伝承の散歩道」が、中央公民館で２２日行われる。地域で
文化活動を行っている健康ふれあい塾の主催。

埼玉新聞 2010/8/20 13 文化

組み合わせ決定　北部ブロック２９日に開幕　全労済カップ争奪　第３５回　埼玉県ス
ポーツ少年団　小学生軟式野球交流大会　城南キングフィッシャーズ（寄居）Ｂ①　マッ
キーズ（寄居）Ｂ③

埼玉新聞スポーツ 2010/8/20 7 野球

Ｋ組富士見が逆転勝ち　Ａ組和光は接戦制す　全国高校サッカー　埼玉大会　【各組１
回戦】　▽Ｇ組　鳩ヶ谷４－０寄居城北

埼玉新聞スポーツ 2010/8/21 6 サッカー

記録のページ　◇第２４回読売旗争奪県北少年野球大会各地区予選　【大里地区】　江
南ファイターズ１０－１城南キングフィッシャーズ　岡部野球９－２中町ジュニア　マッキー
ズ１０－２川本み南小野球　▽準決勝　花園野球８－０マッキーズ

さいたま報知 2010/8/22 6 野球

埼玉俳壇　星野　光二選　（寄居）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2010/8/23 5 埼玉俳壇
エアコン使いたがらずトイレ気にし水分控え　寄居の８６歳女性　７月２３日。寄居町桜沢
の自宅台所で８６歳の女性が死亡しているのが見つかった。熱中症だった。 毎日新聞 2010/8/24 23

気温（気象）
事件

埼玉歌壇　杜澤　光一郎選　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2010/8/24 ？ 埼玉歌壇
入選者　県内から２１人　日本伝統工芸展　陶芸など６部門　第５７回日本伝統工芸展
（日本工芸会、朝日新聞社など主催）の入賞・入選者が２５日付で発表され、県内から２
１人が入選した。　【陶芸】原清（寄居） 朝日新聞 2010/8/25 30 伝統工芸

粟島さん県知事賞　中日写真協会支部　春の撮影会入賞者　中日写真協会埼玉支部
が主催した春の撮影会（東京新聞など後援）の審査結果がまとまった。　▽準特選３席
中日写真協会埼玉支部賞　制野明義（寄居町）　▽カメラの東芸堂賞　木島宏（寄居町）
▽フォト騎彩賞　加藤松宣（寄居町）　鈴木健一（同）　青木哲朗（同）

東京新聞 2010/8/25 20 写真

中学生が商店”経営”　寄居で商店街の空き店舗活用　仕入れから陳列、販売まで　寄
居町寄居の商店街空き店舗で、中学生が経営する「ショップ乙姫ちゃんＯＪ店」が、二十
六日から二十九日まで四日間限定でオープンする。

東京新聞 2010/8/26 22 寄居町商工会

短歌・俳句　俳句　■星野　光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2010/8/26 24 俳句

「乙姫ちゃんグッズいかが」寄居の男衾、城南中生が商業体験　寄居町の中学生が２６
日、地元商店街の空き店舗を活用し、「ショップ乙姫ちゃんＯＪ店」をオープンした。商業
体験が目的で、出店は２９日までの期間限定。

読売新聞 2010/8/27 32 寄居町商工会

文化芸能を後世に（寄居町）　寄居町を中心に音楽や芸能などの活動をしている人たち
がその技術を披露する「第２回文化伝承の散歩道」が２２日、寄居町中央公民館で行わ
れた。

埼北よみうり 2010/8/28 3 文化

手作りいかだ川下り　廃材など利用し２３隻　〔寄居〕　寄居町の荒川で２２日、「荒川い
かだ下り」が行われた。町民らが廃材などを再利用して作ったいかだが、真夏の太陽の
下をゆっくりと川を下った。

埼玉新聞 2010/8/28 13 いかだ川下り

「一致団結」職員にエール　４期１６年津久井寄居町長が退任　寄居町の津久井幹雄町
長（７１）は任期満了に伴い、２７日で退任した。根岸安和副町長（６１）と梅沢泰助教育
長（６８）も同日付けで退任し、町と職員親睦（しんぼく）会の共催で「送別の会」が役場で
同日行われた。窓口業務などを除いて１００人余りの町職員が会議室に集まり、３人を拍
手で見送った。

埼玉新聞 2010/8/28 18 寄居町長退任

埼玉俳壇　星野　光二選　（寄居）石澤　無涯　（同）吉澤　紀子 埼玉新聞 2010/8/30 5 埼玉俳壇
寄居・島田町長初登庁で抱負「新しい町づくり職員とまい進」　１日の寄居町長選で初当
選した島田誠町長（５２）が３０日、初登庁した。

毎日新聞 2010/8/31 24 寄居町長

埼玉歌壇　杜澤　光一郎選　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2010/8/31 12 埼玉歌壇

小鹿野、本庄ＬＰ完封勝ち　○・・・北部　美里少年野球７ー１３マッキーズ（寄居）　城南
キングフィッシャーズ（寄居）６－１３神川少年野球　中町ジュニア（寄居）４－１３妻沼ス
ラッガーズ（熊谷）

埼玉新聞スポーツ 2010/8/31 7 野球

「町と町民が一体に」島田寄居町長が初登庁　８月１日に行われた寄居町長選挙で初当
選を果たした島田誠町長（５２）は３０日、寄居町役場に初登庁した。 埼玉新聞 2010/8/31 15 寄居町長

親子でコース見学　基本マナーを学ぶ　寄居でゴルフ場探検　寄居町牟礼にある森林公
園ゴルフ倶楽部は、「夏休み親子ゴルフ場探検」を行った。 埼玉新聞 2010/8/31 15 ゴルフ場

三郷少年Ｖ３　団体総合　小６男子田村（吉田道場）が３連覇　県スポーツ少年団柔道親
善大会　「個人」【男子】▽小学２年③原京悟（男衾柔道クラブ）▽中学２年②杉田敏也
（男衾柔道クラブ）　【女子】▽小学３年③大谷彩実（明道館寄居警察署少年柔道教室）
▽同５年③石川汐音（男衾柔道クラブ）▽同６年①大谷麻稀（明道館寄居警察署少年柔
道教室）▽中学２年③片田紅葉（男衾柔道クラブ）▽同３年①杉田綾音（男衾柔道クラ
ブ）③今野瑞紀（男衾柔道クラブ）　「団体」【女子】②男衾柔道クラブ（２５点）

埼玉新聞スポーツ 2010/9/2 7 柔道

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 2010/9/2 26 俳句

今週のホームラン　８月２９日＝戸森祥太（マッキーズ）松本辰之進（城南キングフィッ
シャーズ）

埼玉新聞スポーツ 2010/9/3 7 野球



昆虫集まる豊かな自然を　あすから全国トンボサミット　〔寄居〕トンボが生息する豊かな
自然を市民の手で守ろうと「第２１回全国トンボ市民サミット」が、４、５日に寄居中央公
民館で行われる。全国の自然保護団体や研究者らが集まり、調査報告や意見交換など
を行う。

埼玉新聞 2010/9/3 11 トンボサミット

第３２回埼玉県アマチュアゴルフ選手権大会　９／９（木）、１０（金）岡部チサンCC（美里
コース）　いざ　決勝ラウンドへ　決勝第１ラウンド組み合わせ　アウト【８１名】　５組　相
田芳男（寄居）　イン【７９名】　１２組　代　紀幸（寄居）

埼玉新聞 2010/9/8 8・9 ゴルフ選

風に揺れる青紫　ちちぶムラサキラン今月中旬まで見ごろ　秩父市郊外の秩父ミューズ
パーク内の癒しの森・花の回廊で、目玉の「ちちぶムラサキラン」が見ごろを迎えてい
る。ちちぶムラサキランは約5万本。寄居町の園芸家が自生のヤブランを19年かけて改
良した新園芸品種。

埼玉新聞 2010/9/8 15 ちちぶムラサキラン

逃走９９日目の逮捕　顔写真公開後　新潟で野宿１か月　本庄パチンコ強盗　捜査員の
目前から逃走してから９９日目、潜伏していたのは、日本海を望む新潟県上越市の山中
だった。本庄市で昨年１月に起きたパチンコ店マネジャー緊縛強盗事件で、指名手配中
だった無職斉藤学容疑者（４０）（寄居町鉢形）が９日、県警捜査一課と秩父署に逮捕さ
れた。

読売新聞 2010/9/10 33 犯罪

本庄パチンコ店強盗　容疑の手配男逮捕　新潟でテント暮らし　深谷市や本庄市など県
北部のパチンコ店で緊縛強盗などが相次いだ事件で、県警捜査１課と秩父署などは９
日、強盗容疑などで指名手配されていた住所不定、無職斉藤学容疑者（４０）を新潟県
上越市内で発見、逮捕した。

埼玉新聞 2010/9/10 18 犯罪

荒川源流の自然テーマに講演会　２５日、川の博物館　〔寄居〕寄居町小園の県立川の
博物館は２５日、「荒川の源流地帯」をテーマに、ＮＰＯ法人野外調査研究所理事長の吉
川国男さんの講演を行う。

埼玉新聞 2010/9/10 13 川の博物館

夢へ向かってはばたけ　第２１回彩の国・埼玉ピアノコンクール　準本選出場者発表　Ｄ
部門１７人　設楽彩香（寄居）

埼玉新聞 2010/9/10 8・9 ピアノコンクール

中学生が地元商店街で就業体験（寄居町）　寄居町の中学生に就業体験をしてもらおう
と寄居町商工会青年部が準備した空き店舗で「ショップ乙姫ちゃんＯＪ店」を８月２６日～
２９日の４日間オープンさせた。４日間の売り上げは２３万６６４５円で、一部を学校の備
品購入などに充てるという。

埼北よみうり 2010/9/10 5 寄居町商工会

よみうり文芸　川柳　岡部　美雄　選　【入選】寄居町　竹本　遊児 読売新聞 2010/9/10 31 よみうり文芸
８月１日現在の県推定人口（県統計課調べ）市町村：寄居町　世帯数：１３，６６２　人口
（総数：３５，８５１　男：１７，７２８　女：１８，１２３）

埼玉新聞 2010/9/10 3 県推計人口

秋季高校野球県大会地区予選（１１日・県営大宮球場など）　▽１回戦　【北部】　滑川総
合３－０　寄居城北

読売新聞 2010/9/12 32 野球

交通公開取り締まり　１２日▽夜＝飲酒・速度・交差点関連・駐車など＝寄居
読売新聞 2010/9/12 32 交通公開取り締まり

埼玉歌壇　関田　史郎　選　（寄居）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2010/9/14 12 埼玉歌壇
サッカー　県シニアリーグ（８月１５日～９月５日・東松山リコーグラウンドほか）　◇４０北
部▽第１４節　熊谷ブーメラン３－１寄居

読売新聞 2010/9/15 32 サッカー

俳句　俳句　■星野　光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2010/9/16 22 俳句
秋のおしゃれ美しく　きょうまで寄居で作家３人展　着物リメークや彫金などを紹介した寄
居町居住の作家３人展が１４日、同町寄居の日本料理喜楽の２階大広間で始まった。
テーマは「秋にはもっと美しく」。１６日まで。

埼玉新聞 2010/9/16 15 作家３人展

大宮の１位決まるＣ組　熊谷（Ａ組）、浦和（Ｆ組）など４連勝　リトルシニア　＜北関東支
部秋季大会＞　【Ａ組】　狭山２－１２寄居（四回コールド） 埼玉新聞スポーツ 2010/9/16 12 野球

１日平均　利用５０００人超す県内１５７駅　９４％バリアフリーに　年度内　ＪＲ浦和など１
２駅　１日の平均利用者が５千人以上いる県内の駅のバリアフリー化が、今年度中に９
割以上になる見通しとなった。この結果、利用者５千人以上の１５７駅のうち、９４％の１４
８駅で、段差が解消されるとしている。残りはＪＲの５駅（南浦和、北浦和、白岡、南越
谷、指扇）と東武の４駅（大袋、岩槻、寄居、越生）という。

朝日新聞 2010/9/16 35 交通

よみうり文芸　川柳　岡部　美雄　選　【入選】寄居町　田中美枝子 読売新聞 2010/9/17 34 よみうり文芸
豪選手と交流練習　男衾柔道クラブ　力や技術、学び合う　〔寄居〕寄居町の男衾柔道ク
ラブ（笠原則夫代表）は１４日、豪州のニューサウスウェールズ州立大学柔道クラブの少
年部の選手たちを招き、男衾中学校の柔道場で交流練習を行った。

埼玉新聞 2010/9/17 13 柔道

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 2010/9/20 11 埼玉俳壇

「もったいない」１４８歳の母娘展　不用品のリメークアート「米寿祝いに」子ら企画　深谷
で２５・２６日　いらなくなった布や毛糸を使ったバッグやマフラー、孫が使い終えたノート
と和紙で作ったミニノート。こうした「もったいないアート」の制作に取り組む深谷市寿町
の斉藤愛子さん（８７）が２５，２５日、同市西島町のＪＲ深谷駅２階「ギャラリー２」で自慢
のリメーク作品や木彫り作品を展示する。

読売新聞 2010/9/20 31 リメークアート

寄居町・国道交差点の交通安全ドール　６０体目　西郷隆盛像が完成　春と秋３０年設
置有志手作り「事故撲滅を」　毎年、春と秋の全国交通安全運動期間に合わせて寄居町
の国道１４０号と同２５４号の交差点に現れる巨大な「交通安全ドール（人形）」。

東京新聞 2010/9/20 20 交通安全

交通安全維新でごわす　寄居・６０体目は西郷どん　２１日から始まる秋の全国交通安
全運動に合わせて、寄居町桜沢の国道１４０号と２５４号の交差点に、交通安全を呼び
掛ける西郷隆盛の巨大人形が１９日設置された。

埼玉新聞 2010/9/20 1 交通安全

寄居名物　交通安全巨大人形　８１年春～愛嬌たっぷり６０体目　秋の全国交通安全運
動が２１日から始まり、寄居町桜沢の国道交差点に、今季も巨大人形がお目見えした。 読売新聞 2010/9/22 27 交通安全

埼玉県の基準地価　単位は１平方メートル当たり１０００円（１０００円未満切り捨て）。右
側数字は昨年の地価　◇寄居町◇　寄居字大正寺１１９９ー１１　５０　５２　／寄居字茅
苅４７３－７　４６　４７　／富田字広屋２９０１－１２　３１　３２　／用土字鷹ヶ谷戸２３２２－
３　１９　２０　／鉢形字甘粕原１５２２－１１　２７　２８　／立原字前耕地４５２－２　１９　２
０　／寄居字菅原１５４８－３　４８　５１　／寄居字栄町９４４－１　５４　５６　寄居字樋ノ下
７１８－１７　３５　３６

埼玉新聞 2010/9/22 25 地価

越谷５年ぶり関東へ　上尾、熊谷も２年連続出場　リトルシニア　〈北関東支部秋季大
会〉　【予選リーグ】▽Ａ組　寄居　２－３　熊谷　／　寄居　９－０　所沢南 埼玉新聞スポーツ 2010/9/23 18 野球

顕微鏡でバッタ観察（寄居町）　小学生にバッタを顕微鏡で観察してもらう催しが１１日、
寄居町の県立川の博物館で行われた。当日は県内から１０人の小学生が参加。 埼北よみうり 2010/9/24 3 川の博物館

◆ひき逃げ容疑４１歳逮捕　寄居書は２３日、ときがわ町西平、自営業畑俊正容疑者（４
１）を自動車運転過失傷害と道交法違反（ひき逃げ）の容疑で逮捕した。 読売新聞 2010/9/24 29 犯罪

石澤翁の功績しのぶ　有志が不動寺に俳額奉納　〔寄居〕　大正・昭和の時代に政治、
教育、文化で大きな足跡を残した寄居町の故石澤無腸（本名・義夫）翁をしのぶ三十三
回忌法要が２２日、同町富田の不動寺（吉岡貞典住職）で行われた。

埼玉新聞 2010/9/24 9 石澤無腸

よみうり文芸　俳句　小檜山　繁子　選　【入選】寄居町　町田　節子 読売新聞 2010/9/24 27 よみうり文芸



県内市町村決算　財政硬直化　浮き彫り　０９年度経常収支比率平均「要注意」０９％突
破　県は２５日までに２００９年度の県内６４市町村の普通会計決算と公営企業決算（と
もに速報値）を発表した。　寄居町　経常収支比率８３．６％　実質公債費比率９．７％
将来負担比率８９．０％

埼玉新聞 2010/9/26 1 県内市町村決算

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉澤　紀子 埼玉新聞 2010/9/27 5 埼玉俳壇
埼玉発の映画「ネムリバ」来月２３日から公開　県が制作支援、寄居などでロケ　監督ら
県庁訪問　県が制作を支援し、寄居町など県内六市町村でロケを行った長編映画「ネム
リバ」が、十月二十三日から県内五カ所で劇場公開されることが決まった。

東京新聞 2010/9/27 20 映画

男衾中、玉川中など初戦突破　埼玉ジャイアンツ交流野球大会　男衾中（寄居）と玉川
中（ときがわ）がそれぞれ競り勝ち、初戦を突破。　▽１　児玉中（本庄）　３－６　男衾中
（寄居）▽三塁打　根岸（児）▽二塁打　戸森（男）

埼玉新聞スポーツ 2010/9/30 12 野球

熊谷支部が優勝　県北支部囲碁対抗戦　第１７回県北支部囲碁対抗戦（日本棋院県北
支部連合会埼北協議会主催）が、熊谷中央公民館で行われ、団体戦で熊谷支部が優
勝した。　▽４将戦・菅原元彦（寄居）

埼玉新聞 2010/9/30 15 将棋

川の博物館　世界最古の葉の化石も　〔寄居〕　寄居町小園の県立川の博物館ｇは、特
別展「葉　その形と利用」を１１月１４日まで開催している。世界最古の葉の化石をはじ
め、葉が石に擬態する植物の生体標本など、貴重な資料で葉の進化と多様性を紹介し
ている。

埼玉新聞 2010/10/1 11 川の博物館

埼玉俳壇　内野　修　選　（寄居）石澤　無涯 埼玉新聞 2010/10/4 5 埼玉俳壇
９月１日現在の県推定人口（県統計課調べ）市町村：寄居町　世帯数：１３，６６０　人口
（総数：３５，８１６　男：１７，７２２　女：１８，０９４）

埼玉新聞 2010/10/4 2 県推計人口

〔寄居〕　「荒城の月」愛でませんか　２３日、鉢形城で月見会　寄居町の鉢形城公園の
三の曲輪で２３日、十三夜に合わせて「お月見の会」が行われる。鉢形城歴史館と寄居
町箏・尺八の会、裏千家高橋宗房社中の主催。

埼玉新聞 2010/10/8 13 月見会

１１年統一地方選　４月１０日、２４日を閣議決定　さいたま含む３２市町議　政府は８日
の閣議で、２０１１年の統一地方選の投票日を、４月１０日と２４日とする臨時特例法案を
決定した。　１１年統一地方選対象一覧（後半戦）　【町議選】寄居※任期満了１１年６月
４日、前回は統一選で実施。

埼玉新聞 2010/10/9 1 １１年統一地方選

さきたま抄　▼井伏作品とういうと「山椒魚」「黒い雨」などが知られているが、埼玉を背
景とした一連の小説群がある▼その一つ「武州鉢形城」は天下統一を目指す豊臣秀吉
軍との攻防を題材にしたもの。 埼玉新聞 2010/10/14 1 鉢形城

下阪真愛がグランプリ　佐藤更紗は文部科学大臣奨励賞　全国書写書道席書大会　【８
月８日、東京都】第２２回全国書写書道大会（全日本書写書道教育連盟大会特別実行
委員会主催、文部科学省など後援）が国立オリンピック記念青少年総合センターで開催
され、本県の下阪真愛さん（さいたま芝原小５年）が小学生の部で最高賞のグランプリを
獲得。　【埼玉県知事賞】橋本　優香（寄居用土小３）　【さいたま市長賞】橋本　歩（寄居
用土小６）

朝日新聞 2010/10/14 ？ 書道

宇都宮　３年ぶりＶ　加須は同率で２位　リトルシニア　〈北部ブロックリーグ〉　寄居０－５
宇都宮　（寄）伴場、山崎、中島ー今田　栃木下野５－４寄居　（寄）近藤ー角田　「最終
成績」⑨寄居（２勝８敗） 埼玉新聞スポーツ 2010/10/15 8 野球

戦国の歴史を伝える正龍寺の文化財展示　来月２３日まで鉢形城歴史館　〔寄居〕寄居
町鉢形の鉢形城歴史館で、企画展「正龍寺－鉢形城ゆかりの文化財－」が１１月２３日
まで開かれている。鉢形城主の北条氏邦の菩提寺、正龍寺に伝わる戦国時代の古文
書や絵画などが展示されている。

埼玉新聞 2010/10/15 12 鉢形城歴史館

寄居中２年生が高校の授業体験　寄居町立寄居中学校（関根正巳校長）の二年生約百
五十人が、近くの県立寄居城北高校（吉田光利校長）を訪れ、高校の授業を体験した。 東京新聞 2010/10/17 20 学校

８日間で６３回計６３０万円被害　深谷で振り込め詐欺　深谷市のアパート女性（６４）が
現金６３０万円をだまし取られる振り込め詐欺被害にあったと、寄居署が１６日発表した。 朝日新聞 2010/10/17 31 犯罪

深谷の女性６３０万被害　振り込め詐欺相次ぐ　１５日午後１０時半ごろ、深谷市のパート
女性（６４）が寄居署を訪れ、「振り込め詐欺に遭い、６３０万円をだまし取られた」と届け
出た。同署で詐欺事件として捜査している。

埼玉新聞 2010/10/17 15 犯罪

振り込め被害計６３回で６３０万円　寄居署は１６日、深谷市内のパート女性（６４）が約６
３０万円をだまし取られる振り込め詐欺被害に遭ったと発表した。発表によると、女性の
携帯電話に１０月６日午前１１時頃、次男を名乗る男から「会社の金を使い込んだ」など
と電話があった。

？ 2010/10/17 ？ 犯罪

埼玉歌壇　沖　ななも選　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2010/10/19 10 埼玉歌壇
江南南、熊谷西　県大会へ　寄居ＦＣ、秩父南も代表決定　県サッカー少年団地区予選
【Ｃ組】▽準決勝　寄居ＦＣ２００１　２－１　ＨＦＣ（深谷）、秩父影森　３－０　ＦＣ原谷（秩
父）　▽代表決定戦　寄居ＦＣ２００１　３－０　秩父影森

埼玉新聞 2010/10/19 7 サッカー

■寄居町で住宅全焼　１９日午前１０時４０分頃、寄居町用土、酪農業新井潤一さん（５
９）方から出火、木造２階住宅約２１０平方㍍を全焼した。出火当時は無人だった。２階が
出火元とみられる。

読売新聞 2010/10/20 29 事件

寄居でも民家全焼　１９日午前１０時３０分ごろ、寄居町用土、酪農業新井潤一さん（５９）
方から出火、木造２階建て約２１０平方㍍を全焼した。けが人はなかった。 埼玉新聞 2010/10/20 19 事件

新皆野橋が完成　皆野秩父バイパス２４日に一部開通　皆野町皆野から秩父市蒔田を
結ぶ国道１４０号皆野秩父バイパス（４．９キロ）のうち、新皆野橋を含む一部区間が完
成した。荒川を挟んで皆野寄居バイパス出口の国道１４０号と県道秩父児玉線が新皆野
橋で結ばれる。

埼玉新聞 2010/10/22 13 交通

部活　頑張る県北の小中高生　第７２回　寄居町立男衾中学校剣道部　基本は規律正
しい学校生活　３年生を含めると男女計４５人と、多くの部員が所属する男衾中剣道部。 埼北よみうり 2010/10/22 第777-7 学校

中間平緑地公園（寄居町）　寄居町の釜伏山・中腹にある中間平緑地公園。自然豊かな
広い園内のモミジやカエデが鮮やかに色づきはじめると、散策しながら楽しむ人の姿が
多く見られる。

埼北よみうり 2010/10/22 第777-１ 中間平緑地公園

よみうり文芸　俳句　小檜山　繁子　選　【入選】寄居町　町田　節子 読売新聞 2010/10/22 34 よみうり文芸
職員撮影の４４点　川の博物館　イタチも遊んでいるよ　敷地内の川の生き物展　〔寄
居〕　寄居町小園の県立川の博物館で、敷地内を流れる宮川の「生き物展」を来年1月
まで行っている。

埼玉新聞 2010/10/22 14 川の博物館

新皆野橋などが完成　皆野秩父バイパス　２４日に一部区間開通　県が建設を進めてき
た秩父地域の重要幹線道路・国道１４０号皆野秩父バイパス（四．九キロ）の新皆野橋を
中心とした一部区間（皆野町皆野ー秩父市小柱）〇．七キロが完成し、二十四日午後四
時から開通する。

東京新聞 2010/10/22 24 交通



北限のミカン色づき始める　ミカンの北限産地として知られる寄居町でミカン狩りが始ま
り、２３日に町内の農園を訪れた家族連れらが一足早い「冬の味覚」を堪能した。 産経新聞 2010/10/24 23 ミカン狩り

男子第６１回全国高校駅伝県予選【１】　深谷商１９　１区・新井健一・３年・寄居城南　進
修館３０　７区・新江暢・３年・寄居男衾

埼玉新聞スポーツ 2010/10/26 10 駅伝

男子第６１回全国高校駅伝県予選【２】　鳩山１５９　１区・松山健吾・３年・寄居城南　本
庄一１８４　６区・大石遼太郎・１年・寄居　補・原口峻輔・１年・寄居 埼玉新聞スポーツ 2010/10/27 8 駅伝

■パジャマ姿の写真で割り引き　埼玉産映画「ネムリバ」　出演者やロケ地など、「埼玉」
にこだわって制作された県産長編映画「ネムリバ」（園田新監督）が、ユナイテッド・シネ
マ浦和（さいたま市浦和区）など５館で公開されている。

産経新聞 2010/10/28 23 映画

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

毎日新聞 2010/10/28 26 短歌・俳句

男子第６１回全国高校駅伝県予選【４】　小川１３　１区・松山星名・１年・寄居城南　４区・
山崎大亮・２年・寄居城南　７区・小久保直哉・２年・寄居　補・栗嶋晃端・２年・寄居男衾 埼玉新聞 2010/10/29 6 駅伝

食べて「家庭円満」　だるまこんにゃくが人気　〔寄居〕　寄居町桜沢のこんにゃく製造の
老舗「大黒屋商店」で、大玉の「だるまこんにゃく」が評判を呼んでいる。町内の寺で家族
円満の祈願済みで、「家庭円満」のご利益つきだ。

埼玉新聞 2010/10/29 14 こんにゃく

◆東武東上線の線路に土砂流入、３２本運休（寄居）　１日午前５時半ごろ、寄居町富田
の東武東上線東武竹沢―男衾駅間で、走行中の寄居発小川町行きの普通列車の運転
士が線路上に土砂が流入しているのを確認、列車を緊急停止して、安全確認をした上で
その場を通過した。

埼玉新聞 2010/11/2 18 交通

特産ハーブたっぷり　緑のうどん　狙うぞ！Ｂ級グルメ王　商工会青年部開発　決定戦に
お目見え　〔寄居〕　寄居町商工会青年部は、町特産のハーブのエキナセアを使ったうど
んで、２１日に加須市で行われる「第７回埼玉Ｂ級ご当地グルメ王決定戦」に参戦する。

埼玉新聞 2010/11/5 13 寄居町商工会

江南南　初戦はサイタマＪｒ　新座片山は川越Ｙと対戦　県サッカー少年団中央大会　第
３９回サッカー少年団中央大会（県スポーツ少年団、県サッカー協会、県教育委員会主
催、埼玉新聞社などの後援）の代表者会議ならびに抽選会が１０月２９日、与野本町コ
ミュニティーセンターで行われた。　寄居ＦＣ２００１（寄居）　エ① 埼玉新聞スポーツ 2010/11/5 8 サッカー

よみうり文芸　短歌　三枝　昮之　選　【入選】　寄居町　中村　茂 読売新聞 2010/11/5 31 よみうり文芸
俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子 毎日新聞 2010/11/11 26 短歌・俳句
寄居ＦＣ、ＰＫ戦制す　新座片山　川越Ｙを圧倒　県サッカー少年団中央大会　地道な努
力が結実　寄居ＦＣ２００１が大宮ＦＣ七里をＰＫで下してチーム併合後、初の１回戦突
破。吉田昌弘監督は「子どもたちが最後まで集中して良くやってくれた」と選手たちをた
たえた。

埼玉新聞スポーツ 2010/11/11 12 サッカー

地場産だから新鮮！安心！埼北の旬！　みかん（寄居）　みかんのおいしい季節がやっ
てきました。寄居町のみかん栽培は長い歴史があり、４００年以上前に北条氏が小田原
から移植したのが始まりと言われています。

埼北よみうり 2010/11/12 第７７８－８ ミカン

探してみよう！　路面アート　⑥寄居町／寄居町役場脇 埼北よみうり 2010/11/12 第７７８－１ 芸術
一本の苗に紅白の実　神様の米寿祝い　戸屋さん収穫のサツマイモ　〔寄居〕　寄居町
赤浜の農業、戸屋政春さん（６４）の畑で、１本のサツマイモの苗から紅白の実がなって
いるのが見つかった。

埼玉新聞 2010/11/12 14 農業

グルメ情報　そば　手打ちそば酒場吾里（寄居町）　そばを中心とした和食料理のお店
「吾里」。実家は寿司屋という店主の神田健吾さんは、都内の寿司店や熊谷の居酒屋な
どで修業を積み、昨年３月東武東上線・鉢形駅近くに自前の店をオープンさせた。

埼北よみうり 2010/11/12 第７７８－５ グルメ

住宅展示場で校外授業　（寄居町）　県立寄居城北高校（吉田光利校長）で家庭科目「リ
ビングデザイン」を選択している生徒が１０月２７日、住宅における環境への配慮、高齢
社会への対応などを学ぶ目的で同町のハウスメーカー・一想住宅（福島秀夫社長）の展
示場を訪れた。

埼北よみうり 2010/11/12 第７７８－２ 学校

よみうり文芸　川柳　岡部　美雄　選　【入選】　寄居町　竹本　遊児 読売新聞 2010/11/12 33 よみうり文芸
寄居みかんのジャム作り体験　ジャム作りを通じて、寄居みかんの歴史や美味しさを
知ってもらう体験教室。　１１月２６日（金）　９時３０分～１２時３０分 埼北よみうり 2010/11/12 第７７８－？ ミカン

農and食　毎日農業記録賞　保泉さんに最優秀賞　一般部門　２３年ぶり県内から　養蚕
に誇り、守り続け　保泉光子さん（寄居）　「農」や「食」、「環境」への思い、体験、提言を
つづる「２０１０年毎日農業記録賞」が１２日発表され、全国での一般部門最優秀賞に、
寄居町の農業、保泉光子さん（６４）の「養蚕（天の虫）が教えてくれた農業」が選ばれ
た。

毎日新聞 2010/11/13 ？ 毎日農業記録賞

食材は寄居町産　里山弁当を販売　きょうから川の博物館　寄居町産の食材を使う「か
わはく里山弁当」が１６日から販売される。

朝日新聞 2010/11/16 28 川の博物館

寄居町鉢形小が最優秀賞　全日本小学校　ホームページ大賞　優れたホームページを
制作している小学校を表彰する「第８回全日本小学校ホームページ大賞」（事務局・損害
保険ジャパン）の各賞が１５日発表され、寄居町立鉢形小学校（飯塚澄雄校長、児童数
３２９人）が最優秀賞となる「Ｊ－ＫＩＤＳ大賞」に選ばれた。本県の小学校が同賞を受賞し
たのは初めて。 埼玉新聞 2010/11/16 19 学校

浦和三室７年ぶり４強　Ｖ４狙う江南南　競り勝つ　県サッカー少年団中央大会　寄居ＦＣ
２００１は２１年ぶりの優勝を狙った上尾朝日ＦＣに勝利し、初の準決勝に進んだ。 埼玉新聞スポーツ 2010/11/18 7 サッカー

中国で市場開拓へ　寄居の自動車関連中小７社２１日渡航、商談開始　寄居町商工会
は県中小企業振興公社と連携し、町内の自動車関連企業の海外展開支援事業を展開
する。町内の若手経営者らでつくる寄居少壮工業会の中小企業７社で海外ミッションプ
ロジェクトチームをつくり、２１日に中国・上海へ渡航。

埼玉新聞 2010/11/18 1 寄居町商工会

関東高校駅伝　あす号砲　男子Ｖ４へ　盤石の埼玉栄　武蔵越生　２区・時田友斗・２年・
寄居男衾、６区・轟和幸・３年・寄居男衾、７区・高倉祐樹・２年・寄居男衾、補欠・吉田
豊・１年・寄居男衾

埼玉新聞 2010/11/19 10 駅伝

地元食材で「里山弁当」　地産地消”味の玉手箱”　川の博物館　〔寄居〕　寄居町小園
の県立川の博物館は、寄居産の食材を使った「かわはく里山弁当」の販売を、レストラン
「ウォーターミル」で始めた。米から肉、野菜まですべてが地元産。

埼玉新聞 2010/11/19 13 川の博物館

寄居パーキングにスマートＩＣを　地元首長らが知事に要望　関越自動車道・寄居パーキ
ングエリアにスマートインターチェンジ（ＩＣ）の設置を目指す深谷、寄居、美里の１市２町
長が１９日、県庁を訪れ、上田清司知事に早期設置に向けた支援を要望した。

埼玉新聞 2010/11/20 2 寄居ＰＡ

埼玉歌壇　杜澤　光一郎選　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2010/11/23 6 埼玉歌壇



江南南史上初４連覇　越谷ＦＣに１－０　萩原が決勝ゴール　県サッカー少年団中央大
会　決勝で江南南（熊谷）が越谷ＦＣＪｒを１－０で下した。史上初の大会４連覇を果たし、
優勝回数も最多の１０に伸ばした。３位は浦和三室（さいたま）と寄居ＦＣ２００１。

埼玉新聞スポーツ 2010/11/23 9 サッカー

短歌　■水野　昌雄選　寄居・町田節子　俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子
毎日新聞 2010/11/25 24 短歌・俳句

東洋大Ｖ３のカギ握るルーキー　設楽ツインズ　男衾中→武蔵越生高出身　箱根もまか
せろ！！前哨戦の全日本大学駅伝　兄・啓太は区間賞　胃弟・悠太は区間新　両選手
は男衾（おぶすま）中時代から、県の長距離大会で優勝し、さいたま報知にも登場。 さいたま報知 2010/11/21 7 箱根駅伝

この一品　ハーブ入り緑色めん「熊五郎」（寄居）のエキナセアうどん　一目見て、緑色の
うどんにびっくり。寄居町で売り出し中の新特産品、ハーブのエキナセアを練り込んでい
るのだ。

埼玉新聞 2010/11/21 10 特産品

太陽の恵みで甘く　ミカン狩り真っ盛り　風布、小林地区　〔寄居〕　寄居町の風布と小林
地区のミカン山でミカン狩りが最盛期を迎えている。山の斜面に広がるミカン畑は大勢の
行楽客でにぎわっている。

埼玉新聞 2010/11/26 10 ミカン狩り

地場産だから新鮮！安心！埼北の旬！その５６　ワカサギ（寄居町）　凍りついた湖面
に穴をあけて釣る「穴釣り」で有名なワカサギ釣りが全国各地でシーズンを迎えていま
す。寄居町の円良多湖は氷結することはないので「穴釣り」は出来ませんが、浅橋や
ボートからの釣りが１１月１日解禁となり、釣り客でにぎわっています。

埼北よみうり 2010/11/26 第７７９－８ ワカサギ釣り

琴と朗読の会　～宮城道雄の世界を訪ねて～　宮城道雄の随筆の朗読と、琴・尺八の
演奏を聴くつどい。会場の寄居町立図書館では、所蔵する宮城道雄の著作、点字学習
資料、文学作品朗読ＣＤ、筝曲ＤＣ、和楽器教本等を展示、貸出して、視覚障害者の読
書活動に対する啓蒙も行う。

埼北よみうり 2010/11/26 第７７９－６ 琴と朗読の会

埼北を盛り上げるキャラクターたち　カワシロウ（寄居町）　県立革の博物館のマスコット
キャラクター。博物館周辺はカワセミの生息が多く、「川を知ろうとする気持ち」からこの
名に。

埼北よみうり 2010/11/26 第７７９－１ ご当地キャラクター

地域文化支え３２年　寄居文芸が１００号突破　寄居町の愛好家でつくる文芸誌「寄居文
芸」が１９７８年の創刊から１００号を突破し２７日、町内で記念式典・祝賀会が開かれ
た。町の小学生からお年寄りまで幅広い年齢層の俳句や短歌、連句などが収録され、
現存する市町村レベルの文芸誌では県内最古という。

埼玉新聞 2010/11/29 16 寄居文芸

けやき　読者の声　年賀状の準備　テーマ投稿　一枚一枚にスケッチ画　大野順一（６４
歳・寄居町）

埼玉新聞 2010/11/29 5 読者投稿

まちぶら　寄居　荒川１７３㌔を博物館で　　井戸水が生む豆腐　安産・水よけ御利益
「飲むスイーツ」甘酒好評

朝日新聞 2010/12/1 34 川の博物館ほか

愛される駅舎考えて　用土駅のデザイン募集　〔寄居〕　寄居町は、同町用土のＪＲ八高
線・用土駅の駅舎のデザインを募集している。一般の人でも応募でき、簡単なデザイン
画でんもよい。「地域の顔として愛される駅舎のデザインを寄せてほしい」としている。

埼玉新聞 2010/12/3 13 交通

地域特性を活かし活性化の方策探る　７日にシンポ　「寄居町地域活性化シンポジウ
ム」（主催・寄居町など）が７日、寄居町役場６階大会議室で行われる。 埼玉新聞 2010/12/3 13 シンポジウム

寄居で１００万円被害　パート女性　６日、寄居町のパートの女性（３６）が「振り込め詐欺
の被害に遭った」と寄居署に届け出た。

埼玉新聞 2010/12/7 19 犯罪

埼玉歌壇　関田　史郎選　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2010/12/7 12 埼玉歌壇

深谷南中が連覇　中学新人大会ラグビーの部　熊谷吉岡　健闘の準Ｖ　【対戦トーナメン
トの記録】　▽１回線（１１月６日）　深谷中５２ー１４寄居中 埼玉少年少女スポーツ新聞2010/12/8 1 ラグビー

足かけ３２年１００号突破（寄居町）　寄居町中心の愛好家らの俳句や短歌などを紹介す
る文芸誌「寄居文芸」（四六判）が今年７月に創刊１００号を迎え記念式典と祝賀会が１１
月２７日、よりい文化会館で開かれた。

埼北よみうり 2010/12/10 2 寄居文芸

東洋大　設楽啓ら登録　箱根駅伝エントリー発表　第８７回東京箱根間往復大学駅伝
（来年１月２，３日）に出場する２０チームのエントリー選手（各１６人）が１０日発表され、３
年連続の総合優勝を狙う東洋大は山上りの５区で２年連続最優秀選手に輝いたエース
柏原竜二らがエントリーした。

埼玉新聞スポーツ 2010/12/11 7 箱根駅伝

期待の快速双子　設楽啓太と悠太（武蔵越生高出）　箱根ファンの快速兄弟が好調だ。
１年生ながら王者・東洋大の主力を担う設楽啓太と悠太は一卵性の双子。「一生に走っ
て優勝を」と良く似た声で口をそろえた。

埼玉新聞スポーツ 2010/12/12 18 箱根駅伝

最優秀の保泉さん「若者に喜び伝えたい」　毎日農業記録賞表彰式　「２０１０年（第３８
回）毎日農業記録賞」（毎日新聞社主催。県・県教委など後援）の表彰式が１３日、東京
都千代田区の毎日新聞東京本社であり、一般部門で最優秀賞に輝いた寄居町立原の
農業、保泉光子さん（６４）らに賞状と盾などが贈られた。

毎日新聞 2010/12/14 24 毎日農業記録賞

埼玉歌壇　関田　史郎選　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2010/12/14 6 埼玉歌壇
川本フレンズがＶ　寄居リトルシニア杯小学生軟式野球大会　第３回寄居リトルシニア杯
小学生軟式野球大会はこのほど、寄居運動公園で１回戦から決勝までが行われ、決勝
で川本フレンズが真下、清水の本塁打などで得点を重ね、７－２で常磐少年野球を下し
初優勝した。　▽２回戦　城南キングフィッシャーズ１９－６フレンズ田谷　▽準々決勝
城南キングフィッシャーズ２－７川本フレンズ

埼玉新聞スポーツ 2010/12/14 8 野球

ピンクＴシャツで清掃　若手後継者活性化目指す　寄居　商店街ルネサンス　ＪＲ寄居駅
南口にある旅館や商店の若手後継者が「総合商社　乙姫ちゃんカンパニー」と名付けた
グループを発足させ、駅前や商店街の清掃活動に取り組んでいる。

読売新聞 2010/12/16 32 寄居町商工会

こんにゃくで地域を元気に　大黒天・定光寺で祭り　〔寄居〕　武州寄居七福神の大黒天
の寺として知られる寄居町折原の定光寺（小山典勇住職）で１１日、「大黒さまのコン
ニャク祭」が行われた。

埼玉新聞 2010/12/17 15 祭事

深谷メンバー　ＦＷ⑥内野卓洋（学年２・寄居中出身）　補欠⑯松崎渉（学年３・寄居中出
身）　補欠⑳葛野翔太（学年１・寄居城南中出身）

埼玉新聞スポーツ 2010/12/26 4 ラグビー

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉澤　紀子　（同）吉澤祥匡 埼玉新聞 2010/12/27 5 埼玉俳壇
けやき　読者の声　大掃除　汚れた政治家の洗濯を　大野順一（６４最・寄居町）

埼玉新聞 2010/12/27 6 読者投稿

首長が選んだわが街５大ニュース　寄居町①島田誠新町長が就任（８月）②本田技研工
業寄居新工場２０１３年操業開始を発表（７月）③鉢形小学校が全日本小学校ホーム
ページ大賞受賞（１１月）④生涯学習施設（男衾コミュニティセンター）が完成（６月）⑤寄
居駅自由通路エレベーター設置工事着手（７月）

埼玉新聞 2010/12/28 11 ５大ニュース

埼玉歌壇　関田　史郎選　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2010/12/28 13 埼玉歌壇
箱根駅伝区間エントリー　東洋の柏原３年連続５区　設楽兄弟、２，３区抜てき　花の２区
に抜てきされた東洋大１年の設楽啓太と３区に起用される双子の弟・悠太 埼玉新聞スポーツ 2010/12/30 ？ 箱根駅伝

区間エントリー発表　東洋大３連覇へ　柏原５区　３冠狙う早大　序盤に重点　東洋大は
２，３区に設楽啓、悠兄弟を起用し、双子のリレーが実現することになりそう。 読売新聞 2010/12/30 18 箱根駅伝



寄居大凧揚げ　引き手を募集　新春恒例の寄居大凧揚げが元日、寄居町折原の運動
公園で行われる。従来のサイズより４割以上大きい５０畳敷（縦９．６㍍、横８，６㍍）が登
場。２００人以上の引き手が必要で、主催者は飛び入りの参加を呼び掛けている。

読売新聞 2010/12/30 ？ 大凧揚げ

金色に輝く大布袋尊　武州寄居七福神　寄居町内の寄居、用土、男衾の三駅周辺に点
在する５寺を巡る。一周１７㌔。自然や街の風景をながめながら、ゆっくりと回るのがお
薦め。

埼玉新聞 2010/12/31 5 七福神

深谷　快勝で初ベスト１６　▽２回戦　深谷３１－５石見智翠館　【深谷】FW内野・TB葛野
埼玉新聞スポーツ 2010/12/31 7 ラグビー

深谷　初の２回戦突破　４回目の出場で初の２回戦突破を果たした深谷の選手たちの目
に涙が光った。　【深谷】FW内野・TB葛野

毎日新聞 2010/12/31 ？ ラグビー

怪物１年生山沢４T３G　初戦に続き大暴れ　＜埼玉第２深谷＞４度目の出場で初めて３
回戦に進出した。深谷　FW②内野　TB①葛野

スポーツニッポン 2010/12/31 5 ラグビー

東洋大、ほぼ順当な布陣　２，３区には１年生の設楽啓太、悠太の兄弟を配置。メンバー
変更がなければ双子リレーが実現する。前回優勝メンバーの高見、宇野、市川ら主力級
が補欠に回っているが、当日の変更で何人かは起用することになりそうだ。

朝日新聞 2010/12/31 21 箱根駅伝

箱根駅伝　▽往路成績　①東洋大（川上、設楽啓、設楽悠、宇野、柏原）５時間２９分５０
秒＝往路新　４区宇野　苦難乗り越え逆転の礎築く　３年生の４区宇野が３年連続の逆
転劇の礎をつくった。当日の区間変更でエントリーされたスピードランナーは、チームを７
位から３位に押し上げて区間３位の快走。さらに、武蔵越生高出の３区間リレーが実現。
１年生の２，３区の設楽兄弟と宇野。

埼玉新聞 2011/1/3 ？ 箱根駅伝

東洋大　往路V３　箱根駅伝　総合３連覇を目指す東洋大は、１区を８位でスタートする
と、２～４区は、寄居男衾中―武蔵越生高出の３選手でつないだ。２，３区は１年生で抜
てきされた双子の兄・設楽啓太から弟・設楽悠太へのたすきリレー。７位でたすきを受け
た４区宇野博之はこの日、メンバー変更で出場し、一気に３位へ順位を押し上げた。

埼玉新聞 2011/1/3 1 箱根駅伝

㊙もの作り　車や電話･･･デザイン自在　アールディエス（寄居町）　自動車を中心に、車
体のデザインから製作までの全工程を自社で完結させられる能力を持つ。　愛車パーツ
などオーダーメイドも　１９８４年、新座市で創業し、９２年に寄居町赤浜に移転。

読売新聞 2011/1/6 28 技術

新星輝く　東洋大設楽双子リレー　東洋大では、埼玉・武蔵越生高出身の設楽啓太、悠
太兄弟が２，３区に登場し、双子リレーが実現した。特に兄の啓太はエース区間の２区で
区間７位と健闘。

読売新聞 2011/1/10 15 箱根駅伝

■電車と接触、足切断　１０日午前８時５０分頃、寄居町寄居の秩父鉄道寄居駅構内
で、工事作業中だった本庄市の型枠大工の男性（４９）が急行電車と接触し、左足切断
の重症を負った。寄居署によると、約２０人でエレベーターの基礎工事などをし、警備員
が電車の出入りの際に警告していた。同署は線路に入った経緯などを調べている。

読売新聞 2011/1/11 27 事故

▽急行にはねられ型枠工けが　１０日午前８時５０分ごろ、寄居町寄居の秩父鉄道寄居
駅構内で、線路内にいた作業中の型枠工の男性（４９）が、熊谷発三峰口行き急行電車
にはねられ、足にけがを負った。

産経新聞 2011/1/11 19 事故

◆寄居駅で電車にはねられ、作業中の男性けが　１０日午前８時５０分ごろ、寄居町寄
居の秩父鉄道寄居駅構内で、エレベーターの設置工事をしていた型枠大工の男性（４
９）＝本庄市＝が、熊谷駅発三峰口行き下り急行列車にはねられ、左足を負傷した。事
故後、同電車は回送となった。 埼玉新聞 2011/1/11 11 事故

寄居・工事中に電車にはねられ男性重傷　１０日午前８時５０分ごろ、寄居町寄居の秩
父鉄道寄居駅のホーム付近でエレベータの設置作業をしていた型枠大工の男性（４９）
＝本庄市＝が、熊谷駅発三峰口行き急行電車（３両編成）にはねられた。男性は左足首
を切断する重傷。寄居署によると、男性は他の大工ら約２０人と作業中で、何らかの原
因で線路に出てしまったらしい。

毎日新聞 2011/1/11 22 事故

元旦に舞う５０畳の大凧（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」（中島信男会長）が、今年も寄居運動公園で挑戦した。このイベントは、地域住民が
交流することを目的に１３年前から行われており、凧は毎年作り替えている。今年の絵
柄は鳳凰に男衾の文字、優雅さの中に力強さが感じられる。大きさは５０畳ほどもあり、
過去最大となった。

埼北よみうり 2011/1/14 第７８２－８ 大凧

元気写真パート②　「発表会☆だいせいこう」岡野由美子さん（寄居町）２００９年１２月寄
居町

埼北よみうり 2011/1/14 第７８２－５ 写真投稿

寄居町　町民の幸せ増える町政を　明けましておめでとうございます。皆様には、健や
かに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。

埼玉新聞 2011/1/14 7 新年挨拶

町政のあり方見直す刷新会議の委員募集　１７日から受け付け　〔寄居〕　寄居町は町
政のあり方を見直すために、町政刷新会議を本年度内にも設置する。委員のうち公募
枠の委員４人を町民を対象に募集している。

埼玉新聞 2011/1/14 ？ 町政

”書のメッカ”守りたい　寄居町桜沢の熊谷商工信用組合寄居支店で、寄居町の書道団
体「峡風会」の作品展が２月２５日まで開かれている。同展は今年で３回目。会長の井上
清（雅号・岱岳＝たいがく＝）さん（７６）は「年々作品が良くなっている」と満足した表情を
浮かべる。寄居には著名な書道家がいたこともあり、古くから”書のメッカ”として知られ
ていた。

埼玉新聞 2011/1/15 13 書道

SAYAMAホンダV2有力　一般男子　埼玉県駅伝　あす号砲　埼玉栄４年連続の女王狙
う　一般・高校女子　第７８回埼玉県駅伝は１６日、男女４部門に９８チームが参加して行
われる。　一般男子スタート地点：寄居

埼玉新聞スポーツ 2011/1/15 8 埼玉県駅伝

埼玉駅伝　あす号砲　「第７８回埼玉県駅伝競走大会」が１６日、寄居町から上尾市まで
をコースに行われる。今年は一般男子、市町村男子、高校男子、一般・高校女子の４部
門に計１０２チームが出場予定。　一般男子スタート（寄居町総合体育館前）９：５０ ？ 2011/1/15 32 埼玉県駅伝

短歌　■水野　昌雄選　寄居・町田節子　俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子
毎日新聞 2011/1/20 22 短歌・俳句

■寄居で住宅全焼火災　１９日午前８時５０分頃、寄居町赤浜、会社員清水明雄さん（５
８）方の小屋から出火、小屋４万平方㍍と清水さんの木造平屋住宅約１００平方㍍など
が全焼した。

読売新聞 2011/1/20 31 事件

県内各地で火災相次ぐ　寄居で民家など全焼　１９日午前８時５０分ごろ、寄居町赤浜、
会社員清水明雄さん（５８）方から出火。木造平屋トタンぶき住宅約１００平方㍍と物置３
棟、プレハブの離れ１棟を全焼した。

埼玉新聞 2011/1/20 19 事件

「チーム寄居」の栄光　人おこしまちおこし　寄居町商工会青年部の挑戦　Ｂ級グルメ
「第７回埼玉Ｂ級グルメ王決定戦」で、初出場ながら９位に輝いたエキナセアうどん＝２０
１０年１１月２１日、加須市の加須はなさき水上公園

埼玉新聞 2011/1/21 13 寄居町商工会

小学生招いてパネルシアター　〔寄居〕　寄居城北高校　寄居町桜沢の県立寄居城北高
校（吉田利光校長）で、保育士などを目指す女子生徒らが、地元の小学生を招いてパネ
ルシアターの発表会を１９日行った。

埼玉新聞 2011/1/21 13 寄居城北高校

◇夫妻が描いた植物画を展示　寄居町小園の県立川の博物館で、企画展「杉崎夫妻の
ボタニカルアート展」が開催されている。２月６日まで。 産経新聞 2011/1/24 23 川の博物館

埼玉俳壇　金子　兜太選　（大里）石澤無涯 埼玉新聞 2011/1/24 5 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 2011/1/24 12 埼玉歌壇
「飲酒ばれる」とひき逃げの疑い　寄居署は２４日、自動車運転過失傷害と道交法違反
（ひき逃げ）の疑いで、寄居町鉢形、会社員、塚越良治容疑者（２８）を逮捕した。寄居署
の調べでは、塚越容疑者は２３日午後８時４０分ごろ、寄居町桜沢の国道１４０号バイパ
スで乗用車を運転し、信号待ちで停車していた男性（２４）の軽乗用車び追突した上、男
性と助手席に座っていた妻（２４）の首などに軽傷を負わせたが、そのまま逃げた疑いが
持たれている。

産経新聞 2011/1/25 23 犯罪

俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子 毎日新聞 2011/1/27 24 俳句
男子　文蔵など決勝Ｌへ　県ミニバス会長杯　【Ｃ組】▽２回戦　寄居４５ー２８熊谷サクラ
メイツ　▽狭山ボンバーズ４２ー３４寄居

埼玉新聞 2011/1/27 ？ バスケットボール

児童に「パネルシアター」披露　【県立学校だより】寄居城北高校（寄居町）で１９日、選択
科目「児童文化」を履修している３年生１５人が、近隣小学校の１年生や保育園関係者
に、手作り人形を使った「パネルシアター」を披露した。

産経新聞 2011/1/27 23 寄居城北高校

節分祭情報　第４４回市神節分祭（寄居町）　商業の守り神として多くの信仰を集める市
神様が由来の節分祭。当日は豪華賞品が当たる福引き大抽選会（福引券前売１３００
円、当日１５００円）や餅つき大会、吉本興業の芸人による演芸大会などのイベントが予
定されている。

埼北よみうり 2011/1/28 第７８３ー５ 節分祭

埼玉駅伝　県北勢　健闘　第７８回埼玉県駅伝競走大会（同大会実行委員会〈県教委、
読売新聞東京本社さいたま支局他〉主催）が１６日、９５チームが参加し、寄居～上尾間
のコースで行われた。

埼北よみうり 2011/1/28 第７８３ー４ 埼玉駅伝

植物の美しさ　科学の目で描く　川博でボタニカルアート展　〔寄居〕　”科学の目”で精密
に描きこんだ植物画「ボタニカルアート」の企画展が、寄居町小園の県立川の博物館で
２月６日まで行われている。夫妻で活躍している杉崎紀世彦さん、文子さんの作品約９０
点を展示している。

埼玉新聞 2011/1/28 13 川の博物館

寄居　星の王子さまPA（深谷）　南仏風の町で瞑ゼリフ探し　世界中で読まれている名
作「星の王子さま」。この世界観を再現した日本初のテーマパーキング型パーキングエリ
ア（PA）が埼玉県深谷市にある。改装に際し、運転の緊張感をほぐす「癒やし」をテーマ
にしようと企画、昨年誕生した。

日本経済新聞 2011/2/1 35 寄居PA

安心と味　放し飼いで向上　秘もの作り　丸一養鶏場（寄居町）　鶏卵生産１日６～７㌧
１９７０年、現在の一柳光政社長が寄居町で創業した。１６万羽のニワトリを飼育してお
り、１日の鶏卵生産量は６～７㌧。

読売新聞 2011/2/3 24 丸一養鶏場

中国で得たヒント　人おこしまちおこし　寄居町商工会青年部の挑戦　海外進出　シバサ
キ製作所は寄居町の創業５６年目の自動車部品メーカーだ。 埼玉新聞 2011/2/4 11 寄居町商工会

「男衾桜」の名所に　中学生ら自然公園に植樹　〔寄居〕　住民たちが手作りで整備を進
めている寄居町の男衾（おぶすま）自然公園で、町民や中学生らが桜の苗木の植樹を１
月３０日に行った。植えた桜は「男衾桜」の名で広め、桜の名所にしていく考えだ。

埼玉新聞 2011/2/4 11 男衾桜

中世の館と城　武士の世界へ　嵐山史跡の博物館で企画展　県文化財「三十二間筋
兜」　鉢形城（寄居町）城主北条氏邦のものと伝わる。３２の神号が銀と真ちゅうで交互
に象眼されている（県立嵐山史跡の博物館提供）

東京新聞 2011/2/5 20 鉢形城

再起へ　プロ第２章　元Ｊ１大宮　川辺隆弥選手　シンガポールＬチームと契「オレはやれ
る」　約1年の浪人生活を経て、海外プロリーグで再起を図る元Ｊリーガーがいる。 埼玉新聞 2011/2/5 17 サッカー

県議選　民主単独過半数を断念　候補擁立３０人台の可能性も　統一地方選前半戦（４
月１日告示、１０日投開票）の県議選（定数９４）で、民主党県連が、単独過半数の議席
獲得を断念したことが分かった。　県内の統一地方選　◆後半戦②【町議選】寄居　定
数１６　候補数１３ 読売新聞 2011/2/10 31 県議選

短歌　■水野　昌雄選　寄居・町田節子　俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子
毎日新聞 2011/2/10 22 短歌・俳句

〔寄居〕　寄居北条まつり実行委員会（湯本五郎会長）は、４月１７日に鉢形城址などで
行われる「第５０回記念大会寄居北条まつり」で、手作り甲冑（かっちゅう）を着て武者行
列を行う武士隊の参加者を募集している。

埼玉新聞 2011/2/11 ？ 北条まつり

寒さ吹き飛ばす　力走（寄居町）　野球スポーツ少年団の選手たちが「第２２回読売杯大
里郡市スポーツ少年軟式野球駅伝競走大会」（同協議会主催、読売新聞社／埼北よみ
うり等後援）が１月３０日、寄居町の三カ山緑地公園で行われた。

埼北よみうり 2011/2/11 ？ 駅伝

節分に鬼が巡航　寄居町商工会は３日、町内各施設を鬼の格好で巡航し、節分を盛り
上げた。毎年節分の日に市神節分祭を主催している同商工会は、何か町民のお役に立
てないかと、３０年ほど前から青年部のメンバーが鬼の格好をして、町内の幼稚園や老
人ホームなどの各施設を回っている。 埼北よみうり 2011/2/11 第７８４－？ 寄居町商工会

次世代自動車に新拠点　産業伸ばし雇用創出　１１年度県予算検証――未来型投資に
焦点　中小企業支援　１３年には、環境対応車の生産を主とするホンダの寄居工場が稼
動を控えている。

埼玉新聞 2011/2/17 1 ホンダ

古民家「かぐや」舞台に　井上正　■古民家ネットワークを　寄居で古民家に住み、定期
的に演奏会を企画し自宅開放をしている友人は、「多くの人が訪れる事で家は喜ぶ」と
語っている。

埼玉新聞 2011/2/17 18 文化

地名　歌語り　沖ななも　寄居　長閑な城跡に戦の歴史　寄居町は寒いところだという印
象がある。あるとき間違えて電車を降りてしまったことがあった。春だというのに霙が降っ
てきて、やっと探して温かいものを食べたという記憶がある。

朝日新聞 2011/2/17 34 鉢形城

昭和に描いた未来世界　来月６日まで　川博で小松崎茂展　〔寄居〕　戦後、近未来を描
いた空想科学や戦艦のイラストなどを手がけた画家、小松崎茂さん（１９１５-２００１年）
の作品を集めた企画展が、寄居町小園の県立川の博物館で３月６日まで開かれてい
る。

埼玉新聞 2011/2/18 13 川の博物館

空き店舗で”お店体験”　ショップ乙姫ちゃん　人おこしまちおこし　寄居町商工会青年部
の挑戦　３９歳の私の記憶にも刻み込まれている、にぎやかだった時代の寄居町のメー
ンストリート。現在は「市街地」と呼ぶのもおこがましく感じられるほど、シャッター通り化
が進んでいる。

埼玉新聞 2011/2/18 13 寄居町商工会

けやき　読者の声　八百長　テーマ投稿　抜本的改革で出直しを　大野順一（６４歳・寄
居町）

埼玉新聞 2011/2/21 7 読者投稿

埼玉俳壇　星野　光二選　（大里）吉澤紀子　（同）石澤無涯　（同）吉澤祥匡
埼玉新聞 2011/2/21 5 埼玉俳壇

住宅用火災警報機普及率に地域差　県平均６２．９％　西入間広域など３０％台　総務
省消防庁がまとめた住宅用火災警報機の県内推計普及率は、２０１０年１２月時点で６
２．９％となり、全国平均を０．７ポイント下回った。推計普及率の順位（消防管内別）　１
４位　深谷市（深谷市、寄居町）　６４．７％ 読売新聞 2011/2/22 35 火災警報機

埼玉詩欄　石原　武　選　信号機　楳野規子（寄居町） 埼玉新聞 2011/2/22 6 埼玉詩欄



NPO６団体　活動の発表展　くまがや館であすまで　熊谷・深谷・寄居のNPO法人の活
動発表展「つくばくんNPOカフェ２０１１」が２３日まで、熊谷市筑波のくまがや館で開かれ
ている。１８日には参加団体の交流会も行われた。 埼玉新聞 2011/2/22 13 NPO法人

県中学選抜は交流試合　ラグビー　ベスト１５を選出　優秀選手の表彰　▽FW　佐藤郁
也（寄居中）

朝日少年少女新聞 2011/2/23 1 ラグビー

柔道　第２０回県紅白試合（１３日・県立武道館＝読売新聞さいたま支局後援）　【強化
指定選手】◎は優秀選手　◇小学生学年別　▽男子２年　◎原京悟（寄居男衾道場） 読売新聞 2011/2/23 32 柔道

短歌　■水野　昌雄選　寄居・高橋達男　俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子
同・町田節子 毎日新聞 2011/2/24 22 短歌・俳句

「川の国　埼玉」実現へ　合併処理浄化槽転換の支援強化　補助制度を拡充　県は２０１
１年度を”浄化槽元年”と位置付け、トイレの排水のみを処理する「単独処理浄化槽」か
ら、台所や風呂場を含む生活排水すべてを処理する「合併処理浄化槽」への転換促進
に力を入れる。　市町村別生活排水処理率　寄居町６３．１％

埼玉新聞 2011/2/25 1 排水処理

絵も話も世界に一冊　寄居城北高校生手作り本展示　町立図書館　〔寄居〕　寄居町の
町立図書館で、県立城北高校の生徒たちが作った絵本が展示されている。物語から絵
まで、すべて生徒たちのオリジナル。真心がこもった”世界で１冊だけの絵本”に来館者
の関心が集まっている。

埼玉新聞 2011/2/25 １・11 寄居城北高校

菅谷館跡の歴史紹介　２７日まで嵐山史跡の博物館　鉢形城主北条氏邦所用と伝わり
秩父市椋神社所蔵で３２の筋間に神の名前が印された県指定文化財「三十二間筋兜」、
行田市本丸の忍城跡で見つかった素焼きの陶器・瓦筒（かわらけ）に納められた蛇骨な
どがある。

埼玉新聞 2011/2/25 13 鉢形城

寄居と美里で駅伝大会　寄居町駅伝（寄居町）　寄居町内６区間をたすきでつなぐ第５６
回寄居町駅伝競走大会（主催・寄居町ほか）が１３日、寄居町立体育館発着で行われ
た。

埼北よみうり 2011/2/25 7 駅伝

よみうり文芸　川柳　岡部　美雄　選　【入選】寄居町　田中美枝子 読売新聞 2011/2/26 34 よみうり文芸
埼玉俳壇　星野　光二選　（寄居）吉澤　紀子　（同）石澤　無涯 埼玉新聞 2011/2/28 5 埼玉俳壇
埼玉歌壇　関田　史郎選　（寄居）松村　章子 埼玉新聞 2011/3/1 10 埼玉歌壇
俳句　■星野　光二選　同・町田節子　寄居・小渕美津子 毎日新聞 2011/3/3 24 短歌・俳句
よりい民話紀行１　淵の底で輝く竜宮城　賽取左衛門　鉢形城をはじめとする古い歴史
があり、山や川、平地まで多様な自然条件がそろった寄居町には、さまざまな民話が語
り継がれている。 埼玉新聞 2011/3/4 14 民話

一針ごとに愛情をこめて　つるし雛２０点展示　〔寄居〕　寄居町寄居の「おさんぽぎゃら
りぃ　すがや」で、つるし雛（びな）展」が６日まで開かれている。深谷市在住の鳥居教子
さん（７６）が制作したつるし雛約２０点を展示している。

埼玉新聞 2011/3/4 14 つるし雛

住民手作り公園完成　寄居　１年半かけ里山整備　桜を植えて名勝地に　寄居町富田で
「男衾（おぶすま）自然公園の開園式が５日行われた。地域住民が力を出し合って、荒
れていた里山を整備して桜を植えた。

埼玉新聞 2011/3/7 13 男衾自然公園

けやき　読者の声　若田光一さん　テーマ投稿　選出理由　人柄や責任感　大野順一（６
４歳・寄居町）

埼玉新聞 2011/3/7 7 読者投稿

報酬　議員の価値　２０１１統一地方選　月平均約３４万円　県議・さいたま市議、突出
■県議・市町村議の報酬ランクと政調費の額　順位４８　寄居町　２３２／報酬（千円）
―／政調費（千円）

朝日新聞 2011/3/10 35 議員報酬

俳句　■星野　光二選　寄居・町田節子　同・小渕美津子 毎日新聞 2011/3/10 24 短歌・俳句
第３６回埼玉書道三十人展―上―　県内最高峰の書家３０人の作品を一堂に展示する
「第３６回埼玉書道三十人展」（読売新聞さいたま支局など後援）が２３日から２８日ま
で、さいたま市浦和区高砂の埼玉会館第３展示室で開かれる。　「李白詩ニ首」　◆加藤
東陽　埼玉県書道人連盟理事長、東京学芸大教授。寄居町

読売新聞 2011/3/11 34 書道

カタクリの葉を屋根でイメージ　新用土駅舎のデザイン　〔寄居〕　寄居町は一般公募し
ていたＪＲ八高線用土駅の新駅舎のデザインを発表した。さいたま市在住で建築設計事
務所を開いている東内勝美さん（６０）の作品で、寄居町の花のカタクリの葉をイメージし
ている。

埼玉新聞 2011/3/11 14 用土駅

彩の国まつりごと――▶▶５　第三部　激戦の構図　北５区　現職２人に「市議」３人　■北
５区（定数３）＝深谷市、寄居町

東京新聞 2011/3/11 26 町議選

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉澤　祥匡　（同）吉澤　紀子 埼玉新聞 2011/3/14 7 埼玉俳壇
◇寄居町◇　▷寄居町　住：寄居字常木１６４５－１４　価格４３．１　前年価格４３．９　変
動率▲１．８　住：桜沢字並木　１０３４－２　価格３９．５　前年価格４０．２　変動率▲１．７ 埼玉新聞 2011/3/18 10 地価公示

俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子　同・町田節子 毎日新聞 2011/3/24 20 俳句
東日本巨大地震　自分たちにできること　（寄居町）　寄居町立桜沢小学校６年生の児
童が、東日本巨大地震の募金活動に奮闘した。

埼北よみうり 2011/3/25 第787-2 東日本大震災

寄居町議会が義援金２０万円　◆寄居町議会は２３日、東日本大震災の被災者への義
援金として、日本赤十字社を通じて２０万円を被災地に送った。 埼玉新聞 2011/3/29 15 東日本大震災

俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子　同・町田節子 毎日新聞 2011/3/31 22 俳句


