
記事見出し 新聞名 掲載日 面 件名

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２
９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

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枞大工の男性（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

▽急行にはねられ型枞工けが　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枞工の男性（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枞大工
の男性（４９）＝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枞大工の
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１
２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
のうち公募枞の委員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 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（５８）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＝２０１０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）　野球スポーツ尐年団の選手たちが「第２２回読
売杯大里郡市スポーツ尐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（１９１
５-２００１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６２．９％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）　１４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）

朝日尐年尐女新聞 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２０１１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（６４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
よりい民話紀行２　鉄橋渡るなぞの女　八高線のキツネ　終戦から間もない昭和２
０年代の話です。ある大工さんが折原の上郷で家を建てる仕事があり、上棟式で
ごちそうになりました。

埼玉新聞 2011/4/1 14 民話

山の再生　担い手募集　きこりの学校　震災避難者も歓迎　〔寄居〕　寄居町金尾
のNPO法人「森林活用研究所こぴす」（高橋昭夫理事長）は、森林作業従業者を
育成する「きこりの学校」を５月から開校する。

埼玉新聞 2011/4/1 14 林業

リトルシニア関東連盟北関東支部　チーム紹介　「常に考え」挑戦　寄居 埼玉新聞 2011/4/1 9 野球

役立ちたい ◇埼玉県寄居町の新井優幹さん　同県小川町の木造２階建て住宅
（５LDK、風呂、トイレ、冷蔵庫、テレビ付き）を半年間まで無償提供。乳幼児がい

読売新聞 2011/4/2 13 東日本大震災

埼玉俳壇　内野　修選　（寄居）吉澤　祥匡　（同）石澤　無涯 埼玉新聞 2011/4/4 5 埼玉俳壇

東日本大震災義援金　まごころ届け　埼玉新聞・社会福祉事業団　▼寄居中学校
生徒会、PTA（寄居町桜沢）＝２１万６８７０円　▼寄居町校長会＝９万円　▼深谷
市・寄居町女性の会（南初枝会長）＝６万７３３２円

埼玉新聞 2011/4/7 19 東日本大震災

森林作業従事者を育成　「きこりの学校」受講生募集（寄居町）　５月２５日（水）か
ら１１月１１日（金）に寄居町で行われる森林作業従事者養成事業「フォレストカ
レッジ」の受講者を現在募集している（締切り４月１４日）。

埼北よみうり 2011/4/8 7 林業

コウモリの生態紹介　５月８日まで「かわはく」で企画展　寄居町小園の県立川の
博物館は、企画展「コウモリ～ｂａｔな春やすみ」を５月８日まで開いている。人間に
身近な場所に生息していながら、意外と知られいないコウモリの生態を紹介して
いる。

埼玉新聞 2011/4/8 13 川の博物館

県議選　選挙区別・党派別得票　選挙区・北５区市区町村等・深谷市、寄居町　自
民２８，０９９　民主１１，７３７　無所属２３，３１２

埼玉新聞 2011/4/12 7 県議選



ＨＥＡＲＴＢＥＡＴ　ＳＥＳＳＩＯＮ　●シンガーソングライター馬場俊英×武田双雲●
書道家　夢を持つことで日常が輝き出す。　デビュー１５周年を飾る通産１０枚目
のアルバム　馬場俊英　ＨＥＡＲＴＢＥＡＴ　ＲＵＳＨ　誰もみな　その手の中に夢を
叶える切符を握りしめている　馬場俊英ＬＩＶＥ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　馬場俊英１５周年
記念コンサート２ＤＡＹＳ　〈ロードムービー～追憶のハイウェイ９６－１１〉

朝日新聞 2011/4/13 31
馬場俊英
（歌手）

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　同・高橋達男

毎日新聞 2011/4/14 20 短歌・俳句

戦国の甲冑から家臣団の姿探る　鉢形城歴史館で企画展　〔寄居〕　寄居町鉢形
の鉢形城歴史館は春季企画展「鉢形衆～甲冑（かっちゅう）からみた家臣団～」を
５月５日まで開催している。戦国時代に鉢形城を治めた北条氏の家臣らの甲冑を
通じて、家臣団の姿を明らかにした企画だ。

埼玉新聞 2011/4/15 13 鉢形城歴史館

よりい民話紀行３　いぼ取り地蔵　地蔵様は子どもの味方　今から８００年ほど昔
の話です。鎌倉幕府を開いた源頼朝の妻、北条政子は行基菩薩の作といわれる
６体の小さな地蔵尊を守り本尊として、いつも持ち歩いて拝んでいました。

埼玉新聞 2011/4/15 13 民話

私の夢ぼくの夢　浅沼千珠　（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/4/16 21 学校

私の夢ぼくの夢　新井健之　（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/4/17 19 学校
私の夢ぼくの夢　飯島來人　（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/4/18 21 学校

埼玉俳壇　内野　修選　（寄居）石澤　無涯 埼玉新聞 2011/4/18 5 埼玉俳壇
埼玉歌壇　沖　ななも選　（寄居）松村　章子 埼玉新聞 2011/4/19 13 埼玉歌壇

私の夢ぼくの夢　伊藤　稜　（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/4/19 19 学校

１２新人異例の選挙戦　寄居　定数１６に対し、２５人が立候補した寄居町議選。
現職１１人を上回る１２人の新人が出馬する異例の選挙戦となった。

埼玉新聞 2011/4/20 18 町議選

私の夢ぼくの夢　上野奈美　（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/4/20 21 学校
町議選立候補者の顔ぶれ　寄居町　（定数１６－２５）　坂本健治・原口孝・大久保
幸夫・石井康二・鈴木詠子・津久井康雄・久保田武・真下昇・関谷勝治・松崎州
男・本間登志子・大久保博幸・佐藤理美・保泉安則・峯岸克明・大平久幸・南和
夫・田母神節子・稲山良文・神田崇・岡本安明・原口昇・瀧澤忍・小林秀年・吉田
正美

埼玉新聞 2011/4/20 13 町議選

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 毎日新聞 2011/4/21 21 短歌・俳句
私の夢ぼくの夢　加藤　晃太（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/4/21 21 学校

東日本大震災　埼北に広がる支援の輪　ケバブで元気と笑顔を　（寄居町）　寄居
町でケバブ（トルコ発祥の肉料理）の移動販売をしている櫻井健太郎さんは、５日
から１２日まで岩手県陸前高田市に出向き、被災者に無料でケバブを振る舞っ

埼北よみうり 2011/4/22 8 東日本大震災

部活　頑張る県北の小中高生　第８３回　県立寄居城北高等学校野球部　地域の
応援に応えるプレーを

埼北よみうり 2011/4/22 7 寄居城北高校

新小学校一年生に無事カエル贈る　寄居城北高家庭科部　〔寄居〕　寄居町桜沢
の県立寄居城北高校家庭科部の生徒達は２０日、交通安全の願いを込めた手作
りマスコット「無事カエル｣を、同校に隣接する寄居町立桜沢小学校の新１年生に

埼玉新聞 2011/4/22 12 寄居城北高校

私の夢ぼくの夢　倉科　美月（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/4/22 23 学校
私の夢ぼくの夢　阪上　里央（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/4/23 25 学校
私の夢ぼくの夢　高木　るな（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/4/24 25 学校

町議選の開票結果　寄居町（定数１６） 埼玉新聞 2011/4/25 3 町議選

私の夢ぼくの夢　高田　大樹（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/4/26 25 学校

私の夢ぼくの夢　立川　小町（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/4/27 25 学校
リレーエッセー　比企・里山探訪　松山領成す城館跡群　梅沢太久夫 埼玉新聞 2011/4/28 28 鉢形城

私の夢ぼくの夢　田中　美有希（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/4/28 25 学校
私の夢ぼくの夢　手塚　悠里（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/4/29 21 学校

よりい民話紀行４　人々行き交う秩父往還　西行法師は歌人としても有名でした。
歌の修行を深めようと旅に出て、秩父に向かう途中、寄居町の末野に通りかかり

埼玉新聞 2011/4/29 13 民話

ゆるキャラで被災者支援　ステッカー売上金寄付　〔寄居〕　寄居町商工会は東日
本大震災の被災者を支援しようと、町内のゆるキャラ４体のステッカー製作した。
販売して売上金の全額を被災者への義援金とする。

埼玉新聞 2011/4/29 13 寄居町商工会

ひき逃げされ７８歳死亡　寄居　２９日午前１１時５分ごろ、寄居町寄居の県道交
差点で、横断歩道を歩いて渡っていた近くの無職、水井としさん（７８）が左からき

毎日新聞 2011/4/30 25 犯罪

私の夢ぼくの夢　中嶋　優美（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/4/30 25 学校
私の夢ぼくの夢　長島　菜都代（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/1 23 学校

東日本大震災被災者支援ステッカー　ステッカーで被災地支援　寄居町商工会
売り上げ全額義援金に

毎日新聞 2011/5/1 23 東日本大震災

ひき逃げ７８歳死亡　寄居署容疑の７９歳女逮捕　寄居署は２９日、自動車運転過
失致死と道路交通法違反（ひき逃げ）の疑いで、寄居町鉢形、無職原口ツヤ子容
疑者（７９）を逮捕した。

埼玉新聞 2011/5/1 14 犯罪

ＮＥＷＳフラッシュ　★寄居の死亡ひき逃げ容疑で女逮捕 東京新聞 2011/5/1 18 犯罪
埼玉俳壇　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 2011/5/2 5 埼玉俳壇



会社員の男性はねられ死亡　寄居の国道　１日午前２時５分ごろ、寄居町末野の
国道１４０号で、道路を歩いていた千葉県市川市新田３丁目、会社員瀬田晃さん
（４９）が、後ろから来た乗用車にはねられ、首などを強く打って間もなく死亡した。

埼玉新聞 2011/5/2 17 犯罪

寄居ではねられ千葉の男性死亡　飲酒の容疑者逮捕 毎日新聞 2011/5/2 21 犯罪
私の夢ぼくの夢　長谷川　真之（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/2 21 学校
栃木下野３年ぶりV　行田、３位決定戦で圧倒　〈北部ブロック春季大会〉　【決勝
トーナメント】　▽決勝　寄居１－３栃木下野　寄居は一回に今だの適時二塁打で
先制したが、その後は栃木下野の小刻みな継投の前に、打線がかわされた。

埼玉新聞 2011/5/3 ？ 野球

私の夢ぼくの夢　引間　篤志（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/3 19 学校
私の夢ぼくの夢　福島　梨央（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/4 20 学校

私の夢ぼくの夢　森田　大起（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/5 ？ 学校
私の夢ぼくの夢　山口　正行（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/7 19 学校

私の夢ぼくの夢　横川　玲央（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/8 20 学校

私の夢ぼくの夢　阿部　春香（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/9 ？ 学校

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 2011/5/9 5 埼玉俳壇

「江姫」「ツリー」交通安全人形　１１日から春の全国交通安全運動が始まるのを
前に、寄居町桜沢の国道交差点に８日、恒例の交通安全人形が設置された。

読売新聞 2011/5/9 ？ 交通

私の夢ぼくの夢　新井　梨華（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/10 20 学校
GW中死者８人　全国ワースト２　県内交通事故　大型連休期間中（４月２９日～５
月８日）の県内の交通事故死者が、全国の都道府県で２番目に多い８人だったこ
とが、県警交通企画課のまとめで分かった。

朝日新聞 2011/5/10 35 交通

私の夢ぼくの夢　尾嶋　風香（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/11 23 学校
私の夢ぼくの夢　影山　健太（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/12 25 学校
私の夢ぼくの夢　倉林　水月（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/13 23 学校
消防の広域化促進を　県と市町村意見交換会　震災で議論活発化　島田誠寄居
町長は「住民の命に関わる問題。県には（広域化の）前進を積極的にリードしてほ

埼玉新聞 2011/5/13 1 消防

江姫も交通安全願う　巨大人形お目見え　〔寄居〕　春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、交通安全を呼びかける
江姫の巨大人形が設置されている。

埼玉新聞 2011/5/13 13 交通

ステッカーで被災地応援　（寄居町）　寄居町の４つのマスコットキャラクターと「が
んばろうNIPPON」という文字が書かれたステッカーを寄居町で看板業を営む安斎
治一郎さんが製作。

埼北よみうり 2011/5/13 5 東日本大震災

私の夢ぼくの夢　斎藤　愛博（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/14 23 学校
私の夢ぼくの夢　坂本　猛花（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/15 23 学校
埼玉俳壇　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 2011/5/16 5 埼玉俳壇
私の夢ぼくの夢　史水　昌俊（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/16 23 学校
今夏、再び被災地へ　陸前高田でケバブ炊き出し　　桜井さん　寄居町で中東料
理のケバブの屋台「さくら屋」を開いている桜井健太郎さん（３５）は４月、東日本大
震災で大きな被害を受けた岩手県陸前高田市を訪れ、自慢のケバブをふるまう

産経新聞 2011/5/17 21 東日本大震災

私の夢ぼくの夢　高橋　亜美（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/17 21 学校
私の夢ぼくの夢　宅森　大賀（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/18 ？ 学校
私の夢ぼくの夢　東城　春菜（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/19 23 学校
私の夢ぼくの夢　西　昂紀（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/20 23 学校
世界の運河の歴史　見沼代用水も紹介　来月５日まで、川の博物館　〔寄居〕　寄
居町小園の県立川の博物館で、見沼代用水からパナマ運河まで、県内や世界の
運河を取り上げた展示を６月５日まで行っている。

埼玉新聞 2011/5/20 11 川の博物館

私の夢ぼくの夢　野辺　陽己（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/21 23 学校
８観測所で今年最高気温　県内各地　初の真夏日　寄居三〇・二度 東京新聞 2011/5/21 24 気温（気象）
私の夢ぼくの夢　橋本　吾郎（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/22 23 学校
私の夢ぼくの夢　花輪　哲也（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/23 21 学校
埼玉俳壇　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 2011/5/23 5 埼玉俳壇
私の夢ぼくの夢　平澤　明和（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/24 23 学校
私の夢ぼくの夢　広井　洸太（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/25 25 学校
私の夢ぼくの夢　町田　友紀（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/26 25 学校
私の夢ぼくの夢　松本　美香莉（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/27 25 学校
桜植樹で地域おこし　関係者ら招き懇親会　荒川グリーングリン　〔寄居〕　寄居町
で桜の植栽を進めている町民グループ「荒川グリーングリン」８岩田省三代表）は
２１日、植栽に協力している関係者を招いて懇親会を同町栄町のよりい会館で開

埼玉新聞 2011/5/27 ？ 地域

私の夢ぼくの夢　宮下　真輝（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/28 25 学校
私の夢ぼくの夢　矢部　裕次（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/29 ？ 学校
読売俳壇　正木ゆう子　選　埼玉県　町田　節子 読売新聞 2011/5/30 31 俳句
林業で故郷の役に　行田・関さん（６１）、復興支援へ立志　福島県富岡町出身で
行田市在住の関信行さん（６１）は、寄居町でNPO法人「森林活用研究会こぴす」
が主催する「フォレストカレッジ・林業作業従事者養成科」に応募した。

朝日新聞 2011/5/30 29 東日本大震災

私の夢ぼくの夢　和田　実優（寄居町立寄居小６年） 毎日新聞 2011/5/30 21 学校
埼玉歌壇　杜澤　光一郎選　（寄居）前川　ヤス子 埼玉新聞 2011/5/31 ？ 埼玉歌壇
寄居「伝説の姫」募集　深沢川に伝わる乙姫伝説から誕生した、寄居町商工会の
イメージキャラクター「乙姫ちゃん」の衣装が完成した。この衣装を着て町をＰＲす
る神話大使役の女性を募集している。

埼玉新聞 2011/5/31 1 寄居町商工会

あなたも”伝説の姫”に　神話大使「乙姫ちゃん」役募集　寄居町商工会キャラク
ター衣装　地元の力結集し完成

埼玉新聞 2011/5/31 15 寄居町商工会



私の夢ぼくの夢　青木　美裕（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/5/31 19 学校
私の夢ぼくの夢　新井　勇翔（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/1 21 学校
私の夢ぼくの夢　五十嵐　紗英（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/2 23 学校
俳句　■星野　光二選　寄居・町田節子　同・小渕　美津子 毎日新聞 2011/6/2 22 俳句
県、企業誘致用地を拡大　寄居　県は、寄居町内で展開しているリサイクル関連
企業の誘致事業「彩の国資源循環工場」で、事業用地を約１５ヘクタール拡大す

読売新聞 2011/6/2 13 企業誘致

第２０回さいたま森林フォトコンテスト　朝日射す（撮影地・寄居町）　馬場　勝美さ
ん（秩父市）

埼玉新聞 2011/6/3 10 写真

第２０回さいたま森林フォトコンテスト　優秀賞　埼玉りそな銀行賞　羽ばたく日（撮
影地・小川町）　武内　道直さん（寄居町）

埼玉新聞 2011/6/3 11 写真

山頂のごほうび　鐘撞堂山　鐘撞堂山は、その名の通り戦国時代、的の襲来時に
荒川対岸の鉢形城へ鐘を撞いて知らせた北条氏の見張り場だったことによる。

朝日新聞 2011/6/3 28 鐘撞堂山

川や町の変遷を荒川の地図で紹介　川の博物館で企画展　〔寄居〕　寄居町小園
の県立川の博物館で、企画展「地図でたどる荒川」が６月２６日まで開かれてい

埼玉新聞 2011/6/3 ？ 川の博物館

私の夢ぼくの夢　池田　悠希（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/4 23 学校
私の夢ぼくの夢　井上　雄介（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/4 25 学校
街・ふれあい　自宅のバラ公開　◆寄居◆　西ノ入の自営業中嶋誠さん（５４）宅の
バラが身頃を迎えた。

読売新聞 2011/6/4 33 地域

私の夢ぼくの夢　大野　佳那（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/5 27 学校
アユ釣り　お待ちかね　荒川水系で解禁　寄居町の玉淀ダムから上流の荒川水
系で４日、アユ釣りが解禁になり、待ちわびた釣り人が早朝からさおを振った。友
釣りは９月２０日まで。

朝日新聞 2011/6/5 33 アユ釣り

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉澤　祥匡　（同）吉澤　紀子 埼玉新聞 2011/6/6 5 埼玉俳壇
◇荒川を地図で楽しむ企画展　寄居町小園の県立川の博物館で、企画展「地図
でたどる荒川」が開催されている。

産経新聞 2011/6/6 23 川の博物館

私の夢ぼくの夢　小泉　敬佑（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/6 21 学校
私の夢ぼくの夢　小林　沙弥（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/7 23 学校
私の夢ぼくの夢　小林　風太（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/8 21 学校
俳句　■星野　光二選　寄居・小渕　美津子 毎日新聞 2011/6/9 24 俳句
私の夢ぼくの夢　斉藤　花怜（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/9 25 学校
鮮やかな衣装製作　乙姫ちゃん募集中（寄居町）　寄居町商工会のマスコットキャ
ラクター「乙姫ちゃん」は可愛いと評判だが、このたび人間用の衣装が出来上が
り、５月２７日に寄居町役場で披露された。

埼北よみうり 2011/6/10 8 寄居町商工会

小中高３校合同花いっぱい運動　桜沢駅にプランター設置　〔寄居〕　寄居町桜沢
の町立桜沢小学校と寄居中学校、県立寄居城北高校は６日、３校の近くにある秩
父鉄道桜沢駅のホームに花を植えたプランターを設置した。３校の児童・生徒約９
０人が協力して作業を行った。

埼玉新聞 2011/6/10 12 学校

私の夢ぼくの夢　里道　鴻俊（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/10 27 学校
私の夢ぼくの夢　清水　公平（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/11 23 学校
「ミス乙姫ちゃん」寄居商工会が募集　「町を盛り上げて」　寄居町商工会が、乙姫
伝説にちなんだイメージキャラクターの衣装を着て町をＰＲする「Ｍｙｔｈ（ミス）乙姫
ちゃん」を募集している。

毎日新聞 2011/6/12 27 寄居町商工会

私の夢ぼくの夢　代　悠人(寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/12 27 学校
短すぎる党首討論　歯がゆい　無職　大野順一６５（埼玉県寄居町） 毎日新聞 2011/6/12 21 読者投稿
私の夢ぼくの夢　塚越　彩羽（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/14 23 学校
私の夢ぼくの夢　西原　真優（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/15 27 学校
俳句　■星野　光二選　寄居・小渕　美津子 毎日新聞 2011/6/16 24 俳句
寄居町の小中高も　寄居町は、町立の小中学校全９校の校庭で測定した大気中
の放射線量を発表した。毎時０．１５～０．０３マイクロシーベルトで、いずれも国の
基準を大幅に下回った。

朝日新聞 2011/6/16 13
学校
東日本大震災

寄居の造り酒屋が地元産ミカンで酒　寄居町で約３００年続く造り酒屋「藤崎摠兵
衛商店」が、地元のミカンを使った「白扇　みかん酒」の販売を始めた。

読売新聞 2011/6/16 32 産業

私の夢ぼくの夢　野口　英寿（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/16 25 学校
私の夢ぼくの夢　福島　美咲（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/17 25 学校
小中学校９校　基準値下回る　寄居町　寄居町教育委員会は町内の小中学校９
校の校庭で測定した放射線量の数値を発表した。

埼玉新聞 2011/6/17 15
学校
東日本大震災

「武士の家計簿」２６に日に上映会　中央公民館　〔寄居〕　「第２７回寄居町映画
会」が２６日、寄居町の中央公民館ホールで行われる。

埼玉新聞 2011/6/17 14 映画

■寄居のすし店で食中毒　県は１７日、寄居町のすし店「鮨幸Ｋｏ－Ｎｏ乃」で食事
した５人がノロウイルスによる食中毒を起こしたとして、同店を１９日まで営業停止

読売新聞 2011/6/18 33 事件

県、ソフトＢのメガソーラー計画　１２市町村２０ヵ所名乗り　自然エネルギー関心
高く　候補地を提案しているのは本庄市、熊谷市、行田市、深谷市、秩父市、加須
市、羽生市、寄居町、神川町、上里町、吉見町、東秩父村。

埼玉新聞 2011/6/18 1 地域

私の夢ぼくの夢　三ヶ尻　絢哉（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/18 27 学校
寄居のすし店　５人が食中毒　県は１７日、寄居町用土のすし店「鮨　幸Ｋｏ－Ｎｏ
乃」で１２日に食事をした５人が食中毒を発症したと発表した。

毎日新聞 2011/6/18 27 事件

ニュースフラッシュ　◆すし店で食中毒、３日間営業停止処分（寄居）　県食品安全
課によると、５人は同店で１２日午後１時ごろから、刺し身や岩ガキ、すしなどを食
べ、翌日から下痢や嘔吐などの食中毒症状を発症。

埼玉新聞 2011/6/19 11 事件

私の夢ぼくの夢　宮下　百梨花（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/19 27 学校
埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉澤　紀子　（同）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2011/6/20 5 埼玉俳壇
私の夢ぼくの夢　山下　大輝（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/20 27 学校
一粒一粒ていねいに　寄居でウメもぎ　折原小児童３３人　寄居町秋山の中間平
にある大平農園（大平久幸さん経営）で２０日、地元の町立折原小学校の３，４年
生３３人が授業の一環で績めもぎ体験を行った。

東京新聞 2011/6/21 24 学校



私の夢ぼくの夢　吉川　慧（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/21 25 学校
ニュース２４時　寄居。コンビニで強盗未遂　２１日午前３時半ごろ、寄居町富田ノ
コンビニエンスストア「セーブオン寄居男衾店」で、客を装って入店した男が男性店
長（６０）にナイフのような物を突きつけ、「この中に金を入れろ」とバッグを示した。

毎日新聞 2011/6/22 23 犯罪

私の夢ぼくの夢　清水　拓海（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/22 23 学校
道路からも汗いっぱい　熊谷で今年初の猛暑日　１年で最も昼間の時間が長い夏
至の２２日、日本列島は太平洋高気圧に覆われ、県内でも気温が上昇。熊谷地
方気象台によると、よく晴れて日照りが多くなったことで気温が上がり、鳩山町で３
４．９度、寄居町で３４．７度、さいたま市で３４．３度を観測、県内各所で今年一番

埼玉新聞 2011/6/23 1 気温（気象）

私の夢ぼくの夢　明石　翔子（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/23 23 学校
ユーモアで暑さ吹き飛ばせ！うちわに省エネ川柳　〔寄居〕　寄居町寄居の中央公
民館は「省エネ川柳」を募集している。

埼玉新聞 2011/6/24 13 中央公民館

甲冑姿で供養（寄居町）　寄居町を代表する史跡、鉢形城の城主だった戦国武
将・北条氏邦の供養祭が１２日、氏邦が眠る同町の正龍寺で行われた。

埼北よみうり 2011/6/24 4 歴史

私の夢ぼくの夢　浅沼　英典（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/24 27 学校
２４日の国内最高気温ベスト１０　４　埼玉県寄居町３９．２度 埼玉新聞 2011/6/25 17 気温（気象）
私の夢ぼくの夢　井上　愛海（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/25 21 学校
私の夢ぼくの夢　内田　侑希（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/26 22 学校
私の夢ぼくの夢　木島　拓哉（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/27 23 学校
夏の高校野球埼玉大会チーム紹介　滑川総合　⑥渋谷　諒　２年　寄居城南　⑩
戸沢　誠永　３年　寄居城南　⑳永井　譲司　２年　寄居

毎日新聞 2011/6/28 7 野球

私の夢ぼくの夢　酒井　流水（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/28 23 学校
第６３回毎日書道展　県内の会友出品者　杉野聖山（寄居） 毎日新聞 2011/6/28 22 書道
飲酒運転　深刻　死亡事故すでに８件　今年　県警　取り締まり強化　⑥５月１日
２：０７　寄居町　国道１４０号

埼玉新聞 2011/6/29 19 犯罪

夏の高校野球埼玉大会チーム紹介　児玉白楊　④松岡　肇　３年　寄居　⑩星
龍也　３年　寄居

埼玉新聞 2011/6/29 8 野球

私の夢ぼくの夢　坂本　奨（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/29 23 学校
私の夢ぼくの夢　坂本　尚大（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/6/30 25 学校
▽トラックと衝突、バイク男性死亡　２９日午後４時５分ごろ、寄居町寄居の県道交
差点で、トラックとバイクが出会い頭に衝突。バイクを運転していた寄居町折原、
無職、小沢謙賴さん（７５）が死亡、後部座席に乗っていた妻の富久子さん（７７）

産経新聞 2011/6/30 25 事故

おひさしぶり！　～同窓会だより～　寄居町寄居中昭和４１年卒業　還暦　まだま
だこれから

埼玉新聞 2011/7/1 15 学校

ピンクの花　鮮やかに　エキナセア祭１６、１７日に開催　〔寄居〕 埼玉新聞 2011/7/1 14 祭り
私の夢ぼくの夢　清水　彩那（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/7/1 25 学校
私の夢ぼくの夢　鈴木　絢女（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/7/2 23 学校
夏の高校野球埼玉大会チーム紹介　熊谷　⑧木持　雄大　３年　寄居城南　松山
⑨小林　大輝　３年　寄居男衾

埼玉新聞 2011/7/2 ？ 野球

小学生バレー　埼玉県大会　全国目指す４０チーム　用土JVC 読売新聞 2011/7/3 29 バレー
私の夢ぼくの夢　永嶋　華佳（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/7/4 ？ 学校
私の夢ぼくの夢　中村　皐司（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/7/4 25 学校
けやき　読者の声　熱中症対策　テーマ投稿　小まめに水分の補給を　大野順一
（６５歳・寄居町）

埼玉新聞 2011/7/4 11 読者投稿

埼玉俳壇　内野　修選　（寄居）石澤　無涯 埼玉新聞 2011/7/4 5 埼玉俳壇
私の夢ぼくの夢　野口　一慶（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/7/5 25 学校
私の夢ぼくの夢　野中　廉（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/7/6 25 学校
彩時記　文月　荒川の若鮎を食らう 毎日新聞 2011/7/6 24 荒川
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 2011/7/7 20 短歌・俳句

私の夢ぼくの夢　増田　玲央（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/7/7 21 学校
私の夢ぼくの夢　松村　美里（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/7/8 23 学校
私の夢ぼくの夢　南　捺希（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/7/9 25 学校
語りの文化を後世に伝える　こどものための寄居町民話集　地元研究会が集大
成　寄居町のよりい民話研究会（久代恵美子代表）は、町内の民話をまとめた「こ
どものための寄居町民話集」を出版した。

埼玉新聞 2011/7/10 ？ 民話

私の夢ぼくの夢　横川　理久（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/7/10 29 学校
川越初雁球場　▽１回戦　岩槻商・寄居城北　寄居城北は一回、4連続長打など
で一挙４点を奪い、逃げ切った。

埼玉新聞 2011/7/12 10 野球

私の夢ぼくの夢　吉田　優司（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/7/12 23 学校
私の夢ぼくの夢　若林　楓佳（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/7/13 25 学校
私の夢ぼくの夢　東城　朊佳（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/7/14 25 学校
立候補、１人中止　知事選きょう告示　１４日に告示される知事選は、立候補を表
明していた５人のうち１人が１３日、取りやめを発表し、現職と新顔計４人の争いと
なる可能性が高まった。

朝日新聞 2011/7/14 35 埼玉県知事選

「星の王子さまPA」改装　東日本高速　テラス席に屋根設置　オリジナル菓子、新 日本経済新聞 2011/7/15 ？ 交通
私の夢ぼくの夢　森江　諒（寄居町立寄居小５年） 毎日新聞 2011/7/15 25 学校
◇昨日の県内気温◇　寄居　最高３７．３　最低２３．５ 埼玉新聞 2011/7/16 17 気温（気象）
埼玉俳壇　内野　修選　（寄居）石澤　無涯 埼玉新聞 2011/7/18 13 埼玉俳壇
セシウム検出牛　スーパー５点で販売　県などによると、問題の肉はスーパーラ
「ライフ」の浦和白幡、寄居、毛毛呂、北春日部各店で５月２５日～６月１４日、カル
ビ、しゃぶしゃぶ用として計１２パック（２．４キログラム）が販売された。

読売新聞 2011/7/19 31 東日本大震災

埼玉詩欄　栗原　澪子選　電話　楳澤　規子(寄居町） 埼玉新聞 2011/7/19 7 詩
一粒一粒ていねいに　寄居でウメもぎ　折原小児童３３人 東京新聞 2011/7/21 24 学校
短歌　■水野　昌雄選　寄居・福田　秋子　俳句　■星野　光二選　寄居・町田　節
子　同・小渕美津子

毎日新聞 2011/7/21 22 短歌・俳句



インフォメーション　●自分だけの布の絵本を作ろう！　８月２日１０～１２時、寄居
町寄居の寄居町立図書館。

毎日新聞 2011/7/22 22 寄居町立図書館

埼玉俳壇　内野　修選　（寄居）吉澤　紀子 埼玉新聞 2011/7/25 5 埼玉俳壇
埼玉歌壇　沖　ななも選　（寄居）松村　章子 埼玉新聞 2011/7/26 14 埼玉歌壇
秩父の落合栄夫さん中日写協県知事賞に　春の撮影会　入選　鈴木健一（寄居
町）木島宏（同）加藤松宣（同）制野明義（同）大平栄（同）

東京新聞 2011/8/4 ？ 写真

俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子　同・町田　節子 毎日新聞 2011/8/4 24 俳句
凍り続けて２万年　川博・来月４日まで　「コオリ」展で公開　〔寄居〕　寄居町小園
の県立川の博物館で、氷の性質や人の生活とのかかわりなどを紹介した夏期企
画展「ひやっとコオリ～氷と氷のフシギ」が９月４日まで開かれている。

埼玉新聞 2011/8/5 13 川の博物館

町民手作りの自然公園（寄居町）　寄居町男衾地区に今年３月開園した「男衾自
然公園」でオレンジ色の鮮やかなキツネノカミソリが見ごろを迎えている。

埼北よみうり 2011/8/12 12 男衾自然公園

さあ決戦　第２５回読売旗争奪県北尐年野球選手権大会　県北一めざし３２チー
ムが激突　城南キングフィッシャーズスポーツ尐年団　①Ａ－４

埼北よみうり 2011/8/12 1 野球

大里　城南キングフィッシャーズスポーツ尐年団　監督　土井賢一　島﨑海主将 埼北よみうり 2011/8/12 6 野球
キャプテン　大会への意気込み　城南キングフィッシャーズスポーツ尐年団　島﨑
海主将　チームの持ち味を活かし、一丸となって、全員野球で頑張ります。

埼北よみうり 2011/8/12 2 野球

ひや～っと涼しく　桂右團治さんら２０日から寄席　怪談　〔寄居〕　猛暑の日には
クーラーを使わずひやーっと涼しくなる怪談を――。

埼玉新聞 2011/8/12 ？ 寄席

酷暑…熱中症対策に汗　自治体は高齢者を守る　訪問強化や警報器配布　起業
は従業員の体調管理　休憩拡充、飲料代支給も　埼玉県寄居町では一人暮らし
の６５歳以上の高齢者を対象に、今月から携帯型熱中症計を無料で配布してい

日本経済新聞 2011/8/12 31 気温（気象）

ニュースフラッシュ　◆新聞販売店員男性はねられ死亡（寄居）　新聞販売店店員
狩野正人さん（３２）　◆荒川で不明の男性、遺体で発見（寄居）　会社員齋藤淳さ

埼玉新聞 2011/8/13 10 事故

★ひき逃げ容疑で尐年逮捕、男性重体　熊谷署は十四日、道交法違反（ひき逃
げ）と自動車運転過失致傷の疑いで、寄居町の解体工尐年（十九）を逮捕した。

東京新聞 2011/8/16 22 事件

◆窃盗容疑で女逮捕（寄居署）　寄居署は１８日、住居侵入と窃盗の疑いで、寄居
町富田、無職神田朊子容疑者（５７）を逮捕した。

埼玉新聞 2011/8/19 16 事件

原発事故は「人災」　県原爆被害者協　田中会長が講演　寄居　県原爆被害者協
議会会長の田中照巳さん（７９）が２１日、寄居町中央公民館で、「福島第１原発事
故から非核平和を考える」と題して講演した。

埼玉新聞 2011/8/22 ？ 東日本大震災

１５０駅で段差解消　県内鉄道駅バリアフリー化　乗降客５千人以上　来年度には
１００％に　本年度、新たに段差が解消される駅は白岡駅（ＪＲ宇都宮線）、寄居駅
（ＪＲ八高線）、丸山駅（埼玉新都市交通伊奈線・ニューシャトル）。

埼玉新聞 2011/8/22 1 交通

埼玉俳壇　星野　光二選　（寄居）石澤　無涯 埼玉新聞 2011/8/22 5 埼玉俳壇
親子ゴルフ場探検　小中学生ら参加　寄居・森林公園ゴルフ倶楽部 埼玉新聞 2011/8/24 15 森林公園ゴルフ倶

楽部
人柄をしのばせる俳句と書のコラボ　来月３０日まで展示　〔寄居〕　寄居町桜沢の
熊谷商工信用組合寄居支店で「俳句と書のコラボ展」が９月３０日まで開かれてい

埼玉新聞 2011/8/26 ？ 文化

中学生”お店体験”　あすまで空き店舗を活用　寄居　寄居町の中学校３校の生
徒らが運営する「お店」が、地元商店街の空き店舗を活用して、２７日までオープ

埼玉新聞 2011/8/26 12 学校

寄居町が交通事故防止特別対策地域　県は３０日までに、交通死亡事故が増加・
多発している寄居町を「交通事故防止特別対策地域」に指定するとは

埼玉新聞 2011/8/31 15 事故

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 2011/9/1 26 短歌・俳句

災害対策本部設置公共施設　２８市町村　耐震基準未満　県内自治体　対応に差
防災拠点の耐震化率７２％　寄居町　防災拠点公共施設８８．４％　公立の小中
学校１００％　災害対策本部設置私設○ 埼玉新聞 2011/9/1 1 防災

エキナセア使用のアイデア料理募集　寄居町商工会　〔寄居〕　寄居町商工会は、
街の特産品のハーブ、エキナセアを使ったアイデア料理を募集している。

埼玉新聞 2011/9/2 ？ エキナセア

台風１２号　豪雤　寄居で４９．５ミリ　飯能では６人一時避難　台風１２号の接近
で、１日の県内は局地的な大雤に見舞われた。熊谷地方気象台によると、１時間
あたりの降水量は、寄居町で４９．５ミリ、鳩山町で４８．０ミリと、それぞれ９月の
過去最高を記録。

読売新聞 2011/9/2 33 気象

よみうり文芸　短歌　小高　賢選　【入選】　寄居町　町田　節子 読売新聞 2011/9/2 31 よみうり文芸
折原の川瀬祭り　緊急報告　埼玉のまつりは今　埼玉民俗の会　水の力で邪気祓
う　▼静かに進むオネリ　現在、荒川では最も下流の川瀬祭りとして、折原の川瀬
祭りが行われている。

埼玉新聞 2011/9/5 5 祭り

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉澤紀子　（同）吉澤祥匡 埼玉新聞 2011/9/5 5 埼玉俳壇
街ふれあい　来館者３００万人　◆寄居◆　小園の県立川の博物館の来館者が３
００万人を超えた。８月２１日、３００万人目となった東京都練馬区の小学一年磯部
遥花さん（７）に、入館料が無料になるスペシャルVIPカードや同博物館の年間パ
スポート、地場産の梅酒やソーセージ詰め合わせなどが贈られた。

読売新聞 2011/9/6 31 川の博物館

ニュースフラッシュ　◆役場職員偽り預金通帳などだまし取り、２８万円引き出す 埼玉新聞 2011/9/8 15 犯罪
寄居女子SC（寄居町）　昭和６３年に創立した寄居女子SC。現在、県選抜メン
バー１人を含む、寄居っ子１３人が所属している。

埼北よみうり 2011/9/9 798‐1 サッカー

２８市町村、耐震性満たさず　7市町では診断未実施　対策本部設置施設　水道
管、全国平均下回る　公共施設の耐震化率（％）　寄居町　①防災拠点施設８８．
４％　②公立小中学校１００％　③水道管２．５％

読売新聞 2011/9/10 31 防災

◆寄居在住作家５人展（寄居）　２７日ー２９日、日本料理「喜楽」。午前１０時半～
午後８時。寄居町在住の染色、染織、朋飾、ガラス、彫金の作家が作品を展示。

埼玉新聞 2011/9/14 13 文化



廃棄物処分場　地下水に異常　寄居、濁り・腐敗臭　県は１５日、寄居町三ヶ山の
廃棄物処分場「県環境整備センター」の第３号埋め立て地の地下水に濁りや腐敗
臭などの異常が見つかったと発表した。 朝日新聞 2011/9/16 13 事件

廃棄物処分場の地下水で異常値　寄居　県は１５日、寄居町の廃棄物最終処分
場「県環境整備センター」の第３号埋め立て地の地下水で、水中の電気の伝わり
やすさを示す「電気伝導度」が通常時（１センチ当たり０．５ミリジーメンス）の２倍を
超える１センチ当たり１．１０ミリジーメンスを計測したと発表した。

埼玉新聞 2011/9/16 19 事件

優しい運転願いナデシコを配布　〔寄居〕　寄居署（川久保彰署長）は１２日、寄居
町と町交通安全母の会、寄居地区交通安全協会の協力を得て、寄居町寄居の正
喜橋付近で、ドライバーにナデシコの花を配って交通安全を訴えた。

埼玉新聞 2011/9/16 15 交通

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉澤祥匡　（同）吉澤紀子 埼玉新聞 2011/9/19 5 埼玉俳壇
街ふれあい　交通安全金次郎　◆寄居◆　２１日からの秋の全国交通安全運動
が始まるのを前に、桜沢の国道交差点に恒例の交通安全人形が登場した。

読売新聞 2011/9/21 33 交通

県内基準地価全調査地点　３年連続下落も幅縮小　「震災の大きな影響なし」　下
落率の上位５地点　【商業地】③寄居町寄居菅原１５４８－３外

東京新聞 2011/9/21 24 地価公示

◇寄居町 朝日新聞 2011/9/21 27 地価？
大里郡　▽寄居町 埼玉新聞 2011/9/21 12 地価？
埼玉ピアノコンクール　Ａ－Ｄ部門　９３人が本選進出　【Ｃ部門】１９日＝柏葉実
（寄居）　【Ｄ部門】１７日＝設楽彩香（寄居）

埼玉新聞 2011/9/23 16 音楽

埼北１０月ｉｎｆｏ　１６日（日）　◆寄居北條まつり　玉淀河原・市街地（寄居町） 埼北よみうり 2011/9/23 第799-6 祭り
ｐｉｃｋ　ｕｐ　ギャラリー　寄居在住作家５人展 埼北よみうり 2011/9/23 第799-6 展示
スポットライト　８０歳を機に再奮起　貼り絵作家　金室キクさん（８０）　（寄居町） 埼北よみうり 2011/9/23 第799-2 文化
おなじみポーズで交通安全を見守る　二宮金次郎ドール登場　〔寄居〕　秋の交通
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、二宮金次
郎をモデルにした交通安全ドールがお目見えしている。

埼玉新聞 2011/9/23 ？ 交通

埼玉ピアノコンクール　Ａ－Ｄ部門　９３人が本選進出　【Ｃ部門】１９日＝柏葉実
（寄居）　【Ｄ部門】１７日＝設楽彩香（寄居）

埼玉新聞 2011/9/23 16 音楽

話題スポット　５０回目迎える寄居北條まつり　戦国再現で地域発展を　▼騎馬武
者の一騎打ちも　来月１５，１６日「氏邦の妻」にも光当て

埼玉新聞 2011/9/25 1 北条まつり

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）石澤　無涯 埼玉新聞 2011/9/26 5 埼玉俳壇
催し　◆お月見の会（寄居）　１０月８日午後４時～７時、鉢形城公園三の曲輪（く 埼玉新聞 2011/9/27 15 文化
輪空間に個性響く　あすまで寄居で５人展　寄居町在住の５人の作家の作品を集
めた５人展が、寄居町寄居の日本料理店「喜楽」で、２９日まで開かれている。

埼玉新聞 2011/9/27 15 展示

決勝Ｔ　大宮、熊谷など８強　代表決定戦　所沢南２年ぶり関東へ　【決勝トーナメ
ント】　▽１回戦　熊谷（Ｃ組２位）６－２寄居（Ｆ組２位）

埼玉新聞 2011/9/27 ？ 野球

俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子 毎日新聞 2011/9/29 ？ 俳句
県会一般質問から主なやりとり　全国育樹祭の積極支援を　加藤裕康氏（自民、
深谷市・寄居町）

埼玉新聞 2011/9/30 2 祭り

今も残る山間の伝統食　秩父の”ごちそう”紹介　〔寄居〕　寄居町小園の県立川
の博物館で、特別展「秩父おごっつぉう」が１１月２０日まで開催されている。

埼玉新聞 2011/9/30 11 文化

千葉、埼玉県の一部で１０万ベクレル超　汚染マップ公表 東京新聞 2011/9/30 2 放射能汚染
埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉澤　紀子 埼玉新聞 2011/10/3 5 埼玉俳壇
「毎日かあさん」映画会で上映　３０日、中央公民館　〔寄居〕　「第２８回寄居町映
画会」が３０日、寄居町中央公民館で開催される。

埼玉新聞 2011/10/6 13 映画

作文コンクール県審査　唐木さん３年連続特選　村沢、坂本さんも全国へ　第６１
回全国小・中学校作文コンクール（読売新聞社主催）の県審査が６日、さいたま市
内で行われた。　＜特選・入選作品＞　▼小学校高学年の部　「第二の故郷（ふる
さと）～ぼくの居場所はここにある～」（寄居町立寄居小５年　内田侑希）

読売新聞 2011/10/7 13 作文

俳句　■星野　光二選　寄居・町田節子　同・小渕美津子 毎日新聞 2011/10/13 24 俳句
危険業務变勲　県内２１５人が受章　木幡重好（６１）元一等空尉　寄居 埼玉新聞 2011/10/8 3 变勲
蘇る戦国の攻防戦　北條まつりが第５０回　開城前夜の場内再現　「氏邦の妻」に
もスポット　乱世を生きた大福御前にも焦点　ご当地グルメの戦いも熱い！　寄居
町長　島田誠　戦国トピックス　戦国時代の名将が参戦　戦国時代の鉢形籠城戦

埼玉新聞 2011/10/14 12 北条まつり

地場産だから新鮮！安心！埼北の旬！その７７　エキナセア（寄居町） 埼北よみうり 2011/10/14 ？ エキナセア
古城に響く幽玄の調べ　寄居北條まつり前夜祭　日本百名城にも数えられる鉢形
城の城跡で、若手琵琶奏者の熊田かほりさんが琵琶を演奏。つわものたちの”夢
の跡”に幽玄の調べが響いた。

埼玉新聞 2011/10/16 15 北条まつり

戦国の合戦再現　「寄居北條まつり」が１６日、寄居町寄居の玉淀河原などを会場
に開かれた。

読売新聞 2011/10/17 ？ 北条まつり

戦国絵巻　リアルに再現　寄居北條まつり　戦国時代の鉢形城攻防戦を再現した
「寄居北條まつり」が１６日、寄居町の玉淀河原などで行われた。

埼玉新聞 2011/10/17 1 北条まつり

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・高橋達男

毎日新聞 2011/10/20 24 短歌・俳句

よみうり文芸　短歌　小高　賢選　【入選】　寄居町　町田　節子 読売新聞 2011/10/21 31 よみうり文芸
軍記物に見る北条氏盛衰　鉢形城歴史館　〔寄居〕　寄居町鉢形の鉢形城歴史館
は、鉢形城にまつわる軍記物の写本などを展示した企画展「合戦を読む―後北条
氏を中心に―」を１１月２３日まで開催している。

埼玉新聞 2011/10/21 ？ 鉢形城歴史館

第２２回彩の国埼玉ピアノコンクール本選　１０／２２土Ｃ部門２５人　柏葉実（寄
居）　１０／２３日Ｄ部門１７人　設楽彩香（寄居）

埼玉新聞 2011/10/21 6 音楽



この１枚　甲冑結婚式　川越市、神田正雄さん（７０）　第５０回記念寄居北條まつ
りの前夜祭があった１０月１５日。池波正太郎の小説「忍びの旗」の舞台となった
寄居鉢形城跡で、新郎新婦が甲冑（かっちゅう）姿という珍しい結婚式がありまし
た。

東京新聞 2011/10/23 24 鉢形城

作文コンクール県審査　受賞者の声紹介　◆入選◆　【小学校高学年の部】　「第
二の故郷（ふるさと）～ぼくの居場所はここにある～」寄居町立寄居小５年内田侑
希（鳥羽正人教諭）　環境に優しい家　◆佳作◆　【小学校高学年の部】　「オラは
がさごそたんけんたい」寄居町立男衾小４年小林巧実（田嶋正子教諭） 読売新聞 2011/10/25 33 作文

事業所の経営革新を支援　おじゃまします　企業・地域を支える　寄居町商工会
柴崎猛会長

？ 2011/10/26 5 寄居町商工会

寄居北條まつり　５００人の武者エキストラが参加（寄居町）　寄居町を代表するお
祭り「寄居北條まつり」が１６日、町内の玉淀河原などで行われ多くの人でにぎ

埼北よみうり 2011/10/28 第８０１－？ 北条まつり

高校生からアイデア拝借　地元特産品のレシピ考案（寄居町）　県立寄居城北高
校の３年生２０人が学校の調理室で２０日、寄居町特産のハーブ・エキナセアを
使った調理に挑戦した。

埼北よみうり 2011/10/28 第８０１－？
エキナセア
寄居城北高校

県民の日に秋まつり秩父郷土料理試食も　川の博物館　〔寄居〕　寄居町小園の
県立川の博物館で、県民の日の１１月１４日に「かわはく秋まつり」を開催する。

埼玉新聞 2011/10/28 13 川の博物館

よみうり文芸　短歌　小高　賢選　【入選】　寄居町　柴崎　計子 読売新聞 2011/10/28 28 よみうり文芸
埼玉俳壇　内野　修選　（寄居）石澤　無涯　（同）吉澤　紀子 埼玉新聞 2011/10/31 5 埼玉俳壇
秋の变勲受章　県内在住者　▽旭日小綬章（７人）　津久井幹雄（７２）元寄居町 ？ ？ ？ 变勲
町内こだわり料理あす「夕市」を開催　駅前ライフ駐車場　〔寄居〕　寄居町の飲食
店などの若手経営者・後継者と駅前の大型商業施設がタッグを組んで、夕市「よ
りい夕やマルシェ」が５日、寄居駅前のライフ駐車場で行われる。

埼玉新聞 2011/11/4 ？ 寄居町商工会

店舗兼住宅焼く　５日午前９時頃、寄居町桜沢の無職小島早苗さん（７６）方から
出火、木造２階の店舗兼住宅約１１５平方メートルを焼いた。小島さんの長男（４
５）が煙を吸って軽傷を負った。

読売新聞 2011/11/6 ？ 事故

月に１度は「夕やけマルシェ」　寄居　若手店主ら初開催　商店街の活気を取り戻
そうと寄居町の若手店主らが企画した夕市「夕やけマルシェ」が５日、町内のスー
パー駐車場で初めて開催された。

読売新聞 2011/11/6 33 寄居町商工会

この１枚　収穫の秋　寄居町、武内道直さん（７１）　寄居町立寄居保育所の子ども
たちが、芋掘りに挑戦。サツマイモを掘り出すたびに、歓声が上がっていました。

東京新聞 2011/11/6 24 写真

埼玉俳壇　星野　光二選　（寄居）石澤　無涯　（同）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2011/11/7 5 埼玉俳壇
埼玉歌壇　杜澤　光一郎選　（寄居）松村　章子 埼玉新聞 2011/11/8 ？ 埼玉歌壇
「がってん寿司」経営　大島敏氏が死去　６１歳　大島敏（おおしま・さとし＝アール
ディーシー代表取締役）８日午前２時８分、東京都の病院で心筋梗塞のため死
去、６１歳。寄居町出身。

埼玉新聞 2011/11/9 17 訃報

新庁舎を公開　留置施設も　寄居署　庁舎の老朽化で改築工事をしている寄居署
の新庁舎の内覧会が８日行われ、新庁舎や留置施設などが報道陣に公開され

埼玉新聞 2011/11/9 16 寄居署

寄居署の新庁舎お披露目　県警は８日、寄居署の新庁舎（寄居町桜沢）が１０日
に完成するのに先立ち、報道関係者に内部の一部を公開した。

産経新聞 2011/11/9 21 寄居署

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 2011/11/10 24 短歌・俳句

大島敏さん（おおしま・さとし＝アールディーシー代表取締役）８日、心筋梗塞で死
去、６１歳。寄居町出身。

朝日新聞 2011/11/10 29 訃報

第９回埼玉Ｂ級ご当地グルメ王決定戦ｉｎきたもと　１１/２６（土）北本総合公園で
県内Ｂ級グルメの祭典「第９回埼玉Ｂ級ご当地グルメ王決定戦ｉｎきたもと」（県、北
本市など主催）が２６日午前１０時から午後３時３０分まで、北本市の北本総合公
園で開催される。　⑳エキナセアうどん（寄居町）

埼玉新聞 2011/11/10 8 祭り

ホンダの名車が集合　町内をパレード　１３日役場前　〔寄居〕　寄居町で１３日、
約４０年前のホンダの名車が集合する「交通安全　クラシックカーパレード」が行わ

埼玉新聞 2011/11/11 14 ホンダ

近隣の小・中・高　美化活動で交流（寄居町）　寄居町の桜沢小学校、寄居中学
校、寄居城北高校の３校の生徒が１０月２７日、秩父鉄道・桜沢駅ホームに花を飾
る「花いっぱい運動」を行った。

埼北よみうり 2011/11/11 第８０２－４ 学校

『地酒』　おいしさ　知ろう！楽しもう！　利根川、荒川や、環境省が選定した「平成
の名水百選」に選ばれた秩父市の武甲山伏流水、寄居町の風布川・日本水（やま
とみず）など、豊かで清らかな水に恵まれる埼玉県には、３５の酒蔵があり、日本
酒の出荷量は全国第４位（平成２３年１月～８月）を誇っています。

埼北よみうり 2011/11/11 第８０２－１ 地酒

埼玉駅伝中学の部　入間野田（男子）初優勝朝霞三（女子）　■男子１１位以下㉚
寄居男衾　■女子１１位以下㉝寄居男衾

読売新聞 2011/11/13 34 埼玉駅伝

一時は大嫌いに　自営業　坂本　太志男　７０　（寄居町桜沢） 読売新聞 2011/11/15 ？ 読者投稿
郷士力士星取表　【序二段】○や　湊竜（寄居）西６８ 東京新聞 2011/11/15 26 相撲
迫力の城や五重塔　道の駅はなぞの２３日まで菊花展　深谷　農林水産大臣賞
＝渡辺孜江（寄居町桜沢）

埼玉新聞 2011/11/15 ？ 道の駅

寄居の歌謡教室発表会募金寄託　寄居町で歌謡教室を主宰している高田侚さん
（６４）が、毎日新聞東京社会事業団に、東日本大震災の救援金として１２万１１４
９円を寄託した。

毎日新聞 2011/11/15 ？ 東日本大震災

「２０１２　埼玉花と風景カレンダー」発売　埼玉新聞社は、「２０１２埼玉花と風景カ
レンダー」を発売します。各月の掲載場所は次の通り。▽３月＝鉢形城跡のエドヒ
ガン(寄居町）　■価格１本１４００円（税込）

埼玉新聞 2011/11/17 1 鉢形城



俳句　■星野　光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2011/11/17 24 俳句
豪栄道が初白星　白鵬、琴奨ら全勝５人　大相撲九州場所　１６日・福岡国際セン
ター　郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●１－１

埼玉新聞 2011/11/17 7 相撲

郷土力士星取表　【序二段】●や○や湊竜（寄居）西６８ 東京新聞 2011/11/17 22 相撲
宮城道雄の世界　朗読の筝曲演奏　２０日、料率図書館　〔寄居〕　町内の尺八奏
者の金子陽山さんが主宰する「健康ふれあい塾」と図書館の共催で、今年で９回
目。県芸術文化祭２０１１の協賛事業。

埼玉新聞 2011/11/18 14 宮城道雄

郷士力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や１－１ 埼玉新聞 2011/11/18 8 相撲
インフォメーション　イベント　●第９回宮城道雄の世界を訪ねて～朗読と筝曲演
奏の集い～　２０日１４時から、寄居町立図書館。筝曲は「春の夜」「泉」ほか。

毎日新聞 2011/11/18 24 宮城道雄

郷士力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●１－１ 埼玉新聞 2011/11/19 ？ 相撲
郷士力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○２－２ 埼玉新聞 2011/11/20 6 相撲
家族の記念樹を植樹　寄居　男衾自然公園に１３０本　住民が手作りで整備して
いる寄居町の「男衾（おぶすま）自然公園」で、男衾桜の植樹が１９日行われた。

埼玉新聞 2011/11/22 15 男衾自然公園

エコタウン候補５市町　坂戸、秩父など「再生エネ」活用　調査　県は２２日、坂戸
市、秩父市、東松山市、本庄市、寄居町の５市町で、環境配慮型の都市づくり「埼
玉エコタウンプロジェクト」の事業可能性調査を実施すると発表した。

読売新聞 2011/11/23 33 エコタウン

５候補地が決定　坂戸　秩父　東松山　本庄　寄居　埼玉エコ計画構想　来年４月
に絞り込み　県は２２日、２０１２年度から市町村と共同で行う「埼玉エコタウン」構
想の候補地として、坂戸、秩父、東松山、本庄、寄居の５市町を選んだと発表し

埼玉新聞 2011/11/23 ？ エコタウン

「エコタウン」の調査対象　坂戸・東松山など５市町に　上田清司知事が３期目の
公約に掲げた「埼玉エコタウン」構想で、県は２２日、坂戸、秩父、東松山、本庄の
４市と寄居町を調査対象地に決めた。

朝日新聞 2011/11/23 ？ エコタウン

エコタウン候補地に５市町　来年４月決定　意気込む担当者　県は１２月から各地
で実現可能性などの調査を行い、来年４月にこの中から事業地として２，３の自治

産経新聞 2011/11/23 ？ エコタウン

エコタウン５候補地選出　再生可能エネを地産地消　県、来春２～３に絞る　寄居
町の提案では、環境整備センターの埋め立て跡地にメガソーラーを設置し、隣接
する住宅に電力を供給する。

日本経済新聞 2011/11/23 ？ エコタウン

「エコタウン」候補地　東松山など５市町　県絞り込み来春決定　太陽光発電を活
用　実施自治体の公募には十三市町が応募。

東京新聞 2011/11/23 ？ エコタウン

エコタウン計画　候補に５市町　時期や予算示さず　知事公約トーンダウン　エコタ
ウンは、太陽光発電や送電網、次世代自動車などを集中的に集めたまちづくりを
し、モデルとして全国に発信する。

毎日新聞 2011/11/23 ？ エコタウン

郷士力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●２－３ 埼玉新聞 2011/11/23 ？ 相撲
郷士力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○３－３ 埼玉新聞 2011/11/24 ？ 相撲
祭典市でお披露目　特産品のアイデアレシピ（寄居町）　寄居町の飲食店や企業
が集結する「ふるさとの祭典市」が１３日、寄居町役場駐車場で行われた。

埼北よみうり 2011/11/25 第８０３－８ 祭り

落語と音曲の粋な江戸情緒　来月３，４日に「お伽寄席」　〔寄居〕　寄居町鉢形の
劇団お伽座は、女性落語家の桂右團治さんと音曲師の松乃家扇鶴さんを招き、
「お伽寄席」を１２月３、４の両日に開く。

埼玉新聞 2011/11/25 8 寄席

郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●３－４ 埼玉新聞 2011/11/26 7 相撲
西関東大会へ６団体が決定　県アンサンブルコン　第３５回県アンサンブルコンテ
スト（県吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の県大会大学、職場・一般部門が２７日、
富士見市民文化会館であった。　▽中学部門地区大会　【金賞】寄居管楽７重奏

朝日新聞 2011/11/28 ？ 音楽

行田で駅伝大会　「第５５回”浮き城のまち行田”駅伝競走大会」（行田市体育協
会主催、読売新聞さいたま支局など後援）が２７日、行田市総合公園と周辺を会
場に開催された。　【３．０９キロコース】▽中学男子男衾中Ａ

読売新聞 2011/11/28 35 駅伝

花園が快勝Ｖ　大里郡市スポ尐野球秋季大会　▽１回戦　岡部（深谷）９－２中町
ジュニア（寄居）　川本北小（深谷）３２－６用土コルツ（寄居）　オブスマクラブ（寄
居）８－８江南ファイターズ（熊谷）

埼玉新聞 2011/11/29 7 野球

県内最大級メガソーラー　ホンダ、寄居工場に設置へ　ホンダが建設中の寄居工
場（寄居町）に、大規模な太陽光発電所（メガソーラー）を設置することが１日わ

読売新聞 2011/12/2 ？ ホンダ

事故防止のシンボルに　”交通安全ドール”作者表彰　県警　〔寄居〕　県警本部の
吉岡光男交通部長が２８日、寄居署（川久保彰署長）を訪れ、同署管内の「交通
安全協力団体ドールＳＰ委員会」を表彰した。

埼玉新聞 2011/12/2 ？ 交通

まず地元に目を向けよう　大野順一（６５歳・寄居町） 埼玉新聞 2011/12/5 ？ 読者投稿
埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉澤　祥匡（同）石澤　無涯 埼玉新聞 2011/12/5 ？ 埼玉俳壇
「俳句の里山」手作り　男衾自然公園　児童らの句碑設置　〔寄居〕　住民の手で
整備を進めている寄居町の「男衾（おぶすま）自然公園」で、地元の小学生や俳句
団体が詠んだ俳句の句碑が並んでいる。

埼玉新聞 2011/12/9 13 男衾自然公園

寄居のニジマス、深谷の新鮮野菜使い　レインボーバーガー開発　釣り堀、飲食
店経営者ら　きょうイベントで販売　ニジマスの形をイメージしたパンに、ニジマス
の骨やきんぴらなどを挟んだ「レインボーバーガー」

毎日新聞 2011/12/10 ？ 食文化

秩父鉄道写真コンテスト表彰　寄居町の寄居玉淀水天宮祭を撮影した半田さん
は「山車を上空の花火とともに撮りたいという、思い描いた通りの作品ができた」と
満足そうに語り、赤いナンバープレートにこだわって走るSLを撮った徳田さんは
「ずっと挑戦してきて初めての社長賞。狙い通りの写真だったのでうれしい」と喜ん

読売新聞 2011/12/11 35 写真

１２年度固定資産税　基準地価格１２．３％減　全市町村でマイナス　５２位　寄居
町　３７，１００円／㎡　▲１０．６　０９年度比（％）

埼玉新聞 2011/12/16 1 地価

大水車ライトアップ　２３～２５日川の博物館　Xマス多彩な催し　〔寄居〕　寄居町
小園の県立川の博物館は「クリスマスファンタジー」を２３日から２５日まで開催す

埼玉新聞 2011/12/16 11 川の博物館

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）石澤　無涯　（同）吉澤　紀子 埼玉新聞 2011/12/19 5 埼玉俳壇
埼玉詩欄　町田　多加次　選　誕生日に　楳野規子（寄居町） 埼玉新聞 2011/12/20 12 埼玉詩欄
俳句　■星野　光二選　寄居・町田節子　同・高橋　達男 毎日新聞 2011/12/22 24 俳句



大凧　元日に大空へ　１００人の引き手を募集　〔寄居〕　寄居町今市地区の住民
でつくる「今市竹とんぼの会」（中島信男会長）は、毎年恒例の大凧（だこ）揚げを
来年１月１日に同町折原の寄居運動公園で行う。

埼玉新聞 2011/12/23 12 文化

役場ロビーでコンサート　（寄居町）　町民らにクリスマスソングを披露する「寄居
町クリスマスコンサート」が１０日、寄居町役場のロビーで行われた。

埼北よみうり 2011/12/23 8 寄居町役場

寄居大凧揚げ　毎年恒例、今市竹とんぼの会が製作した５０畳もある大凧を元旦
に揚げます。

埼北よみうり 2011/12/23 6 文化

荒川図画コンクール展　小学生が荒川をテーマに描いた絵のコンクール。 埼北よみうり 2011/12/23 6 川の博物館
◆２０１１年荒川図画コンクール（寄居)  　来年１月９日まで、県立川の博物館。 埼玉新聞 2011/12/24 7 川の博物館
雪辱に燃える前半勝負　埼玉栄男子の予想オーダーと個人成績　区間７　距離５
キロ　選手名　内田健太　学年１　出身中学寄居城南　５０００メートルベスト１４分
５９秒１４　内田健太　快走して、チームに尐しでも貢献できるように頑張りたいで

埼玉新聞 2011/12/24 ？ 全国高校駅伝

斜面崩落、３人死傷　林道工事中に突然　秩父　作業員生き埋めに　「土砂がバ
サッと来た」　２４日午前９時１０分ごろ、秩父市荒川白久の林道工事現場で、山の
斜面が崩落し、作業員の男性３人が土砂崩れで生き埋めになった。消防などが救
出したが、寄居町金尾、土木建設会社社員大野哲史さん（３２）が死亡、秩父誌日
野田町、土木作業員栗原広美さん（４６）と、おいの栗原健太さん（２２）が重軽傷

埼玉新聞 2011/12/25 15 事故

箱根駅伝　東洋大学　宇野博之４年（埼玉・武蔵越生）、設楽啓太２年（埼玉・武蔵
越生）、設楽悠太２年（埼玉・武蔵越生）　帝京大学　小山司２年（埼玉・武蔵越生）

読売新聞 2011/12/26 １８・１９ 箱根駅伝

希望へトライ　５１代表校選手名鑑　第９１回全国高校ラグビー　深谷　埼玉・４年
連続⑤　監督・横田典之（４３）

毎日新聞 2011/12/26 １６・１７ ラグビー

寄居町　島田誠町長　①東日本大震災復興支援事業として、第５０回記念大会
「寄居北條まつり」を開催（１０月）②「埼玉エコタウンプロジェクト」事業推進調査対
象市町に決定（１１月）③中学３年までの子ども医療費を完全無料化（４月）④水
道の基本料金を１０％値下げ（４月）⑤「みんな健康！元気・いきいき寄居町！」を
合言葉に「健康づくりのまち」を宣言（１０月）

埼玉新聞 2011/12/27 13 町政

序盤から圧倒　内野、隙逃さず２Ｔ　▽１回戦　深谷７８－７関西（岡山） 埼玉新聞 2011/12/29 ？ ラグビー
全焼２件４人死亡　寄居と伊奈の住宅など　２９日午前４時５５分ごろ、寄居町富
田の自営業、新井治文さん（６４）方から出火、木造平屋建て住宅と物置の計約２
７０平方メートルを全焼した。

毎日新聞 2011/12/30 ？ 火災

箱根駅伝エントリー　柏原東洋大最後の山上り　設楽啓は２区に起用 埼玉新聞 2011/12/30 10 駅伝
寄居・伊奈・横瀬、火災相次ぐ　県内で計４人死亡　年の瀬の２９日、県内で住宅
火災が相次ぎ、計４人が死亡した。熊谷地方気象台によると、県内全域でしばらく
空気が乾燥した状態が続くといい、火の取り扱いに注意を呼びかけている。

朝日新聞 2011/12/30 29 火災

火災相次ぎ４人死亡　寄居・伊奈母子と夫婦か　寄居町と伊奈町の住宅と店舗兼
住宅で２９日朝、火災が相次ぎ、計４人の遺体が見つかった。

埼玉新聞 2011/12/30 19 火災

住宅全焼２件　死者４人　埼玉親子と８０代夫婦か　埼玉県寄居町と伊奈町で二
十九日午前、住宅火災が二件相次ぎ、焼け跡から計四人の遺体が見つかった。
県警で出火原因などを調べている。

東京新聞 2011/12/30 23 火災

寄居、伊奈で火事４人死亡　空気乾燥、警戒呼びかけ　２９日、県内で住宅火災
が相次ぎ、寄居町と伊奈町では計４人が遺体で見つかった。空気の乾燥が続い
ており、警察や消防は火災への警戒を呼びかけている。

読売新聞 2011/12/30 ？ 火災

区間エントリー　箱根駅伝　東洋大（７０回目）　二区設楽啓太二年　補欠設楽悠 読売新聞 2011/12/30 ？ 駅伝
深谷快勝　元日決戦へ　飯田に３１－１０初８強懸け国学院栃木戦　全国高校ラ
グビー（第３日、３０日・大阪・花園ラグビー場）　２回戦１６試合を行い、深谷は飯
田（長野）に３１－１０で快勝し、３回戦に勝ち進んだ。フランカー内野。 埼玉新聞 2011/12/31 ？ ラグビー

武州寄居七福神　笑顔の巨大布袋尊も　寄居町内の寄居、用土、男衾の３駅周
辺に点在する５寺に七福神を祭っている。

埼玉新聞 2011/12/31 ？ 文化

来年の開運願い　竜の紋様石展示　　来月３・４日、寄居　寄居町寄居のジンギス
カンさいめん（工藤信夫店主）で１月３、４の両日、干支（えと）にちなんだ竜の紋様
石などを楽しむ「干支展」が開かれる。

埼玉新聞 2011/12/31 13 文化

躍進誓う県勢２校　第８８回箱根駅伝　あす号砲　東洋大　充実布陣で王座奪還
筆頭は、武蔵越生出の２年生・双子の設楽兄弟。

埼玉新聞 2012/1/1 12 駅伝

東洋大　②設楽啓太②（武蔵越生）２８分４６秒８０　補設楽悠太②（武蔵越生）２９
分８秒３９

スポーツニッポン 2012/1/1 19 駅伝

新春俳壇　金子兜太選　（寄居）吉澤祥匡 埼玉新聞 2012/1/1 16 埼玉俳壇
往路成績　１区区間順位４位宇野博之１．０２．３４（東洋大）　２区区間順位２位設
楽啓太１．０８．０４

読売新聞 2012/1/1 22 駅伝

願い事　天に届け　寄居で大凧揚げ　寄居町今市地区の住民でつくる「竹とんぼ
の会」（中島信男会長、会員２４人）は１日、恒例の大凧（だこ）揚げを同町折原の
寄居町運動公園で行った。

埼玉新聞 2012/1/1 18 文化

東洋大１０戦士　１区区間４位　宇野博之（４年、本田技研）　２区区間２位設楽啓


