
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 箱根駅伝

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 箱根駅伝

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１．０

読売新聞 2012/1/1 22 箱根駅伝

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 2012/1/3 18 文化

仲間信二”県産”快走　１区宇野と２区設楽啓
”県産リレー”が王座奪還を狙う東洋大に弾み
をつけた。寄居男衾中、武蔵越生高の先輩後
輩に当たる１区の４年・宇野と２区の２年・設楽

埼玉新聞 2012/1/3 11 箱根駅伝

東洋大１０戦士　１区区間４位　宇野博之　１時
間２分３４秒　２区区間２位　設楽啓太　１時間
８分４秒　７区区間新　設楽悠太　１時間２分３

2012/1/3 箱根駅伝

往路成績　１区宇野博之区間４位　２区設楽啓
太区間２位　５区小山司区間１２位

読売新聞 2012/1/3 22 箱根駅伝

第８８回箱根駅伝／往路成績　１区４位東洋大
（宇野）　２区２位東洋大（設楽）　５区１２位帝
京大（小山）

スポーツニッポン 2012/1/3 2 箱根駅伝



荒川歩いて描いた４０点　寄居で１４日から展
覧会　荒川の源流から河口まで１７３キロを、自
分で歩いて油絵を描いた熊谷市久下、武内真
治さん（７４）の展覧会が、１４日から２９日まで
寄居町小園の県立川の博物館で開かれる。

読売新聞 2012/1/4 県立川の博物館

藤﨑摠兵衛商店　味わいまろやか、手造り純 埼玉新聞 2012/1/4 10 寄居町商工会
地場産果実で仕込み　藤﨑摠兵衛商店（寄居
町）「みかん酒」　寄居町寄居の藤﨑摠兵衛商
店は、寄居産のミカンを純米原酒に漬け込んだ
「みかん酒」を発売している。ミカンの爽やかさ
と純米酒の豊かな味わいがマッチしたお酒だ。

埼玉新聞 2012/1/4 13 寄居町商工会

驚異の区間賞６人　東洋大　大会新で総合Ｖ
箱根駅伝　「柏原頼み」脱却　スピード強化実る
東京箱根間往復大学駅伝　▽総合成績　①東
洋大（宇野、設楽啓、山本、田口、柏原、市川、
設楽悠、大津、田中、斎藤）１０時間５１分３６秒

東京新聞 2012/1/4 21 箱根駅伝

寄居の凧占い　クリック　熊谷・寄居の担当に
なってから５年、元旦に寄居町で行われる大凧
揚げを毎年取材している。

埼玉新聞 2012/1/9 凧揚げ

都道府県対抗駅伝　新旧「山の神」出場　全国
都道府県対抗男子駅伝（２２日、広島市平和記
念公園発着＝７区間４８キロ）のエントリー選手
が１１日、大会事務局から発表された。東洋大
勢では、箱根駅伝の７区で区間新記録を樹立
した設楽悠太（２年）が埼玉県から出場する。

読売新聞 2012/1/12 17 駅伝

ご当地アニメ記念乗車券　「らき☆すた」「あの
花」　東部・秩父鉄が合同企画

日本経済新聞 2012/1/13 交通



寄居町　変化のエネルギーを政策へ　明けまし
ておめでとうございます

埼玉新聞 2012/1/13 広報

郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○１－ 埼玉新聞 2012/1/13 相撲
箱根駅伝・東洋大　寄居出身の３人が大活躍
２日、３日の箱根駅伝で圧倒的な強さを見せ優
勝した東洋大学。寄居町出身の宇野博之選手
（１区・４年）、双子の設楽啓太選手（２区・２
年）・設楽悠太選手（７区・２年）の３選手が優勝
に大きく貢献する力走を披露した。

埼北よみうり 2012/1/13 5 箱根駅伝

がれき問題施設見学　寄居　寄居町や深谷市
の小さなこどもを持つ母親らでつくる「放射能か
ら子どもを守る会＠寄居深谷」（島崎笑夢代
表）は13日、県環境整備センター（寄居町三ヶ
山）で施設の見学会を開いた。

読売新聞 2012/1/14 35 東日本大震災

埼玉駅伝あす号砲　１０８チーム出場予定　第
７９回埼玉県駅伝競走大会が１５日、寄居町か
ら上尾市までのコースで行われる。

読売新聞 2012/1/14 34 駅伝

被災地がれき「受け入れないで」　寄居　住民
団体　県・町に請願　昨年１２月に上田清司知
事が東日本大震災の被災地のがれきを県内で
受け入れる意向を示したことを受けて、寄居町
などの住民グループ「放射能から子どもを守る
会＠寄居・深谷」（島崎笑夢代表）は１３日、寄
居町にある県営廃棄物最終処分場「県環境整
備センター」やリサイクル施設「彩の国資源循
環工場」に、がれきを受け入れないよう求める
請願を県と寄居町に行った。

埼玉新聞 2012/1/14 19 東日本大震災



◆酒気帯び運転容疑で男逮捕（寄居署）　寄居
署は１５日、道交法違反（酒気帯び運転）容疑
で、寄居町富田、会社員の男（２７）を現行犯逮

埼玉新聞 2012/1/16 13 事件

郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●１－ 埼玉新聞 2012/1/16 5 相撲
エコタウン　独自整備　ホンダや大和ハウスと
連携　寄居町、研究会を発足　来秋めど４００
戸電力需給を調整

日本経済新聞 2012/1/17 31 行政

埼玉歌壇　沖ななも選　（寄居）松村章子 埼玉新聞 2012/1/17 11 埼玉歌壇
郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○２－ 埼玉新聞 2012/1/17 相撲
エネルギー　列島から　■埼玉県寄居町、エコ
タウン建設

日本経済新聞 2012/1/17 5 行政

がれき処理、岩手県が要請　知事、受け入れ
理解求める　がれきの受け入れについて上田
知事はこれまで、昨年１２月の記者会見で、が
れき処分に伴い発生する焼却灰について、県
の最終処分場がある寄居町で受け入れる案を
考えていることを発表している。

読売新聞 2012/1/18 31 東日本大震災

エコタウン構想先行　寄居町　研究会に民間５
社参加　寄居町は１７日、太陽光発電など自然
エネルギーの地産地消を目指したエコタウンの
実現に向け、ホンダや大和ハウスなど民間５企
業と「エコタウン計画推進研究会」を発足させ

埼玉新聞 2012/1/18 2 行政

要望多い生ハム販売へ　バルツバイン（寄居
町）　○秘ものづくり　ネットでも販売

読売新聞 2012/1/19 34 経済

東洋大Ｖ報告　ｈｓ婚根駅伝２年ぶり３度目制覇
祝福に選手ら笑顔　注目度の高さあらためて
実感　設楽悠

埼玉新聞 2012/1/19 9 駅伝



東洋大選手ら川越市役所表敬　箱根駅伝優勝
市長に報告　川越市役所江を訪れたのは酒井
俊幸監督と、７区で区間新記録を樹立した寄居
町出身の設楽悠選手（２年）ら選手４人。

産経新聞 2012/1/19 駅伝

絵本やレシピ紹介　寄居城北高校　役場に力
作展示　〔寄居〕　寄居町役場１階フロアで、同
町桜沢の県立寄居城北高校の生徒たちのせく
品店が２７日まで行われている。

埼玉新聞 2012/1/20 学校

アニメ「らき☆すた」「あの花」記念乗車券に　東
武鉄道と秩父鉄道　あすから６駅で発売

埼玉新聞 2012/1/20 交通

郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や３－ 埼玉新聞 2012/1/20 相撲
郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や０－ 埼玉新聞 2012/1/22 相撲
◇直木賞文学と埼玉　さいたま文学館（桶川
市）では、県ゆかりの直木賞作家に関するテー
マ展「直木賞文学と埼玉」を】開催している。現
在の寄居町を舞台にした「武州鉢形城」を書い
た井伏鱒二の直筆色紙や、杉戸町出身の北村
薫の第１４１回受賞作「鷺と雪」の直筆原稿な

埼玉新聞 2012/1/23 鉢形城

◇人気アニメ記念乗車券発売　秩父鉄道は羽
生、寄居、秩父の各駅で販売。

埼玉新聞 2012/1/23 交通

埼玉　及ばず１０位　兵庫が２年ぶり栄冠　都
道府県対抗男子駅伝　不完全燃焼来年へ雪辱
埼玉は２時間２２分２秒で１０位だった。

埼玉新聞 2012/1/23 駅伝

ごみ拾う姿目が熱く　为婦　平形　和子　５６（埼
玉県寄居町）

東京新聞 2012/1/25 5 読者投稿

円良田湖のワカサギ釣り（寄居町） 埼玉新聞 2012/1/27 1 観光



３００人がエキストラ参加（寄居町）　第６８回ベ
ネチア国際映画祭で染谷将太さんと二階堂ふ
みさんが最優秀新人俳優賞を日本人で初受賞
して話題になった「ヒミズ」の園子温監督がメガ
ホンを執る「希望の国」のロケが２２日、寄居町
生涯学舎（旧風布分校）と町立総合体育館で行
われ、寄居町商工会青年部員らで組織する
YFCヨリイフィルムコミッションがロケ支援し、近
隣住民ら約３００人がエキストラで参加した。

埼玉新聞 2012/1/27 8 映画

大数珠回し先祖供養　長瀞町風布地区で１５
日、先祖供養や無病息災を願う「回り念仏」が
行われた。鉢形城落城にまつわる先祖供養の
ために行われたのがはじまりとされ、同地区に
何百年も受け継がれている。

埼玉新聞 2012/1/27 6 鉢形城

商工会の１２社技術アピール　ビジネスアリー
ナ出展　〔寄居〕　寄居町商工会の会員企業１２
社は２５、２６日の両日、さいたま市中央区のさ
いたまスーパーアリーナで行われた「彩の国ビ
ジネスアリーナ２０１２」（为催・埼玉県など）に
出展し、技術を来場者にアピールした。

埼玉新聞 2012/1/27 12 寄居町商工会

市神節分祭（寄居町） 埼玉新聞 2012/1/27 3 文化
空き店舗でふれあい　深谷の特別支援学校
授業の製作品販売　きょうまで寄居

埼玉新聞 2012/1/29 15 寄居町商工会

公共施設に太陽パネル　知事、設置に強い意 東京新聞 2012/2/3 20 行政
乙姫ちゃん　着ぐるみデビュー　きょう市神節分
祭　〔寄居〕

埼玉新聞 2012/2/3 寄居町商工会



「森林は財産」次代に引き継ぐ　寄居町で来
秋、全国育樹祭　県は２日、平成２５年秋に「第
３７回全国育樹祭」（県、国土緑化推進機構为
催）を寄居町金尾の金尾山県有林で開催する

産経新聞 2012/2/3 行政

寄居にメガソーラー　県が計画　廃棄物埋め立
て跡地　県直営の広域埋め立て最終処分場
「環境整備センター」（寄居町三ケ山）で、廃棄
物の埋め立てが完了した跡地に２～３メガワッ
ト級の大規模太陽光発電施設（メガソーラー）
設置を県が計画していることが２日分かった。

埼玉新聞 2012/2/3 行政

けやき　読者の声　「ボランティア」テーマ投稿
被災地農作物購入で一助　大野順一（６５歳・

埼玉新聞 2012/2/6 読者投稿

埼玉俳壇　星野　光二選　（寄居）石澤無涯・
（同）吉澤祥匡・（同）吉澤紀子

埼玉新聞 2012/2/6 埼玉俳壇

「県民の声援で勝てた」　東洋大　知事に箱根V
報告　報告したのは、東洋大の酒井俊幸監

埼玉新聞スポーツ 2012/2/8 5 駅伝

白鳥追い３度目の栄冠　川の国フォトコンテスト
最優秀賞に中１並木君　〔寄居〕　寄居町小園
の県立川の博物館で２６日まで「第４回川の国
埼玉フォトコンテスト」（为催・埼玉県、県物産観
光協会）の入選作が展示されている。

埼玉新聞 2012/2/10 10 県立川の博物館

高校司書イチオシ１１冊　きょうから県内でブッ
クフェア　フェアに参加しているのは、須原屋書
店８店舗、リブロブックス１７店舗、パルコ紀伊
国屋浦和店、ジュンく堂大宮ロフト店をはじめ、
浦和、久喜、熊谷の各県立図書館、さいたま市
立図書館、春日部、越谷、入間、小川、坂戸、

埼玉新聞 2012/2/10 16 図書館

寄居の資源循環モデル工場　リサイクル２社進 日本経済新聞 2012/2/10 行政



わたしの小学校　寄居町立鉢形小学校　『ホー
ムページが日本一に』　今年はベスト８

埼北よみうり 2012/2/10 3 学校

◆寄居町で家具店焼ける　１２日午前１１時１０
分ごろ、寄居町寄居、新井家具店＝新井利夫
さん（６３）経営＝から出火、木造２階約３９０平
方メートルのうち１階と２階の一部を焼いた。け

埼玉新聞 2012/2/14 15 事件

埼玉歌壇　杜澤　光一郎選　（寄居）松村章子 埼玉新聞 2012/2/14 12 埼玉歌壇
◆NYCハーフに東洋大の２人を招待　ニュー
ヨークシティー・マラソンなどを为催するニュー
ヨーク・ロード・ランナーズは１４日、今年の箱根
駅伝で総合優勝した東洋大の設楽悠太（２年）
と大津顕杜（２年）の２人を、３月１８日のニュー
ヨークシティー・ハーフマラソンに招待すると発

読売新聞 2012/2/15 マラソン

検証　県予算―１―　エコタウン　具体策欠き、
見切り発車　候補５市町と为な事業案　【寄居
町】廃棄物処理場跡地でメガソーラー

読売新聞 2012/2/15 行政

松本萌未（作文）小田陽太（図画）が県知事賞
「ごはん・お米とわたし」作文・図画コンクール
作文４９９０、図画１６５３９点の応募　杉田生璃
（図画・寄居男衾小２年）

埼玉尐年尐女スポーツ 2012/2/15 4 芸術

エール満載　みんなの絵　寄居の桜井さんが
集めた作品、１００点展示　夢は被災地で披露
東日本大震災の被災者を絵で励ましたい―
―。寄居町などで中東の焼肉「ケバブ」のサン
ドイッチを移動販売している桜井健太郎さん（３
５）が知人友人に呼びかけて集めた作品約１０
０点が１７日まで、寄居町役場１階ホールで展

朝日新聞 2012/2/15 28 東日本大震災

俳句　■星野　光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2012/2/16 24 俳句



東洋大の設楽悠と大津が招待出場へ　NYハー
フマラソン　大会为催者によると、日本の男子
学生がトップ選手の集まる同大会に招待で参
加するのは初めて。

埼玉新聞 2012/2/16 7 マラソン

温かい心　被災地へ　ケバブの店桜井さんら
中学生の絵　巡回展示　〔寄居〕　寄居町のケ
バブ店経営の桜井健太郎さん（３５）らが、東日
本大震災の被災地の人たちを励まそうと、温か
いメッセージを込めて描いた絵を募集してい

埼玉新聞 2012/2/17 東日本大震災

秩父の伏流水で純米酒　藤崎摠兵衛商店「長
瀞」ブランド拡充

日本経済新聞 2012/2/17 文化

埼玉俳壇　星野　光二選　（寄居）石澤無涯・
（同）吉澤紀子

埼玉新聞 2012/2/20 5 埼玉俳壇

NPO連携で交流　くまがや館２２日まで　６団体
の活動を発表　熊谷、深谷、寄居のNPOの活
動を紹介した展示「つくばくんNPOカフェ２０１
２」が、熊谷市筑波のくまがや館で２２日まで行

埼玉新聞 2012/2/20 13 ボランティア

埼玉歌壇　杜澤　光一郎選　（寄居）松村章子 埼玉新聞 2012/2/21 埼玉歌壇
俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子　同・
町田節子

毎日新聞 2012/2/23 26 俳句

１０９チームが疾走（寄居町）　寄居町内６区間
をたすきでつなぐ第５７回寄居町駅伝競走大会
（为催・寄居町ほか）が１２日、寄居町立体育館
を発着に行われた。

埼北よみうり 2012/2/24 7 駅伝

ひと足早いひな祭り（寄居町）　折り紙などを
使ってひな人形を作る催しが１２日、寄居町の
埼玉県立川の博物館で行われた。

埼玉新聞 2012/2/24 4 県立川の博物館



今できること「彩の国」支援　被災地に絵を贈ろ
う　作品募る　寄居町の桜井さんら　「心癒し
て」陸前高田へ　東日本大震災の被災者を絵
で元気づけようと、寄居町で中東の肉料理「ケ
バブ」を販売している桜井健太郎さん（３５）ら
が、作品を募っている。すでに小中学生や知人
らから約１００点が寄せられ、４月にも岩手県陸

東京新聞 2012/2/24 22 東日本大震災

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 2012/2/27 11 埼玉俳壇

俳句　■星野　光二選　寄居・町田節子　同・小
渕美津子

毎日新聞 2012/3/1 22 俳句

１２年度予算案　▼寄居町　寄居町は２９日、２
０１２年度当初予算案を発表した。一般会計は
約１０２億５４５０万円で、前年度比３．３％の

埼玉新聞 2012/3/1 行政

よみうり文芸　俳句　【入選】　寄居町　出牛一
郎　川柳　【入選】　寄居町　町田節子

読売新聞 2012/3/2 32 よみうり文芸

ヒョウタンに元気込め　元会社員斉藤さん３１１
個を被災地へ　〔寄居〕　寄居町折原の元会社
員、斎藤芳明さん（６２）は、自分で栽培したヒョ
ウタンの置き物を、東日本大震災で被災した岩
手県大槌町に贈る準備を進めている。

埼玉新聞 2012/3/2 12 東日本大震災

最多の６５９１人が快走　鴻巣パンジーマラソン
名物売り被災地に寄付　【５キロ】▽中学女子
小池優佳（寄居町）１７分５０秒

埼玉新聞 2012/3/5 13 マラソン

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）石澤無涯 埼玉新聞 2012/3/5 11 埼玉俳壇
あかね色の道　甲斐姫翔る　山名美和子　行
田編　２２　戦の気配　北武蔵と上野国の抑え・
鉢形城は、荒川と深沢川に挟まれた断崖絶壁
の上に築かれ、広大・不落の城として名高い。

埼玉新聞 2012/3/7 文学



あかね色の道　甲斐姫翔る　山名美和子　行
田編　２３　戦の気配　忍から鉢形城下の寄居
郡までは５，６里（２０～２４キロ）ほど。

埼玉新聞 2012/3/8 文学

短歌　■水野　昌雄選　寄居・町田節子　俳句
■星野　光二選　寄居・福田秋子　同・小渕美

毎日新聞 2012/3/8 24 短歌・俳句

第３７回　埼玉書道三十人展―中―　◆加藤東
陽　埼玉県書道人連盟理事長、東京学芸大名
誉教授。寄居町　「春夜宴桃李園序」

読売新聞 2012/3/8 32 書道

あかね色の道　甲斐姫翔る　山名美和子　行
田編　戦の気配　２４　鉢形城はそもそも、１４７
６年（文明８）ごろ、関東管領上杉氏の家宰・長
尾氏が築いたと甲斐は聞いている。

埼玉新聞 2012/3/9 文学

学校への思い　苗木に　城南中３年生　６品種
の桜植樹　〔寄居〕　寄居町鉢形の町立城南中
学校（持田和佳校長）で７日、今春卒業する３
年生らが６品種の桜約２５本を植樹した。

埼玉新聞 2012/3/9 10 学校

「白石の神送り」など３件　県の文化財に指定
寄居町の「荒川の青岩礫（れき）岩」を天然記念
物として指定。荒川の青岩礫岩は、崩れやすく
破片になりやすい結晶片岩でありながら、１
メートル以上の礫を持ち、地質学的な価値が高

埼玉新聞 2012/3/9 文化財

県指定文化財に３件　東秩父の「白石の神送
り」など　「荒川の青岩礫岩」（寄居町赤浜）が天
然記念物となる。青岩礫岩は二千五百万～五
百万年前にできたとみられ、礫を含んだ岩の直
径が一メートル以上ある珍しい岩という。

東京新聞 2012/3/9 文化財



養蚕の歴史　後世に　寄居の奥さん　作業風景
の写真展示　きょうまで　寄居町折原の住民ら
でつくる折原文化交流会（太田清会長）は、第１
０回折原歴史展を折原のカタクリ体育センター
で１１日まで開催している。

埼玉新聞 2012/3/11 13 文化

◆追い越しかけて車衝突、容疑の男逮捕（寄
居署）　寄居署は１０日、自動車運転過失傷害
の疑いで、深谷市本郷、運転手加藤進一容疑

埼玉新聞 2012/3/12 18 事故

◆酒酔い運転容疑で５４歳男逮捕（寄居署）
寄居署は１０日、道交法違反（酒酔い運転）の
疑いで、深谷市北根、自称農業の男（５４）を現

埼玉新聞 2012/3/12 18 事件

◇川の博物館で運河展　県立川の博物館（寄
居町小園）で、国内外のさまざまな運河を紹介
する春期企画展「世界の運河・日本の運河」が
開かれている。５月６日まで。

産経新聞 2012/3/12 22 県立川の博物館

あかね空の道　甲斐姫翔る　山名美和子　行
田編　２５　戦の気配　鉢形城三の曲輪跡（筆

埼玉新聞 2012/3/13 16 文学

郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○１－ 埼玉新聞 2012/3/13 11 相撲
あかね色の道　甲斐姫翔る　山名美和子　行
田編　２　戦の気配　鉢形城馬出曲輪跡（筆者

埼玉新聞 2012/3/14 16 文学

埼玉書道三十人展　出品者と作品紹介②　◇
加藤東陽　千紫会理事長、東京学芸大名誉教
授。寄居町　「春夜宴桃李園序」

毎日新聞 2012/3/14 22 書道

新学習指導要領　３５時間増　対応割れる　県
内自治体　土曜日活用めぐり　◆週５日制の範
囲内で対応◆寄居町ほか

埼玉新聞 2012/3/15 1 学校

郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○２－ 埼玉新聞 2012/3/15 9 相撲



避難所運営　実戦想定　運営マニュアル教訓
基に整備・改定　震災１年本紙アンケ　３５市町
が給水車所有　全体の５５．５％伊奈はリース
予定　寄居町運営マニュアルの有無○／給水

読売新聞 2012/3/16 32 防災

水運と利水　歴史たどる　〔寄居〕　川の博物館
で「運河展」　地図やパネルで国内外の運河の
歴史や技術を紹介している企画展

埼玉新聞 2012/3/16 12 県立川の博物館

郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●２－ 埼玉新聞 2012/3/17 7 相撲
きょうからラグビー東日本U－１５選抜　県勢３
チームが出場　【埼玉中学選抜B】　背番号②
屋宜知之２年寄居

埼玉新聞 2012/3/17 7 ラグビー

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉澤紀子・（同）
吉澤祥匡・（同）石澤無涯 埼玉新聞 2012/3/19 5 埼玉俳壇

郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●２－ 埼玉新聞 2012/3/18 相撲
さいたま報知　◇中学校バレーボール女子第１
３回県北交流会（２月１８日・本庄シルクドーム）
▽１回戦　寄居２－０深谷明戸　▽２回戦　深

さいたま報知 2012/3/18 6 バレーボール

設楽悠１４位、大津２５位　NYハーフマラソン
【ニューヨーク共同】設楽悠太が１時間１分４８
秒で１４位

埼玉新聞 2012/3/20 マラソン

◆酒酔い運転で男逮捕（寄居署）　寄居署は２
０日、道交法違反（酒酔い運転）容疑で、寄居
町の無職の男（６３）を現行犯逮捕した。

埼玉新聞 2012/3/22 15 事件

郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●２－ 埼玉新聞 2012/3/22 相撲
学校のニュース発信HPが活躍　保護者の関心
右肩上がり　親子の会話↗でも教員負担も↗
昼休みにブログを更新する児童たち＝埼玉県
寄居町の鉢形小学校で

東京新聞 2012/3/23 学校



中心市街地活性化へ　４月から月一で夕市開
催（寄居町）　寄居町の中心市街地活性化を目
的に、若手後継者らが企画した夕市「よちい夕
やけマルシェ」が４月から月に一度の予定で開

埼北よみうり 2012/3/23 6 寄居町商工会

スカイツリー見えるかな　〔寄居〕　早春の里山
を巡るハイキング「第２６回はだしの散歩道」が
２５日、寄居町の鐘撞堂山などで行われる。

埼玉新聞 2012/3/23 18 寄居町商工会

イベント　◆かわはく春まつり　２５日、寄居町
小園の県立川の博物館

読売新聞 2012/3/24 31 県立川の博物館

奥行きのある絵画描く　寄居の画家小林さん
都内で作品展　寄居町在住の画家・小林裕児
さん（６３）が日本橋の三越本店で２７日まで個
展「小林裕児と物語展」を開いている。

埼玉新聞 2012/3/24 9 芸術

郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●２－ 埼玉新聞 2012/3/24 相撲
◆第３３回寄居えの会展　４月６～８日、寄居町
中央公民館で。入場無料。

東京新聞 2012/3/26 22 文化

今週のテーマ　行ってみたい時代（歴史）　桃山
時代の寄居町　団体職員　石田壮６５（鴻巣市）
「関ヶ原の戦い」直前の１５９０年頃の寄居町の

読売新聞 2012/3/27 29 鉢形城

【蓮光寺のボタン】（寄居）　①４月下旬～５月上
旬②境内に１００種類１５００株の色とりどりの
花が咲く。甘茶の接待も

埼玉新聞 2012/3/28 観光

NPOと企業橋渡し　研修、社会貢献で連携
〔寄居〕　県北部地域振興センターは、NPOが
地域の企業に社員研修や社会貢献の機会を
提供する「企業人NPO体験研修・発信事業」の

埼玉新聞 2012/3/30 ボランティア

よみうり文芸　俳句　【入選】　寄居町　田中美
枝子　川柳　【入選】　寄居町　田中美枝子

読売新聞 2012/3/30 31 よみうり文芸

埼玉俳壇　内野　修選　（寄居）吉澤紀子 埼玉新聞 2012/4/2 5 埼玉俳壇



川内選手２位入賞　幸手さくらマラソン　３９１５
人さわやかに快走　招待と一般を総合して１０
マイルをトップの４７分２３秒でゴールしたのは、
武蔵越生高出身で東洋大陸上競技部の設楽
悠太選手（２０）。大会運営本部によると、設楽
選手は大会新記録だった。

埼玉新聞 2012/4/2 マラソン

埼玉歌壇　沖　ななも選　（寄居）松村章子 埼玉新聞 2012/4/3 埼玉歌壇
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　同・町田

毎日新聞 2012/4/5 短歌・俳句

リトルシニア関東連盟春季大会出場チーム紹
介③　寄居　悔しさをぶつける　寄居、常木正
浩監督の話　全力でプレーする　寄居・小暮佑

埼玉新聞スポーツ 2012/4/6 野球

ルール違反「控えおろう！」　交通安全人形に
校門様一行　〔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、黄門様一行をモデルにした交
通安全ドールが５日、設置された。

埼玉新聞 2012/4/6 11 交通

防災関連７０億円増　１２年度市町村予算　新
児童手当で総額減　２０１２年度・県内市町村
一般会計当初予算　寄居町　平成２４年度当初
予算額１０，２５４（単位：百万円）　増減率３．

埼玉新聞 2012/4/10 2 行政

笑顔でイメージアップ　深谷　フラワークイーン
に３人　深谷市のイメージアップに貢献する第２
０代「深谷フラワークイーン」に、同市の金子愛
（めぐみ）さん（２２）、渡部愛理（えり）さん（２
１）、寄居町のシャムレッフェル・レイチェルさん

埼玉新聞 2012/4/10 文化



全国育樹祭　緑豊かな埼玉発信　実行委設立
来秋、皇族迎え式典　埼玉大会では「育てよう
みどりは未来の　たからもの」をテーマに寄居
町や熊谷市を中心に皇族殿下をお迎えして育
樹行事や式典などを実施する。

埼玉新聞 2012/4/12 1 行政

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

毎日新聞 2012/4/12 20 短歌・俳句

”水の旅”映像を一新　〔寄居〕　県立川の博物
館　GWに２０組招待　寄居町小園の県立川の
博物館は、映像が体感できる「アドベンチャー
シアター」を３月からリニューアルしたことを記
念して、かわはくGWまつり（５月３～６日）に親

埼玉新聞 2012/4/13 県立川の博物館

荒川に関わった技師たち～近代・青山土と江
戸期・井澤弥惣兵衛～　講演会　４月２１日
（土）　埼玉県立川の博物館

埼北よみうり 2012/4/13 県立川の博物館

夕市にぎわう（寄居町）　寄居町内の商店など
が参加する夕市「よりい夕やけマルシェ」が７
日、寄居駅前のライフ寄居店駐車場で行われ

埼北よみうり 2012/4/13 寄居町商工会

よみうり文芸　短歌　【入選】　寄居町　町田節
子　川柳　【入選】　寄居町　竹本遊児

読売新聞 2012/4/13 29 よみうり文芸

熊谷で２５度早くも夏日　熊谷（２５度）のほか、
鳩山（２４．２度）と寄居（２３．５度）でも今年最
高の気温となった。

朝日新聞 2012/4/13 気温（気象）

寄居町を歩く参加者を募集　２４日　東松山
ウォーキングセンターは２４日午前８時５０分か
ら、寄居町内の約８キロを歩く「山・里あるき
鐘撞堂山」を開催する。

埼玉新聞 2012/4/16 観光
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埼玉俳壇　内野　修選　（寄居）吉澤紀子・（同）
石澤無涯

埼玉新聞 2012/4/16 11 埼玉俳壇

埼玉詩欄　――石原武選　彩姫参上　大野順
一（寄居町）

埼玉新聞 2012/4/17 埼玉詩欄

●乗客降ろさずに出発　東武鉄道は１６日、飛
ぶ東上線小川町発寄居行きの普通列車（４両
編成）が、寄居町の男衾（おぶすま）駅で、乗客
を降ろさずに出発したと発表した。

朝日新聞 2012/4/18 35 交通

戦国婚活ツアーいかが　来月２７日に小田原城
へ　歴史好きの人歓迎　〔寄居〕　寄居町立原
の戦国居酒屋ひこべえは、戦国時代に北条氏
の本拠地があった神奈川県小田原市の小田原
城へ日帰りバス旅行「北条巡愛（じゅんあい）ツ
アー」を５月２７日に行う。

埼玉新聞 2012/4/20 11 鉢形城

よみうり文芸　短歌　【入選】　寄居町　町田節 読売新聞 2012/4/20 27 よみうり文芸
寄居・上里　スマートIC事業化　国交相、連結を
許可　関越自動車道に寄居PAスマートIC（イン
ターチェンジ）を上里スマートICを整備する連結
計画が２０日、前田武国土交通相から許可さ
れ、事業化が正式に決定した。

埼玉新聞 2012/4/21 3 交通

埼玉俳壇　内野　修選　（寄居）吉澤紀子・（同）
石澤無涯・（同）吉澤祥匡

埼玉新聞 2012/4/23 7 埼玉俳壇

本庄、東松山で実施　埼玉エコタウン　秩父、
坂戸、寄居　特定事業で取り組み　寄居町は環
境整備センター埋立地へのメガソーラー設置や
次世代自動車の生産拠点となるホンダ寄居工
場（２０１３年稼働予定）などと連携したエコタウ

埼玉新聞 2012/4/24 1 行政



「全国育樹祭」PR　２９日に寄居で「花まつり」
来年秋に寄居町金尾地区で開催される「第３７
回全国育樹祭」のプレイベントとして、「よりい花
まつり」が２９日、寄居町の金尾旧分校跡地で

埼玉新聞 2012/4/25 15 行政

俳句　■星野　光二選　寄居・町田節子　同・小
渕美津子

毎日新聞 2012/4/26 22 俳句

高校の部　保坂圧巻の２V　中学の部　江沢季
は大差で制す　県ジュニア女子　▽１２～１４歳
⑧吉田莉生（寄居）８３（４２，４１）　⑨志村優花
（寄居）８４（３９，４５）

埼玉新聞 2012/4/26 ゴルフ

内山選手を招き不屈の精神学ぶ　寄居城北高
で講演　〔寄居〕　寄居町桜沢の県立寄居城北
高校（大野勝生校長）は、花咲徳栄高校出身で
ボクシングWBA世界スーパーフェザー級チャン
ピョンの内山高志選手を招き、道徳教育講演

埼玉新聞 2012/4/27 12 学校

現役世界チャンプ高校で講演（寄居町）　ボクシ
ング・現WBA世界スーパーフェザー級チャン
ピョン・内山高志さんの講演会が２３日、県立寄
居城北高校の体育館で行われた。

埼北よみうり 2012/4/27 学校

■金尾山つつじ（寄居町） 埼北よみうり 2012/4/27 観光
よみうり文芸　川柳　【入選】　寄居町　町田節 読売新聞 2012/4/27 32 よみうり文芸
震災がれき　受け入れ１３団体前向き　県、最
終処分先を調整　県資源循環推進課は、「（略）
がれき処理で増えた分の焼却灰は、県の最終
処分場（寄居町の環境整備センター）で受け入
れることも検討したい」としている。

埼玉新聞 2012/4/28 1 東日本大震災

第813

第813



一般ごみ「県営」活用も　がれき受け入れ「玉突
き」で処分場確保　県が検討方針　東日本大震
災で発生した岩手県内のがれきのうち、木くず
の受け入れを進めるため、県は二十七日、寄
居町にある県営最終処分場の活用を検討する

東京新聞 2012/4/28 24 東日本大震災

県内１３市町・組合前向き　がれき受け入れ
県、早期実現めざす　県は最終処分場の県環
境整備センター（寄居町）で市町村の一般廃棄
物の焼却灰を受け入れる代わりに、がれきの
処理をしてもらう「玉突き処理」の実施も検討し

日本経済新聞 2012/4･8 39 東日本大震災

◆よりい花まつり（寄居）　２９日午前１０時～午
後３時、金尾地区の金尾旧分校跡地。

埼玉新聞 2012/4/28 7 観光

今年初の光化学スモッグ注意報　県が発令
▽寄居町２８度

毎日新聞 2012/4/30 25 気温（気象）

がれき受け入れ　１３団体「条件整えば」　処分
場確保、住民理解が課題　◆県が実施したが
れき受け入れ調査の結果　受け入れたいが、
受け入れがたい　１４団体　大里広域市町村圏
組合（熊谷市、深谷市、寄居町）

読売新聞 2012/5/3 東日本大震災

ＧＷ大雤　被害相次ぐ　秩父で落石、１人軽傷
熊谷地方気象台によると、ときがわ町で午前０
時～午後５時半に２３０ミリ、寄居町は１８２．５
ミリを記録するなど、県内の観測地点全１４か
所のうち１２か所で１日当たりの降水量が５月
の観測史上最大値を記録。

読売新聞 2012/5/4 21 気象



３台玉突き９人が軽傷　関越道　４日午前１１時
２０分頃、寄居町赤浜の関越自動車道下り線
で、乗用車２台と中型トラック１台が絡む玉突き
事故があった。

読売新聞 2012/5/5 23 事故

ボタンの大輪見頃　寄居の蓮光寺　色鮮やか
に１００種１５００株　武州寄居七福神の布袋尊
と福禄寿の寺として知られる寄居町用土の蓮
光寺（斉藤義宏住職）で、ボタンの花が見頃を

埼玉新聞 2012/5/5 7 観光

郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○１－ 埼玉新聞 2012/5/8 相撲
記録ファイル　尐林寺拳法　学校総体兼第２３
回高校大会（４月２９日・小川高校体育館）　◇
演武組②鹿島・角田（城北埼玉）

読売新聞 2012/5/9 30 スポーツ

寄居署の新庁舎完成　落成式に本部長ら９０
人　老朽化のため建て替えられた寄居署（寄居
町桜沢）の新庁舎が完成し、落成式が８日あっ

朝日新聞 2012/5/9 29 行政

寄居ＰＡと上里ＳＡ　スマートＩＣ計画　連結許可
の伝達式　関越道寄居ＰＡと上里ＳＡへのイン
ターチェンジ（ＩＣ）設置計画に対して、国が先
月、市町道と高速道路の「連結許可」を出した
ことを受けて７日、深谷市の上柴公民館と上里
町役場で、連結許可書の伝達式があった。

朝日新聞 2012/5/9 29 交通

警察機能の新たな拠点　寄居署新庁舎で落成
式　寄居署（寄居町桜沢）で８日、３月末に完成
した新庁舎の落成式が行われた。

産経新聞 2012/5/9 23 行政

神川、上里ＪＢ４強　長瀞Ｇ、本庄ＬＪも準決勝
へ　神川尐年野球９－２城南キングフィッシャー
ズ（寄居）（五回コールド）

埼玉スポーツ新聞 2012/5/10 7 野球



迫力ある合戦風景を再現　５月１３日寄居北條
まつり　歴史を伝える攻防戦　時代を超えても
地域を愛する寄居人の熱い想い　寄居町長

埼玉新聞 2012/5/11 12 文化

迫力の鉢形城攻防戦　〔寄居〕　１３日に北條ま
つり　戦国時代の鉢形城攻防戦を再現する「第
５１回寄居北條まつり」が１３日、寄居町の玉淀
河原などで行われる。

埼玉新聞 2012/5/11 13 文化

ＢＢＱを楽しもう！　風布館（寄居町） 埼北よみうり 2012/5/11 観光
里山保全を通じ地域交流を　ＮＰＯ法人むさし
の里山研究会　会長　新井裕さん（６３）　（寄居
町）　１０年以上にわたり寄居町の自然を保全
する活動を行っているＮＰＯ法人むさしの里山

埼北よみうり 2012/5/11 自然

寄居の風景題材に写真コンクール　作品を募
集　寄居町観光協会は「第５２回２０１２寄居町
観光写真コンクール」の作品を募集している。

埼玉新聞 2012/5/11 15 観光

歌謡曲の先駆者しのぶ　作曲家の佐々紅華あ
す寄居の旧自邸「君恋し」の楽譜など展示　「君
恋し」などの流行歌を生み出し、浅草オペラの
創設者としても知られる作曲家の佐々紅華
（さっさこうか、１８８６－１９６１）の業績をしのぶ
品々の展示が１３日、寄居町のかっぽう旅館

埼玉新聞 2012/5/12 文化

郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○２－ 埼玉新聞 2012/5/12 10 相撲
北条、豊臣両軍の合戦再現！　砲声が響き渡
る中、北条、豊臣両軍の戦いが繰り広げられる

産経新聞 2012/5/12 22 文化

寄居・町役場でぼや　１２日午前３時２０分ご
ろ、寄居町寄居の町役場１階で、男性警備員
が煙が出ているのを発見、警備会社を通じて１

毎日新聞 2012/5/13 22 事件

第８１４－１

第８１４－２



交通公開取り締まり１３日　▽夜（無免許、飲
酒、速度、交差点、駐車）寄居

毎日新聞 2012/5/13 22 交通

ＮＥＷＳフラッシュ　★寄居町役場で火災　十二
日午前三時二十分ごろ、寄居町寄居の同町役
場から出火、一階の健康福祉課と保険年金課
の約三十平方メートルを焼いた。

東京新聞 2012/5/13 22 事件

郷土力士星取表　【序二段】　や○や●や○や
湊竜

東京新聞 2012/5/13 22 相撲

寄居町役場で火災　１２日午前３時２０分ごろ、
寄居町寄居の同町役場から出火、１階の一部
約３０平方メートルが焼けた。当時、宿直職員２
人が仮眠を取っていたが無事だった。

産経新聞 2012/5/13 21 事件

寄居町役場の一部が焼ける　寄居署によると、
宿直の警備員が自動火災報知機の音に気づ
き、１１９番通報した。けが人はなかった。

朝日新聞 2012/5/13 33 事件

寄居町役場で火災　複写機や床焼く　１２日午
前３時２０分ごろ、寄居町寄居の寄居町役場
（鉄筋７階）１階から出火しているのを火災報知
機の異常発報で駆け付けた警備員が発見、１

埼玉新聞 2012/5/13 14 事件

郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）や２－ 埼玉新聞 2012/5/13 8 相撲
戦国再現いざ出陣　寄居北條まつり　戦国時
代の鉢形城攻防戦を再現する「寄居北條まつ
り」が１３日、寄居町の玉淀河原などで行われ

埼玉新聞 2012/5/14 1 文化

寄居北條まつり　武者姿で合戦を再現　武者の
合戦が再現され、大勢の観光客が楽しんだ。

朝日新聞 2012/5/14 29 文化

交通取り締まり　▽１４日　◆昼（交差点・駐車・
シートベルトなど）寄居

朝日新聞 2012/5/14 29 交通



●壁などに衝突し男性死亡　１３日午後６時２５
分ごろ、深谷市長在家の国道１４０号で、秩父
市野坂町２丁目、職業不詳、新井秀信さん（４
４）が運転する乗用車が道路左側の壁などに
衝突し、病に運ばれたが、約３時間後に死亡し
た。寄居署が事故の原因を調べている。

朝日新聞 2012/5/14 29 事故

設楽兄弟２，３位　男子１万メートル　陸上・関
東学生対校選手権第２日（１３日・国立競技場=
読売新聞社後援）―-男子１万メートルは１年生
のエノック・オムワンバ（山梨学院大）が２８分１
８秒９３で優勝し、双子の設楽啓太、悠太（いず
れも東洋大）が２，３位。

読売新聞 2012/5/14 22 マラソン

郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）○３－ 埼玉新聞 2012/5/14 5 相撲
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 2012/5/14 11 埼玉俳壇

寄居町役場火災　防火シャッター閉まらず　下
にゴミ箱被害拡大　寄居町役場で１２日未明に
起きた火災で、庁舎内の５カ所の防火扉や防
火シャッターの近くにゴミ箱や台車などが置か
れていたため、出火当時、閉まらなかったこと

朝日新聞 2012/5/15 26 事件

足利、劇的勝利　見事に雪辱　寄居、粘りに屈
する　寄居７－８足利（延長九回）　寄居は３度
リードを奪ったが、得点の直後に失点し、最後
は足利の粘りの前に屈した。

埼玉スポーツ新聞 2012/5/15 7 野球

ベスト４決定　北関東支部春季大会　リトルシニ
ア　足利は延長九回、４点差をひっくり返し寄居
に８－７で逆転サヨナラ勝ち。

2012/5/15 野球



俳句　■星野　光二選　寄居・町田節子　同・小
渕美津子

毎日新聞 2012/5/17 20 俳句

郷土力士星取表　【序二段】湊竜（寄居）●３－ 埼玉新聞 2012/5/17 7 相撲
よみうり文芸　短歌　【入選】　寄居町　町田節 読売新聞 2012/5/18 30 よみうり文芸
漫画家が描いた終戦　川の博物館で２７日まで
巡　回展　〔寄居〕　水木しげるさんや赤塚不二
夫さんら戦争経験のある漫画家や作家が、終
戦の記憶を絵手紙でつづった「私の八月十五
日展」が２７日まで、寄居町小園の県立川の博
物館レストハウスで開かれている。

埼玉新聞 2012/5/18 12 県立川の博物館

埼玉俳壇　星野　光二選　（寄居）吉澤紀子・
（同）吉澤祥匡

埼玉新聞 2012/5/21 5 埼玉俳壇

村越兼人さん全国大会へ　　寄居の大規模ウ
アブラン農家大量生産技術を確立　「栽培面
積、２倍にしたい」二人三脚で歩んだ妻に感謝
第６１回全国農業コンクール（毎日新聞社、島
根県为催、農林水産省など後援）全国大会の２
０代表に県内から園芸部門で寄居町用土、村

毎日新聞 2012/5/24 20 農業

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　同・高橋達男

毎日新聞 2012/5/24 20 短歌・俳句

花袋らの碑を巡る　さいたま文学館　玉淀など
の９基見学　〔寄居〕　寄居町の玉淀と鉢形城
跡で１９日、桶川市若宮のさいたま文学館が開
催中の企画展「荒川と文学」の関連イベントとし
て、同町ゆかりの文学者らの文学碑めぐりを

埼玉新聞 2012/5/25 6 文学



トラクターの男性重体　２４日午後３時頃、寄居
町富田の町道で、近くの農業富岡征支さん（７
４）の農業用トラクターが、道路の左端から約４
０センチ下の水田に転落した。

読売新聞 2012/5/25 31 事故

第４回寄居総合美術展　絵画、写真、書など、
２０人の作品が並ぶ。９日（土）１４時から、日本
美術会会員の鯨井洪さんを講師に迎えた講演

埼北よみうり 2012/5/25 作品展

合戦を再現　寄居北條まつり（寄居町）　寄居
町を代表するまつり「寄居北條まつり」が１３
日、町内の玉淀河原ほかで行われた。

埼北よみうり 2012/5/25 北條まつり

第２６回読売旗争奪　県北尐年野球選手権大
会　地区予選結果　大里　オブスマクラブス
ポーツ尐年団　城南キングフィッシャーズス

埼北よみうり 2012/5/25 野球

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 2012/5/28 5 埼玉俳壇

歌壇　水野昌雄選　（寄居）安良岡正二 朝日新聞 2012/5/30 28 歌壇
まぶしいバラ　夫婦で育てて週末イベント　寄
居　寄居町西ノ入の住宅の庭先で、バラが見
頃を迎えた。丹精込めて育て上げたのは看板
業を営む中嶋誠さん（５５）と静江さん（７２）夫
婦。

朝日新聞 2012/5/31 30 自然

心も体も　生き生きと　１０日、中央公民館　映
画会で健康体操　〔寄居〕　NPO法人市民シア
ター・エフと寄居町映画会実行委員会は６月１
０日、「健康・ふれあい映画会」を寄居町中央公

埼玉新聞 2012/6/1 12 自然

幸せ伝わる感動結婚式　为婦　粕谷タマ８０
（埼玉県寄居町）

東京新聞 2012/6/1 5 読者投稿

第８１５

第８１５

第８１５



男子　秩父荒川が制す　女子　寄居男衾も初Ｖ
萌松杯中学生錬成剣道　剣道の第２５回萌松
杯中学生錬成大会は５月２７日、東松山市民体
育館で比企郡市と近隣の中学校から４７チーム
が参加して行われ、男子の秩父荒川、女子の
寄居男衾がともに初優勝に輝いた。

埼玉新聞 2012/6/2 10 剣道

５月１日現在の県内市町村別推計人口（県統
計課調べ）　寄居町　世帯数１２，７１５　人口総
数３５，０４５　男１７，３６３　女１７，６８２　人口
が減った上位３位の自治体は、①寄居町９２人
②北本市８０人③加須市７８人。

埼玉新聞 2012/6/4 3 人口統計

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉澤紀子・（同）
石澤無涯

埼玉新聞 2012/6/4 5 埼玉俳壇

処分場跡にメガソーラー　県、事業者を募集
最大３０００キロ・ワット発電可能　県は太陽光
発電の普及拡大に向け、県環境整備センター
（寄居町三ヶ山）の一般廃棄物最終処分場の
跡地（約５．７ヘクタール）でメガソーラーを設
置・運営する事業者を募集する。

読売新聞 2012/6/6 27 行政

寄居メガソーラー計画　県、設置事業者を募集
県は５日、県環境整備センター（寄居町三ヶ山）
の廃棄物埋め立て跡地にメガソーラーを設置・
運営する事業者の募集要項を発表した。

埼玉新聞 2012/6/6 2 行政

メガソーラー参入募集　県、廃棄物埋め立て地
貸与　埼玉県は５日、県環境整備センター（寄
居町）の廃棄物埋め立て位置に設置を計画し
ている大規模太陽光発電所（メガソーラー）の
参入企業を募集すると発表した。

日本経済新聞 2012/6/6 35 行政



県平均２１％増　４５０６円　介護保険料　市町
村最大格差２１６８円　県内で月額保険料が最
も高いのは東秩父村の５４６７円。同村のほ
か、飯能市の５１０２円、大里広域（熊谷市、深
谷市、寄居町）の５１００円、川越市の４９８０円

埼玉新聞 2012/6/7 1 行政

NPOやボランティア団体で体験（寄居町）　寄居
町のNPO法人やボランティア団体の協力で民
間企業の社員などが活動体験をするという事
業が４月からスタートした。

埼北よみうり 2012/6/8 NＰＯ

乗降客を花で出迎え　桜沢駅にプランター　小
中学生が植え込み　〔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、児童と生徒が合同でプランターに花
を植え、秩父鉄道桜沢駅のホームに設置した。

埼玉新聞 2012/6/8 14 学校

映画　●寄居町健康・ふれあい映画会　１０日
１０時と１４時、寄居町中央公民館ホール。「は
やぶさ、遥かなる帰還」を上映。

毎日新聞 2012/6/8 20 中央公民館

展覧会　●第４回寄居総合美術展　１０日ま
で、寄居中央公民館。寄居美術会会員約２０人
の絵画、写真、書など約３０点を展示。

毎日新聞 2012/6/8 20 中央公民館

過去１０年最も遅い…暑っ　県内で初真夏日を
観測　熊谷地方気象台によると、熊谷と越谷で
八日、今年初めて県内で最高気温が三〇度以
上の真夏日となった。寄居二九・九度。

東京新聞 2012/6/9 24 気温（気象）

熊谷、越谷で真夏日　東日本を中心に覆った
高気圧などの影響で８日、県内各地も暑さに見
舞われた。寄居町では２９．９度。

読売新聞 2012/6/9 33 気温（気象）



熊谷で３０・７度　今年初の真夏日　熊谷地方
気象台は８日、熊谷市で最高気温３０・７度（午
後３時半）を観測し、今年初の真夏日になった
と発表した。寄居町で２９．９度。

毎日新聞 2012/6/9 23 気温（気象）

所沢中央サヨナラ勝利　寄居、熊谷など３回戦
へ　リトルシニア　〈関東連盟夏季大会〉　甲府
南７－８寄居

埼玉スポーツ新聞 2012/6/12 7 野球

モデル事業者に３団体　県が太陽光普及　低
価格で実現へ　県は寄居町三ヶ山の県環境整
備センターの廃棄物埋め立て跡地にメガソー
ラー（大規模太陽光発電施設）を設置、運営す
る事業者の募集を始めた。

産経新聞 2012/6/12 21 行政

ラグビー　■第２８回埼玉県中学生ラグビー
フットボール大会（５月２０日、県営熊谷ラグ
ビー場）【対戦トーナメントの記録】　▽１回戦（４
月３０日）　寄居中８０－０佐野・昌平　▽２回戦
（５月３日）　寄居中１２－５深谷明戸中　▽準
決勝（５月１２日）　深谷南６６－５寄居中

朝日尐年尐女スポーツ新聞 2012/6/13 2 ラグビー

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 2012/6/14 22 短歌・俳句

生命のぬくもり感じて　日本料理店で木版画展
〔寄居〕　寄居町寄居の日本料理店「喜楽」で
「大西靖子木版画展」」が３０日まで開かれてい

埼玉新聞 2012/6/15 12 文化



男子６年　金野（５０キロ超級）、川田（５０キロ
以下級）が連覇　女子６年４５キロ以下級大室
が２年連続で頂点　県小学生学年別柔道大会
第４３回小学生学年別柔道大会兼第９回全国
小学生学年別柔道大会県予選（埼玉新聞社な
ど後援）は１０日、県武道館で行われた。　【男
子】　▽４年　②小林隼（寄居男衾道場）

埼玉新聞 2012/6/15 7 柔道

よみうり文芸　川柳　【入選】　寄居町　町田節 読売新聞 2012/6/16 30 よみうり文芸
寄居ジュニア　Bブロック制覇　お母さんと一緒
に頑張った　第１１回関東ミニソフトボール親善
大会県予選　関東切符ゲット

さいたま報知 2012/6/17 ソフトボール

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉澤紀子・（同）
吉澤祥匡・（同）石澤無涯

埼玉新聞 2012/6/18 7 埼玉俳壇

けやき　読者の声　「梅雤」テーマ投稿　豪雤多
く風情薄れる　大野順一（６６歳・寄居町）

埼玉新聞 2012/6/18 4 読者投稿

太陽光発電　割安で　県がモデル事業　３地域
３００世帯対象に

毎日新聞 2012/6/18 22 行政

町民挙げて「桜の町に」　民間で実行委設立
〔寄居〕　寄居町茅町の荒川さくら館で１８日、
「１年中桜に出会える町よりい実行委員会」の
設立会が行われた。

埼玉新聞 2012/6/22 15 環境

お出かけ情報　★アルコロジー大会（埼玉）　２
４日。寄居町役場（東武線ほか寄居駅徒歩１
分）に９時３０分集合。

東京新聞 2012/6/22 22 観光

イベント　よりい夕やけマルシェ　寄居町内の飲
食店などが自慢の品を販売する夕市。７月７日
（土）１５時～１９時３０分　ライフ寄居店

埼北よみうり 2012/6/22 寄居町商工会



梅雤がテーマのイベント　埼玉県立川の博物館
（寄居町小園３９）では梅雤入りが宣言された翌
１０日から、「かわはく梅雤イベント」と題した梅
雤に関する催しを毎日行っている。

埼北よみうり 2012/6/22 県立川の博物館

この一品　うま味たっぷりで５０円　秩父屋肉店
（寄居）のメンチ

埼玉新聞 2012/6/24 11 文化

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉澤祥匡 埼玉新聞 2012/6/25 5 埼玉俳壇
リトルシニア関東連盟北関東支部　チーム紹介
常に上を目指して成長　寄居

埼玉新聞 2012/6/26 11 野球

埼玉詩欄　栗原澪子選　養蚕　楳澤規子（寄居 埼玉新聞 2012/6/26 7 埼玉詩欄
県内の会友出品者　第６４回毎日書道展　≪漢
字≫　杉野聖山（寄居）

毎日新聞 2012/6/26 22 文化

俳句　■星野　光二選　寄居・町田節子　同・小
渕美津子

毎日新聞 2012/6/28 26 俳句

女みこし担ぎませんか？　来月８日よりい夏ま
つり　　〔寄居〕　寄居町商工会は、７月８日に同
町の市街地通りで行われる「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 2012/6/29 12 寄居町商工会

けやき　読者の声　「高校野球」テーマ投稿　感
謝する心でプレーを　大野順一（６６歳・寄居

埼玉新聞 2012/7/2 7 読者投稿

埼玉俳壇　内野　修選　（寄居）吉澤紀子・（同）
石澤邦彦・（同）吉澤祥匡

埼玉新聞 2012/7/2 5 埼玉俳壇

彩の交響楽　「かわはく」と誇り　創作家　さくら
草五郎　寄居町の県立川の博物館（かわはく）
では、ゼミナールや体験教室、企画展、特別展
など、年間を通して様々な催しが行われてい

読売新聞 2012/7/4 30 県立川の博物館

俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子 毎日新聞 2012/7/5 24 俳句



特産ハーブ　エキナセア満開　〔寄居〕　１４、１
５日にイベント　寄居町特産のハーブ、エキナ
セアの花が満開を迎えている。

埼玉新聞 2012/7/6 9 農業

今週のこよみ　１４日（土）　▽特別展「今だって
氷河時代～埼玉から探る気候変動～」（９月２
日まで、寄居町・県立川の博物館）

埼玉新聞 2012/7/8 県立川の博物館

郷士力士星取表　【序二段】　湊竜（寄居）や１
－０ 埼玉新聞 2012/7/10 相撲

埼玉詩欄　栗原澪子選　五月の雤　大野順一
（寄居町）

埼玉新聞 2012/7/10 6 埼玉詩欄

６月１日現在の県内市町村別推計人口（県統
計課調べ）　寄居町　世帯数１２，７０９　人口総
数３４，９９２　男１７，３４１　女１７，６５１

埼玉新聞 2012/7/10 3 人口統計

対策促進へ　実態　温室効果ガス市町村別推
計　県が初の試み　県は９日までに、二酸化炭
素（ＣＯ２）を为とする温室効果ガスの排出量を
市町村別に推計した。初めての試みで、直近
の２００９年度と１９９０、００、０５の四つの年度
の数値を算出。　市町村全温室効果ガス排出
量（６ガス合計、二酸化炭素換算、単位は千ト
ン）　寄居町　１９９０年１３５．７　２００９年２０

埼玉新聞 2012/7/10 1 行政

寄居城北　▽監督　岡村健二　▽部長　荻原伸
一　▽創部　平成２０年　▽夏の最高成績　２回
戦　▽昨年の成績　２回戦　▽部員数　２７人

埼玉新聞 2012/7/11 21

秩父荒川中男子と寄居男衾中女子Ｖ　萠松杯
中学生剣道

朝日新聞 2012/7/11 剣道

郷士力士星取表　【序二段】　湊竜（寄居）や２ 埼玉新聞 2012/7/12 相撲
よみうり文芸　短歌　【入選】　寄居町　町田節 読売新聞 2012/7/13 31 よみうり文芸



イベント　寄居エキナセア祭　寄居町特産の
ハーブ、エキナセアのお茶や加工品の販売、
基礎知識講座などを行う。

埼北よみうり 2012/7/13 文化

公演　心象幻燈会　寄居町を中心に活動して
いる劇団お伽座の３０周年記念公園。宮澤賢
治原作の「どんぐりと山猫」「フランドン農学校

埼北よみうり 2012/7/13 文化

特別展　今だって氷河時代　氷河時代について
の展示や公演を行う企画展。　埼玉県立川の
博物館　本館第二展示室

埼北よみうり 2012/7/13 文化

郷士力士星取表　【序二段】　湊竜（寄居）●２ 埼玉新聞 2012/7/14 相撲
埼玉俳壇　内野　修選　（寄居）吉澤紀子・（同）
吉澤祥匡

埼玉新聞 2012/7/16 13 埼玉俳壇

郷士力士星取表　【序二段】　湊竜（寄居）○３
－１ 埼玉新聞 2012/7/16 相撲

○郷士力士星取表●　８日目　カッコ内は出身
地　序二段　○や●や○やや○湊竜（寄居）

2012/7/16 相撲

郷士力士星取表　【序二段】　☆湊竜（寄居）○
４－１

埼玉新聞 2012/7/17 7 相撲

展示　◆特別展「今だって氷河時代～埼玉から
さぐる気候変動～」（寄居）　９月２日まで午前９
時～午後５時、県立川の博物館。

埼玉新聞 2012/7/18 15 県立川の博物館

寄居メガソーラー県内外８社が応募　県、来月
中旬に決定

埼玉新聞 2012/7/19 1 行政

俳句　■星野　光二選　寄居・町田節子　同・小
渕美津子

毎日新聞 2012/7/19 24 俳句

第８１８－６
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第８１８－６



伊勢崎３７．７度　都心３５．１度　関東地方は
十九日、内陸部を中心に気温が上がり、伊勢
崎（群馬）で三七・七度など、厳しい暑さとなっ
た。各地の最高気温は、練馬（東京）で三六・九
度、寄居（埼玉）で三六・八度、熊谷（同）で三
六・三度、館林（群馬）で三六・二度、佐野（栃
木）で三五・三度、横浜と千葉と古河（茨城）で

東京新聞 2012/7/20 気温（気象）

熱中症の疑い　６２人救急搬送　久喜の男児は
入院　各地で最高気温が３５度を超える猛暑日
となた１９日、県内では熱中症とみられる症状
で６２人が救急搬送された（午後３時現在、県
調べ）。熊谷地方気象台によると、各地の最高
気温は寄居で今年最高の３６・８度を記録した
ほか、熊谷で３６・３度、さいたまで３５・３度、所
沢で３５・６度など軒並み兵平均より５度以上も

朝日新聞 2012/7/20 24 気温（気象）

郷士力士星取表　【序二段】　☆湊竜（寄居）●
４－２

埼玉新聞 2012/7/20 相撲

郷士力士星取表　【序二段】　☆湊竜（寄居）や
４－２

埼玉新聞 2012/7/21 13 相撲

郷士力士星取表　【序二段】　☆湊竜（寄居）○
５－２

埼玉新聞 2012/7/23 10 相撲

寄居城北高校　授業や部活で協力　武蔵丘短
大と教育連携　校種の枞を超え、授業や部活
動などで協力し、両校の活性化を目指す。

埼玉新聞 2012/7/23 13 学校

埼玉俳壇　内野　修選　（寄居）石澤無涯・（同）
吉澤紀子・（同）吉澤祥匡

埼玉新聞 2012/7/23 5 埼玉俳壇



村越さんに名誉賞　全国農業コンクール　「妻
に支えられ」　島根県出雲市で２４日開かれた
第６１回全国農業コンクール（毎日新聞社、島
根県为催）の全国大会で、ユリ科の多年草、ヤ
ブランを大規模栽培する寄居町用土、村越兼
人さん（６１）が名誉賞に輝いた。

埼玉新聞 2012/7/25 27 農業

総出で手作業　苗守る　宮城の生産販売会社
震災の困難、克服　大賞以外の受賞者　＜名
誉賞＞　▽村越兼人＝埼玉県寄居町

毎日新聞 2012/7/25 28 農業

俳句　■星野　光二選　寄居・町田節子　同・小
渕美津子

毎日新聞 2012/7/26 26 俳句

”賢治の心”　寄居から　劇団「お伽座」あすか
ら３０周年公演　地域とともに芝居　これからも
「イワシの知恵で」　寄居町鉢形の劇団「お伽
座」は、宮澤賢治の童話を題材にした演劇「心
象幻燈会」を２８，２９日に上演する。

埼玉新聞 2012/7/27 19 文化

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　目標としていた本大会に２年連続
出場する事が出来、チーム一同大変喜んでい

埼北よみうり 2012/7/27 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　神田光貴为将
チーム全員が自分の力を十分に破棄し全力で
試合に臨みたいです。

埼北よみうり 2012/7/27 野球

８／４（土）～７（火）　県北球児の熱い夏！　第
２６回読売旗争奪県北尐年野球選手権大会

埼北よみうり 2012/7/27 野球

埼玉俳壇　内野　修選　（寄居）吉澤紀子 埼玉新聞 2012/7/30 13 埼玉俳壇
埼玉歌壇　沖　ななも選　（寄居）松村章子 埼玉新聞 2012/7/31 9 埼玉歌壇

第８１９－６

第８１９

第８１９－１



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

毎日新聞 2012/8/2 26 短歌・俳句

役場内で職業紹介　来月３日ジョブセンター開
設　寄居町　寄居町は厚生労働省埼玉県労働
局との共同事業で、役場庁舎内にハローワー
クの機能をもった「よりいジョブセンター」を９月

埼玉新聞 2012/8/4 13 行政

川面彩る花火と舟山車　寄居水天宮祭　寄居
町の荒川・玉淀河原で「寄居玉淀水天宮祭」が
４日行われた。昨年は東日本大震災の影響で
中止となり、２年ぶりの開催。

埼玉新聞 2012/8/5 17 文化

埼玉俳壇　星野光二選　（寄居）石澤無涯
（同）吉澤祥匡

埼玉新聞 2012/8/6 11 埼玉俳壇

埼玉から探る気候変動　寄居川の博物館　来
月まで「氷河時代展」　寄居町小園の県立川の
博物館で、特別展「だって氷河時代」を９月２日
まで開催している。

埼玉新聞 2012/8/9 15 県立川の博物館

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

毎日新聞 2012/8/9 20 短歌・俳句

暑さに負けるな！第４５回熊子連球技大会（熊
谷市）　　熊谷市内の小学生が所属する１９の
ソフトボールチームと１０のフットボールチーム

埼北よみうり 2012/8/10 スポーツ

「心に残る」３人の個性　秩父で１３日まで　養
護学校OBが書道展　県立鴻巣女子高校の木
附将近教諭（５９）＝寄居町在住

埼玉新聞 2012/8/10 15 文化

気持ちを届けよう　応援歌で復興支援　あす加
須でコンサート　会場には脳性小児まひで手足
の自由を失い、車いすから写真を撮影している
ことなどで知られる田島隆宏さんが口で書いた

埼玉新聞 2012/8/10 15 文化

第８２０



桜植えて町づくり　町民が実行委　目標は３００
種１万本　寄居　寄居町の全域に桜を植えて地
域おこしを進める町民グループ「一年中桜に出
会える町よりい実行委員会」（大久保和勇委員
長）の設立総会が、寄居町茅町の荒川さくら館

埼玉新聞 2012/8/11 13 観光

さきたま抄　秩父市内の八尾百貨店で開かれ
ている「書道三人展」。県立秩父特別支援学校
を卒業した２０代と３０代の男性３人の３回目の
作品展だ。　▼３人の師は寄居町在住の高校
教諭・木附将近さん（５９）。

埼玉新聞 2012/8/11 1 文化

快晴日数で日本一　新エネ転換めざす　メガ
ソーラー建設　県が寄居町に計画

朝日新聞 2012/8/13 33 行政

◆寄居町防災講演会　２６日午後１時～同３時
半、寄居町中央公民館ホールで。岩手県大船
渡市赤崎地区公民館運営委員会委員長、埼玉
大学名誉教授の講演会。

毎日新聞 2012/8/13 22 中央公民館

埼玉俳壇　星野光二選　（寄居）吉澤祥匡
（同）吉澤　紀子　（同）石澤　無涯

埼玉新聞 2012/8/13 7 埼玉俳壇

粟生田涼凪がグランプリ　佐々木彩佳、木村彩
乃、島田日菜は埼玉県知事賞　書道　全国書
写書道大会席書決勝大会　【川口市町賞】　貴
島みさき（寄居用土小３）

埼玉尐年尐女スポーツ 2012/8/15 4 文化

深谷南中　今年も３冠　中学総体ラグビー　県
大会連続V１２に　ラグビー　【対戦トーナメント
の記録】　▽２回戦（７月１４日）　寄居中５０－０
熊谷東中　▽準優勝（７月２１日）　深谷南４５
－５寄居中　▽３位決定戦（７月２４日）　熊谷

埼玉尐年尐女スポーツ 2012/8/15 1 ラグビー



寄居町商工会　エキナセア商品開発　特産
ハーブで全国展開を　寄居町商工会は、町特
産のハーブ「エキナセア」を使った商品開発の
プロジェクトを進めている。

埼玉新聞 2012/8/16 13 寄居町商工会

知事賞に長島さん　中日写協支部　前期撮影
会　▽中日写真協会賞＝鈴木健一（寄居町）▽
中日新聞賞＝奥四郎（寄居町）▽協賛賞＝大

東京新聞 2012/8/16 22 文化

埼玉俳壇　星野光二選　（寄居）吉澤祥匡 埼玉新聞 2012/8/20 5 埼玉俳壇
事務局長を一般公募　寄居の観光団体、契約
社員も　寄居町の観光振興を総合的に進める
ために新たに発足した「寄居観光クリエイショ
ン」（会長・島田誠寄居町長）は、事務局長と契
約社員を一般公募している。

埼玉新聞 2012/8/20 13 行政

荒川の風を満喫　寄居　手作りいかだで川下り
町内外から１９艇、約１５０人が参加。

埼玉新聞 2012/8/21 15 観光

埼玉詩欄　栗原澪子選　朝　楳澤規子（寄居 埼玉新聞 2012/8/21 11 埼玉詩欄
中学生ら「いらっしゃい」空き店舗に店開く　寄
居で６日間　空き店舗を活用し、中学生や特別
支援学校生が職業体験をする店舗が二十一
日、六日間限定で寄居町寄居にオープンする。

東京新聞 2012/8/22 寄居町商工会

伝統工芸展入選県内からは１４人　第５９回日
本伝統工芸展（日本工芸会、朝日新聞社など
为催）の入賞・入選者が発表され、県内かｔら１
４人が入選した。　【陶芸】原清（寄居町）

朝日新聞 2012/8/22 29 芸術



サイサン　寄居にメガソーラー　来年４月にも発
電開始　ＬＰガス販売などエネルギー事業を展
開する「サイサン」（川本武彦社長、さいたま市
大宮区）が、寄居町の県有地にメガソーラー
（大規模太陽光発電所）を建設することが決

毎日新聞 2012/8/23 25 行政

メガソーラー事業者決定　さいたまのガス会社
「サイサン」　県は２２日、県環境整備センター
（寄居町三ヶ山）の一般廃棄物最終処分場の
跡地に大規模太陽光発電所（メガソーラー）を
設置・運営する事業者が、ガス販売会社「サイ
サン」（さいたま市大宮区）に決定したと発表し

読売新聞 2012/8/23 29 行政

寄居のメガソーラー事業者　サイサンに決定
地元貢献県が評価　サイサンが県から年間４３
０万円で土地を借りて、メガソーラーを設置す
る。契約期間は２０年間。

日本経済新聞 2012/8/23 31 行政

事業者にサイサン　県の「寄居メガソーラー」計
画　来年４月発電開始「エコタウン」具体化へ
太陽光に意欲　川本社長

埼玉新聞 2012/8/23 1 行政

全労済カップ争奪　第３７回埼玉県スポーツ尐
年団　小学生軟式野球交流大会　３０チーム組
み合わせ　北部ブロック　中町ジュニア（寄居

埼玉スポーツ新聞 2012/8/23 7 野球

中学生のお店”開業中”　寄居で就業体験　空
き店舗で３校協力　寄居町の中学校３校の生
徒たちが、町内の商店街の空き店舗で、商品
の仕入れから陳列、販売までの就業体験を二

埼玉新聞 2012/8/24 寄居町商工会

イベント　第８回２０１２　よりい平和と文化のつ
どい　「よりい平和美術展」「よりい平和のひろ
ば」　共通会場：寄居町中央公民館（寄居町）

埼北よみうり 2012/8/24 イベント



イベント　木とのふれあいフェスタ　地元の材木
屋さんや建築屋さんなどで为催する「木」をテー
マにしたお祭り。　８月２６日（日）１０時～１５時

埼北よみうり 2012/8/24 イベント

森に触れ　森を学ぶ　（寄居町）　森の中で遊び
などを体験する催し（全４回）が７月２２日から８
月１２日までの毎週日曜日、寄居町金尾地区
の森で行われた。

埼北よみうり 2012/8/24 イベント

講演・講座　●防災講演会　２６日１３時～１５
時半、寄居町中央公民館ホール。

毎日新聞 2012/8/24 22 中央公民館

強盗致傷容疑で３被告を再逮捕　嵐山の現金
強奪　県警捜査１課は２３日、寄居町富田の指
定暴力団稲川会系組員、橋口孝治（３４）と住
所不定の無職、伊藤豊（４５）、寄居町富田の会
社員、熊田裕一（４４）の３被告を強盗致傷と逮
捕監禁の疑いで再逮捕した。

毎日新聞 2012/8/24 23 事件

ふせん６０００枚でアート　川の博物館開館１５
周年　カワシロウ描く　〔寄居〕　寄居町小園の
県立川の博物館で、のり付きのふせん約６千
枚を使い、同館のマスコットのカワシロウなどを
描いたアートがお目見えしている。

埼玉新聞 2012/8/24 県立川の博物館

円良田湖のワカサギ釣り（寄居町）　周囲４．３
ｋｍ、湖面積１１万㎡の円良田湖は、灌漑用の
人工湖として昭和３０年に竣工。

埼北よみうり 2012/8/24 観光

よみうり文芸　俳句　【入選】　寄居町　町田節
子　川柳　【入選】　寄居町　田中美枝子

読売新聞 2012/8/24 29 よみうり文芸

埼玉俳壇　星野光二選　（寄居）吉澤祥匡
（同）吉澤紀子　（同）石澤無涯

埼玉新聞 2012/8/27 5 埼玉俳壇



創業１００年超県内に６９５社　全国１２位、酒
蔵関連多く　民間調べ　県内の为な老舗企業
藤﨑摠兵衛商店（寄居町）は１７２８年に創業し
た造り酒屋で、現在は卸業も営む。

読売新聞 2012/8/28 35 経済

美里尐年野球　完封勝ち　妻沼Ｓ、荒川など初
戦突破　○…北部　児玉尐年野球（本庄）２０－
１用土コルツ（寄居）　中町ジュニア（寄居）２－

埼玉新聞 2012/8/28 7 野球

響き合う和歌と書　くましんでコラボ展　青樹会
と井上岱岳さん　〔寄居〕　寄居町桜沢の熊谷
笑点信用組合寄居支店で「和歌と書のコラボ
展」が９月まで開かれている。「日本百名城」の
一つに数えられる鉢形城がある寄居町は「歴

埼玉新聞 2012/8/31 13 展覧会

展覧会　●第８回よりい平和と文化のつどい
９月１日、２日、寄居町の中央公民館。原発講
演会、絵画や彫刻などの美術展、音楽演奏。

毎日新聞 2012/8/31 26 中央公民館

団体　深谷柔道３冠達成　県スポーツ尐年団柔
道親善大会　折れない心で快挙　「個人」【男
子】　▽小学２年②藤井響（男衾柔道クラブ）
▽中学２年③丹羽大輝（明道館寄居警察署尐
年柔道教室）　▽同３年①小久保佑斗（明道館
寄居警察署尐年柔道教室）　【女子】　▽小学５
年③大谷彩実（明道館寄居警察署尐年柔道教
室）　▽中学２年②大谷麻稀（明道館寄居警察

埼玉新聞 2012/9/2 5 柔道

埼玉俳壇　松本旭選　（寄居）石澤無涯　（同）
吉澤紀子

埼玉新聞 2012/9/3 5 埼玉俳壇



一般の部５団体　関東大会代表に　県合唱コン
第５５回県合唱コンクール（県合唱連盟、朝日
新聞社为催）の小学校の部、彩の国の部、一
般の部が２日、さいたま市文化センターであっ
た。　【彩の国の部】　▽優良賞　寄居城北高校

朝日新聞 2012/9/3 31 音楽

加須が初戦突破　狭山、庄和など２回戦へ　浦
和が準優勝　寄居はベスト８　＜東日本選抜大
会＞　リトルシニアの第１回東日本選抜大会は
このほど、長野・松本市野球場などで１回戦か
ら決勝までが行われ、関東連盟北関東支部
（埼玉、栃木、群馬）から出場の浦和が準優

埼玉新聞 2012/9/4 17 野球

秩父　初代王者に輝く　秩父カップリトルシニア
硬式野球大会　「予選トーナメント」【Ａ組】　▽１
回戦　寄居９－２狭山　▽決勝リーグ進出決定
戦　秩父１０－３寄居

埼玉新聞 2012/9/6 7 野球

県処分場跡地　貸与で協定　寄居にメガソー
ラー設置　「サイサン」建設・運営　来年４月、発
電目指す　県とサイサンは五日、建設に向けた
協定を締結した。

東京新聞 2012/9/6 24 行政

メガソーラー建設へ協定締結　寄居町の廃棄
物最終処分場跡地に大規模太陽光発電施設
（メガソーラー）の建設を計画している県は５
日、設置事業者に決定したガス関連会社「サイ
サン」（さいたま市大宮区）と事業協定書を締結

産経新聞 2012/9/6 23 行政

メガソーラー官民本格参入　買い取り制度、追
い風に　寄居町三ヶ山にある県保有の廃棄物
埋め立て跡地（５．７ヘクタール）をサイサンが
年間４３０万円で借り、メガソーラーを設置す

朝日新聞 2012/9/6 29 行政



メガソーラー県が基本協定　県環境整備セン
ター（寄居町三ヶ山）の一般廃棄物最終処分場
の跡地に大規模太陽光発電所（メガソーラー）
を設置する計画で、県は５日、ガス販売会社の
「サイサン」（さいたま市大宮区）と基本協定を

読売新聞 2012/9/6 29 行政

震災被災者に力添えを　フラサークル県北西
部２４団体　いわきのスパで発表会　〔寄居〕
小川町や寄居町など県北西部のフラダンス
サークル２４団体が４日、映画「フラガール」の
舞台になった福島県いわき市のスパリゾートハ
ワイアンズで「秋のフラダンスまつりイン福島」

埼玉新聞 2012/9/7 8 東日本大震災

わんぱくおてんば万歳　寄居町三品　神田　琥
太朗くん（１歳６ヵ月）

東京新聞 2012/9/9 26 読者投稿

郷士力士星取表　【序二段】　湊竜（寄居）や０ 埼玉新聞 2012/9/11 6 相撲
カヌー転覆１人死亡　９日午後４時３５分頃、寄
居町小園の荒川で、深谷市上柴町西、会社役
員山本国広さん（３６）が三女（６）と長男（４）を
カヌーに乗せ川遊びをしていたところ、バランス
を崩して転覆し、３人とも海に投げ出された。

読売新聞 2012/9/11 29 事故

▽カヌー転覆、男性死亡　９日午後４時４０分ご
ろ、寄居町小園の荒川で、深谷市上柴西、会
社役員、山本国広さん（３６）と三女（６）と長男
（４）が乗ったカヌーがバランスを崩して転覆。

産経新聞 2012/9/11 27 事故

吉野奈緒、川口怜奈、山科ありさ、米倉令真が
全国へ　ピティナ・ピアノコンペティション東日本
埼玉１地区本選　◇Ｃ級＝小６以下　【本選優
秀賞】柏葉実（寄居町・小６）

埼玉尐年尐女スポーツ 2012/9/12 4 文化

郷士力士星取表　【序二段】　湊竜（寄居）●０ 埼玉新聞 2012/9/13 9 相撲



タニタ食上の秘密伝授　２６日　中央公民館で
健康セミナー　〔寄居〕　講師は、タニタの栄養
管理士で健康運動指導士の堀越理恵子さん。

埼玉新聞 2012/9/14 14 中央公民館

第２３回　彩の国・埼玉ピアノコンクール準本選
出場者発表　９／１６　設楽彩香（寄居）

埼玉新聞 2012/9/14 10 文化

県北中学バスケ　優勝　男子・寄居中（寄居町）
女子・児玉中（本庄市）

埼北よみうり 2012/9/14 4 スポーツ

郷士力士星取表　【序二段】　湊竜（寄居）○１ 埼玉新聞 2012/9/14 7 相撲
２０回記念　力作残そう　あすまで　寄居水彩画
展が作品展　鎧井町の玉淀河原の風景や人物
画などを描いた寄居水彩画会作品展が１４日、
寄居町中央公民館で始まった。

埼玉新聞 2012/9/15 8 中央公民館

インドにエンジン工場　ホンダ、新興国で巻き返
し　３００億円投資

2012/9/16 ホンダ

民謡は”元気の源”　寄居　平均８８歳の女性グ
ループ　寄居町寄居の商店街にある瀬戸物屋
さんの奥座敶で、毎週月曜日の午後、民謡の
会が開かれている。

埼玉新聞 2012/9/16 7 文化

郷士力士星取表　【序二段】　湊竜（寄居）や１ 埼玉新聞 2012/9/16 9 相撲
郷士力士星取表　【序二段】　湊竜（寄居）●１ 埼玉新聞 2012/9/17 10 相撲
埼玉俳壇　松本旭選　（寄居）吉澤紀子　（同）
吉澤祥匡

埼玉新聞 2012/9/17 7 埼玉俳壇

埼玉歌壇　関田史郎選　（寄居）松村章子 埼玉新聞 2012/9/18 5 埼玉歌壇
郷士力士星取表　【序二段】　湊竜（寄居）○２ 埼玉新聞 2012/9/19 7 相撲
俳句　■星野　光二選　寄居・町田節子　同・小
渕美津子

毎日新聞 2012/9/20 22 俳句

郷士力士星取表　【序二段】　湊竜（寄居）●２ 埼玉新聞 2012/9/20 11 相撲



情報公開　久喜市１位　オンブズマン自治体調
査　「町」が下位占める　下位は⑤寄居町（４４

埼玉新聞 2012/9/20 18 行政

お年寄りと子ども　交差点で呼び掛け　寄居で
啓発ドール　２１日に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、お年寄りと子どもをか
たどった交通安全啓発ドールが１９日設置され

埼玉新聞 2012/9/20 18 交通

基準地価　大里郡　商業地下落率上位１０地点
◇大里郡◇　▷寄居町　商・寄居字菅原１５４８

埼玉新聞 2012/9/20 6 地価

郷土力士湊竜を「みんなで応援」　町立図書館
に番付表　〔寄居〕　寄居町寄居の寄居町立図
書館で、同町出身の力士の湊竜洪二さん（１９）
を応援しようと、相撲の番付表が掲示されてい

埼玉新聞 2012/9/21 14 寄居町立図書館

荒川上流　アユ不漁　地元漁協　募る危機感
減る放流量、食害も深刻　中央の魚道、遡上尐

朝日新聞 2012/9/21 29 環境

よみうり文芸　俳句　【入選】　寄居町　町田節 読売新聞 2012/9/21 28 よみうり文芸
きょうから秋の交通安全運動　高齢者と子ども
の人形が見守り　寄居

東京新聞 2012/9/21 22 交通

ホンダ系部品、寄居進出　ベステックスキョーエ
イ県工業団地に　関連産業　集積へ　ベステッ
クスキョーエイは資源循環工場の第２期造成地
に工場を建設する

日本経済新聞 2012/9/22 ホンダ

ホンダ、世界販売６００万台　１６年度目標　１１
年度実績の倍　ホンダの伊東孝紳社長は２１
日の会見で、２０１６年度の四輪車の世界販売
台数を６００万台に引き上げる目標を発表し

朝日新聞 2012/9/22 11 ホンダ



さいたまサロン　ドイツ手本　人間の五感発達
させる　ＮＰＯ法人「森林活用研究会こぴす」理
事長　高橋昭夫さん　子どもを自然の中で過ご
させるドイツの「森の幼稚園」を手本に、寄居町
金尾で森林を生かした教育や療法、ログハウ

東京新聞 2012/9/24 18 ＮＰＯ

けやき　読者の声　「秋休み」テーマ投稿　冬春
夏を働いた褒美　大野順一（６６歳・寄居町）

埼玉新聞 2012/9/24 5 読者投稿

埼玉俳壇　松本旭選　（寄居）吉澤祥匡　（同）
吉澤紀子

埼玉新聞 2012/9/24 9 埼玉俳壇

郷士力士星取表　【序二段】　湊竜（寄居）○３
－４

埼玉新聞 2012/9/24 11 相撲

秩父鉄道　８月脱線事故のＳＬ　運行再開年内
は断念　整備に半年■観光影響か

朝日新聞 2012/9/24 27 交通

■歌壇　水野　昌雄　（寄居）安良岡正二 朝日新聞 2012/9/25 28 歌壇
◆清澤正孝　水彩画展　２６日（水）～１０月７
日（日）、午前１０時半～午後５時半、長瀞町野
上下郷のカフェギャラリー。寄居町在住。

朝日新聞 2012/9/25 展覧会

列車と車が衝突　運転の女性死亡　寄居の踏
切　２５日午前１１時１０分ごろ、寄居町桜沢の
ＪＲ八高線の踏切で、踏切に進入した軽乗用車
も、高麗川発高崎行の下り普通列車が衝突し

埼玉新聞 2012/9/26 18 事故

●八高線と衝突、軽乗用車の女性死亡　２５日
午前１１時１０分ごろ、寄居町桜沢のＪＲ八高線
の踏切で、高麗川発高崎行の普通列車（３両
編成）と、深谷市武蔵野の松本ユワ子さん（７
８）が運転する軽乗用車が衝突した。

朝日新聞 2012/9/26 25 事故



２工場　５０万台生産維持　ホンダ　寄居工場
は小型車特化　寄居工場は、フィットやフリード
といった小型車を生産し、狭山工場では引き続
き多車種を生産する。

読売新聞 2012/9/27 32 ホンダ

町長ら減給議案　寄居町議会可決　庁舎火災
で引責　寄居町役場庁舎で今年５月に発生し
た火災にからみ、寄居町議会は９月定例会最
終日の２６日、島田誠町長を減給１０分の１（３
カ月間）、白川充副町長を同（１カ月間）にする
条例案を可決した。

朝日新聞 2012/9/27 28 行政

役場火災で町長減給１０％　寄居町 東京新聞 2012/9/27 22 行政
エコタウン先駆けに　役場にＥＶ急速充電器
〔寄居〕　寄居町の役場庁舎横に電気自動車
（ＥＶ）の急速充電器が設置され、装置の引き渡
し式とＥＶの納車式が２６日行われた。

埼玉新聞 2012/9/28 寄居町役場

埼玉県立川の博物館（寄居町）　荒川について
の情報や、人々が荒川をどのように利用してき
たかがわかる展示が盛りだくさん。

埼北よみうり 2012/9/28 県立川の博物館

自立を促すことが大切　中高生の親たちにアド
バイス（寄居町）　「親が考えなければならない
こと、しなければならないこと」がテーマの教育
講演会が８日、寄居町中央公民館で開催され

埼北よみうり 2012/9/28 中央公民館

役場２階にオープン　よりいジョブセンター（寄
居町）　寄居町と厚生労働省埼玉労働局が共
同で運営する「よりいジョブセンター」が３日、寄
居町役場２階にオープンした。

埼北よみうり 2012/9/28 寄居町役場

第８２３

第８２３

第８２３



９月１日現在の県内市町村推計人口（県統計
課調べ）　前月比８７７人増　９月の県推計人口
寄居町　世帯数１２，５７５　人口総数３４，８９４
男１７，２８０　女１７，６１４

埼玉新聞 2012/9/30 2 人口統計

設楽啓太・悠太（東洋大３年）　記録更新伸びシ
ロあり　前回の箱根駅伝で総合優勝を果たした
東洋大では、双子の設楽兄弟が今期も健在

読売新聞 2012/9/30 25 マラソン

埼玉俳壇　内野修選　（寄居）石澤無涯　（同）
吉澤紀子　（同）吉澤祥匡

埼玉新聞 2012/10/1 7 埼玉俳壇

１８市町村情報を一元管理　１３年１０月から段
階導入　行政システム共同化　◆参加町村と
開始予定時期◆　１４年２月寄居町

埼玉新聞 2012/10/5 1 行政

特産ハーブのかりん糖販売　材料にエキナセ
ア茶葉　〔寄居〕　寄居町では１００５年から試験
栽培が行われ、町内の栽培面積は約６ヘク

埼玉新聞 2012/10/5 6 農業

振り込め詐欺防止へ窓口対応の模擬訓練　寄
居郵便局　多発する振り込め詐欺を防止しよう
と、寄居町の寄居郵便局で３日、窓口での対応
方法の模擬訓練があり、近隣の局員も含む２２

朝日新聞 2012/10/5 31 郵便局

★パワーショベルが落下、作業員の男性死亡
四日午前十時三十分ごろ、川越市月吉町二の
剣道で、停車中のトラックの荷台からパワー
ショベルが道路ののり面に落下、パワーショベ
ルの運転席にいた寄居町の会社員関広さん
（六七）が投げ出され、パワーショベルとのり面
のフェンスの間に挟まれて死亡した。

東京新聞 2012/10/5 22 事故



インフラ整備、着々と　地元の企業や自治体連
携　波及効果に期待　寄居工場、来夏稼働　ホ
ンダが埼玉県寄居町に建設した新工場で２０１
３年7月、いよいよ生産が始まる。

日本経済新聞 2012/10/6 35 ホンダ

埼玉俳壇　内野修選　（寄居）吉澤祥匡 埼玉新聞 2012/10/8 5 埼玉俳壇
田んぼの生き物紹介　寄居　川の博物館で企
画展　寄居町小園の県立川の博物館で、企画
展「荒川のめぐみ　田んぼものがたり」が１１月
１４日まで開かれている。

埼玉新聞 2012/10/11 15 県立川の博物館

俳句　■星野　光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2012/10/11 20 俳句
甲冑に見る武士の美学　鉢形城歴史館で特別
展　〔寄居〕　寄居町鉢形の鉢形城歴史館は、
武将の甲冑などを集めた秋季特別展「生と死
武士（もののふ）の美学」を１１月２５日まで開催

埼玉新聞 2012/10/11 15 鉢形城歴史館

県施設の屋根、貸します　多雤要綱発電普及
狙い　県有施設の屋根が貸し出されるのは、本
庄市▽東松山市▽秩父市▽坂戸市▽寄居町
――の５市町にある県立学校や

毎日新聞 2012/10/12 23 行政

団地・高校など県有１２施設　屋根、太陽光向
け賃貸　計２０００キロワット期待　貸し出すの
はエコタウンプロジェクトの実施対象地域（本庄
市、東松山市、秩父市、坂戸市、寄居町）にあ
る県営団地や県立高校などの屋根。

日本経済新聞 2012/10/12 31 行政

地場産だから新鮮！安心！埼北の旬！　その
１０１　エキナセア（寄居町）　豊富なミネラルや
ビタミンを含み、免疫力を高めると言われてい
る欧米で人気のハーブ。

埼北よみうり 2012/10/12 農業第８２４



講習会　ダンボールコンテスト講習会　１０月２
０日（土）　寄居町中央公民館１階工芸室

埼北よみうり 2012/10/12 中央公民館

男子１年１００　加藤（栄東）初栄冠　女子１００
H宮本（朝霞一）も初優勝　県中学新人大会
（１５日）　陸上　【男子】　▽１５００メートル　③
重松（寄居男衾）４分１６秒５９

埼玉新聞 2012/10/16 8 陸上

情報クリップ　エキナセアかりん糖販売　寄居
町で栽培さているハーブ類のエキナセアを使っ
た「エキナセアかりん糖」が作られ、寄居駅前の
観光案内所で販売が始まった。

朝日新聞 2012/10/17 28 農業

俳句　■星野　光二選　寄居・町田節子　同・小
渕美津子

毎日新聞 2012/10/18 24 俳句

よみうり文芸　川柳　【入選】　寄居町　町田節 読売新聞 2012/10/19 32 よみうり文芸
町内外から１０３点　風景、人物画展示　２１日
まで中央公民館　〔寄居〕　寄居町寄居の中央
公民館で２１日まで、「第１３回よりい絵画展」が
開かれている。

埼玉新聞 2012/10/19 14 中央公民館

予約制の乗り合いタクシー試験運行　寄居町
埼玉県寄居町で１１月１日から予約制の乗り合
いタクシー「寄居町デマンドタクシー」の試験運
行が始まる。

2012/10/19 31 交通

埼玉俳壇　内野修選　（寄居）吉澤紀子　（同）
吉澤祥匡　（同）石澤無涯

埼玉新聞 2012/10/22 15 埼玉俳壇

ふるさとのエネルギー　供給分散し危機管理
「サイサン」メガソーラー進出　電力会社に売電
利益の一部寄付

毎日新聞 2012/10/24 25 行政

発言　オスプレイ毎日追って　無職　南部　敏
明　７７　（埼玉県寄居町）

東京新聞 2012/10/24 5 読者投稿

第８２４



被災地への思い　形に　子どもたちの絵　陸前
高田市に　寄居町の桜井さん　寄居町の桜井
健太郎さん（３６）は震災直後、経営していた飲
食店の移動販売車に乗り込み、被災地で炊き
だしを振る舞った。

朝日新聞 2012/10/24 28 東日本大震災

第４４回全日本大学駅伝　来月４日号砲　伊勢
路の栄冠つかめ　駒大　連覇へ戦力充実　東
洋大　引っ張る双子　柱は双子の設楽啓太、悠
太（ともに３年）兄弟。

朝日新聞 2012/10/25 24 駅伝

俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子 毎日新聞 2012/10/25 24 俳句
寄居の女性　遺体で発見　群馬の駐車場　遺
棄容疑で男逮捕　レンタカー社内に女性の遺
体を遺棄したとして、県警は２５日、住所不定、
無職山本進容疑者（４９）（強盗、監禁罪などで
起訴）を死体遺棄容疑で再逮捕した。

読売新聞 2012/10/26 33 事件

用土駅新駅舎と交流施設が完成　きょう完工式
〔寄居〕　寄居町用土のＪＲ八高線用土駅で、新
しい駅舎と地域交流施設「用土コミュニティス
テーション」が完成し、２６日に完工式が行われ

埼玉新聞 2012/10/26 13 交通

死体遺棄容疑で男逮捕　寄居の失踪女性、車
に放置　群馬県館林市で今年５月、放置された
車両から寄居町で失踪した女性の遺体が見つ
かる事件があり、県警捜査１課と寄居署は２５
日、女性の遺体を車に放置した疑いが強まった
として、死体遺棄容疑で住所不定、無職、山本
進被告（４９）＝別の強盗などの罪で起訴＝を

産経新聞 2012/10/26 25 事件



女性の遺体を遺棄　容疑の男逮捕　ネットで知
り合い車に　寄居署　駅前の駐車場に放置　出
会い系サイトで知り合った女性の遺体を自動車
内に放置したとして、県警は２５日、死体遺棄
容疑で、住所不定、無職山本進容疑者（４９）＝
監禁、強盗、傷害容疑などで起訴＝を再逮捕。

埼玉新聞 2012/10/26 19 事件

鉢形城歴史館でジャズライブ　（寄居町）　寄居
町の国指定史跡・鉢形城跡の歴史館で２０日、
ジャズのライブが行われた。

埼北よみうり 2012/10/26 鉢形城歴史館

埼北１１月ｉｎｆｏ　１８日（日）◆ふるさとの祭典市
寄居町役場駐車場（寄居町）

埼北よみうり 2012/10/26 イベント

特産ハーブ入りかりん糖　寄居町など開発　寄
居町は、かりん糖製造業「旭製菓花園工場」と
協力し、町の推奨特産品「エキナセア」を使った
かりん糖を開発した。

毎日新聞 2012/10/27 27 産業

死体遺棄　「人を殺している」　山本被告　別件
恐喝で起訴　群馬県館林市で昨年５月、奈良
和子さん（当時４９歳）の遺体をレンタカーに放
置したとして死体遺棄容疑で逮捕された山本
進被告（４９）が事件直後、「人を殺している」と
別の女性を脅すなどして、恐喝罪で今月起訴さ

毎日新聞 2012/10/27 27 事件

埼玉俳壇　内野修選　（寄居）石澤無涯　（同）
吉澤祥匡

埼玉新聞 2012/10/29 5 埼玉俳壇

金子兜太さんが新著２冊　実作と思索の今示
す　熊谷市在住の俳人・金子兜太さんが「金子
兜太自選自解９９句」（角川学芸出版）と「荒凡
夫　一茶」（白水社）の新著２冊を刊行した。

埼玉新聞 2012/10/29 文化

第８２５－７

第８２５－６



ＪＲ八高線の用土駅舎完成　寄居町が建設　町
民向け交流機能備える　寄居町用土のＪＲ八
高線の用土駅舎と交流スペースを兼ねた「寄
居町用土コミュニティステーション」が完成し

東京新聞 2012/10/31 22 交通

石川選手感謝祭　プロの技伝授　ファン１５００
人大歓声　寄居町の森林公園ゴルフ倶楽部で
行われた石川遼選手のファン感謝祭。

埼玉新聞 2012/10/31 18 イベント

優勝へ決意新た　寄居で石川遼ファン感謝祭 埼玉新聞 2012/10/31 1 イベント
俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子 毎日新聞 2012/11/1 22 俳句
乗車は自宅から　きょうから乗り合いタクシー運
行へ　寄居　寄居町地域公共交通活性化協議
会（会長・白川充副町長）は１日から、「寄居町
デマンドタクシー（仮称）」の実証運行を始め

埼玉新聞 2012/11/1 交通

＊えとせとら＊　◆企画展「荒川のめぐみ　田
んぼのものがたり」　１４日まで（月曜休館）、寄
居町小園の県立川の博物館。

読売新聞 2012/11/2 31 県立川の博物館

よみうり文芸　短歌　【入選】　寄居町　町田節 読売新聞 2012/11/2 31 よみうり文芸
山車の絵はがき　秋まつりで販売　売り上げを
義捐金へ　〔寄居〕　寄居秋まつり実行委員会
は、３、４日に寄居町の中心市街地で行われる
「寄居秋まつり」で、東日本大震災の被災地支
援のため、山車や笹鉾を写したポストカードを

埼玉新聞 2012/11/2 15 東日本大震災

第６３回全国高校男子駅伝県予選　都大路目
指す７２校　坂戸西　７区　大沢　翔　２年　寄居

埼玉新聞 2012/11/2 8 駅伝

双子、競い合って高みへ　第４４回全日本大学
駅伝　全日本で初優勝を狙う東洋大で、カギを
握るのは双子のランナー、設楽兄弟（３年）だ。

朝日新聞 2012/11/2 29 駅伝



埼玉俳壇　星野光二選　（寄居）石澤無涯
（同）吉澤祥匡　（同）吉澤紀子

埼玉新聞 2012/11/5 7 埼玉俳壇

寄居町立寄居中学校　昭和３７年卒　竹馬の友
に相好崩す　おひさしぶり！～同窓会だより～

埼玉新聞 2012/11/6 15 学校

埼玉歌壇　杜澤光一郎選　（寄居）松村章子 埼玉新聞 2012/11/6 10 埼玉歌壇
平成２３年度個人住民税納税率市町村地図
寄居町…埼玉県平均（８９．３％・Ｈ２３）未満

埼玉新聞 2012/11/8 10 行政

平成２３年度県内市町村個人市町村民税納税
率一覧　寄居　納税率８６．５％　順位５４

埼玉新聞 2012/11/8 11 行政

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

毎日新聞 2012/11/8 26 短歌・俳句

７０年代のホンダ車２２台がパレード　１７日、記
念撮影も　〔寄居〕　寄居町で１７日、「第２回交
通安全　クラシックカーパレード」が行われる。

埼玉新聞 2012/11/9 12 ホンダ

スポットライト　樹の古株や流木を約４０年収集
寄居町古奇木同好会　会長　上田久さん（７６）
（寄居町）　【上田古奇木館】寄居町小園５５０

埼北よみうり 2012/11/9 文化

中間平緑地公園　（寄居町）　寄居町の釜伏山
の中腹にある中間平緑地公園。

埼北よみうり 2012/11/9 観光

８強出そろう　大宮　寄居に逆転勝ち　志木は
コールドで進出　▽２回戦　寄居７－３和光　▽
３回戦　寄居３－５大宮

埼玉新聞 2012/11/9 10 野球

駆ける　上　埼大、１度きりの箱根駅伝　陸上
王国のルーツ　■土壌を作った埼玉国体　富
士通陸上競技部の顧問を務める木内敏夫さん
（６３）は寄町出身。

読売新聞 2012/11/9 34 駅伝

第８２６－２

第８２６－１



深まる秋　増す甘み　ミカン狩り産地の寄居　ミ
カンの産地として知られる寄居町の風布と小林
地区で、ミカン狩りが盛りを迎えている。

埼玉新聞 2012/11/10 1 産業

駆ける　下　スター輩出　歴史ある大会　大きな
舞台へ　■明るい未来　近年黄金時代を築い
ている東洋大学には、双子の設楽啓太・悠太
兄弟（共に３年）がいる。

読売新聞 2012/11/10 32 駅伝

イベント　◆かわはく秋まつり　１４日、寄居町
小園の県立川の博物館。県民の日無料開放。

読売新聞 2012/11/10 34 県立川の博物館

越谷栄進（男子）初Ｖ　朝霞三（女子）連覇　埼
玉駅伝中学の部　■男子１１位以下　㉔寄居男
衾　■女子１１位以下　㉒寄居男衾

読売新聞 2012/11/11 32 駅伝

今週のこよみ　１４日（水）▽かわはく秋まつり
（寄居町・県立川の博物館）　１７日（土）▽寄居
町産業文化祭（１８日まで、寄居町総合体育
館、アタゴ記念館）

埼玉新聞 2012/11/11 4 イベント
県立川の博物館

今週のテーマ　恥ずかしかったこと　腕まくりし
て営業　自営業　坂本太志男　７１　（寄居町）

読売新聞 2012/11/13 33 読者投稿

郷士力士星取表　【序二段】　湊竜（寄居）○１
－０ 埼玉新聞 2012/11/13 9 相撲

郷士力士星取表　【序二段】　湊竜（寄居）●１
－１ 埼玉新聞 2012/11/14 8 相撲



ラグビー　■第３２回東日本中学校ラグビー
フットボール大会埼玉・栃木県予選会（１０月２
１日、熊谷荒川緑地公園ラグビー場）　【対戦
トーナメントの記録】　▽準々決勝（１０月１３日）
寄居中４０－２２深谷明戸中　▽準決勝（１０月
２０日）　深谷南９６－５寄居中　▽代表決定戦
（１０月２１日）　深谷中４８－１２寄居中

朝日尐年尐女スポーツ 2012/11/14 2 ラグビー

俳句　■星野　光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2012/11/15 22 俳句
自然の恵みで遊ぶ　川の博物館で秋まつり
〔寄居〕　県民の日の１４日、寄居町小園の県立
川の博物館で「かわはく秋まつり」が行われた。

埼玉新聞 2012/11/16 県立川の博物館

郷士力士星取表　【序二段】　湊竜（寄居）○２
－１ 埼玉新聞 2012/11/17 9 相撲

■寄居、パレードに歓声　ホンダの名車１６台
ホンダ車のクラシックカーのパレードが１７日、
寄居町内で開かれた。

東京新聞 2012/11/18 26 イベント

衆院選　立候補者の予想顔ぶれ　北関東　埼 日本経済新聞 2012/11/18 8 行政
郷士力士星取表　【序二段】　湊竜（寄居）●２
－２ 埼玉新聞 2012/11/18 相撲

埼玉俳壇　星野光二選　（寄居）吉澤祥匡
（同）吉澤紀子　（同）石澤無涯

埼玉新聞 2012/11/19 5 埼玉俳壇

埼玉歌壇　杜澤光一郎選　（寄居）松村章子
（同）日野秀夫

埼玉新聞 2012/11/20 11 埼玉歌壇

特産ハーブ入りかりん糖いかが　寄居町など開
発　寄居町と旭製菓花園工場（深谷市）は、町
特産のハーブ「エキナセア」を使ったかりん糖を

埼玉新聞 2012/11/20 26 産業



郷士力士星取表　【序二段】　☆湊竜（寄居）○
３－２ 埼玉新聞 2012/11/21 10 相撲

郷士力士星取表　【序二段】　☆湊竜（寄居）○
４－２

埼玉新聞 2012/11/22 8 相撲

俳句　■星野　光二選　寄居・町田節子　同・小
渕美津子

毎日新聞 2012/11/22 26 俳句

寄居町立男衾中学校昭和３６年３月卒　旅行で
和気あいあい　おひさしぶり！～同窓会だより

埼玉新聞 2012/11/23 15 学校

第二の人生楽しく２５日に応援講座　中央公民
館　〔寄居〕　寄居町寄居の中央公民館は、定
年後の６０歳以降の「第二の人生」を充実させ
るヒントをつかんでもらおうと、「セカンドライフ
応援講座」を２５日に開く。

埼玉新聞 2012/11/23 13 中央公民館

行田が２連覇　リトルシニア　＜北部ブロック
リーグ＞　リトルシニア関東連盟北関東支部の
北部ブロックリーグ（ブロック春季大会併用）は
１８日までに、熊谷江南球場などで行われ、全

埼玉新聞 2012/11/23 8 野球

●第３４回ユネスコ作品展、第７回「わたしの町
のたからもの」絵画展　２４、２５日、寄居町中

毎日新聞 2012/11/23 22 中央公民館

ホンダのクラシックカーずらり　（寄居町）　自動
車メーカー・ホンダの懐かしい名車を展示する
イベントが１７日、寄居町役場の前庭で行われ

埼北よみうり 2012/11/23 ホンダ

埼玉栄　都大路へ弾みを　男子　東農大三　女
子　昌平は入賞視野　関東高校駅伝　あす号
砲　男子　埼玉栄　３区　内田健太　２年　出身
中　寄居城南　武蔵越生　４区　吉田豊　３年

埼玉新聞 2012/11/23 6 駅伝

郷士力士星取表　【序二段】　☆湊竜（寄居）や
４－２

埼玉新聞 2012/11/24 7 相撲

第８２７－８



郷士力士星取表　【序二段】　☆湊竜（寄居）●
４－３

埼玉新聞 2012/11/26 5 相撲

朝日俳壇　金子兜太選　（埼玉県寄居町）　鈴
木孝信

朝日新聞 2012/11/26 15 俳壇

埼玉俳壇　星野光二選　（寄居）石澤無涯
（同）吉澤祥匡　（同）吉澤紀子

埼玉新聞 2012/11/26 11 埼玉俳壇

寄居の中学生　男衾桜を植樹　卒業記念　寄
居町の男衾中学校の三年生約百五十人が二
十五日、同町富田の男衾記念公園で卒業記念
として桜の植樹を行った。

東京新聞 2012/11/27 24 学校

立地　４割増２１件　圏央道周辺　好条件背景
に進出堅調　県の企業誘致７～９月　製造業で
は、自動車関連３件のうち２件はホンダ寄居工
場の稼働（来年７月予定）を見据えた立地。

埼玉新聞 2012/11/27 1 ホンダ

男子団体　本庄一　２年連続V　川越東は力及
ばず　県高校新人大会　（２６日）　剣道　【男
子】　▽準々決勝　大宮東２－１寄居城北

埼玉新聞 2012/11/27 9 剣道

県施設屋根貸し３事業者を選定　太陽光発電
で県　　県温暖化対策課によると、屋根を貸し
出すのは本庄市、東松山市、秩父市、坂戸市、
寄居町の５市町村の県立学校や県営団地など

埼玉新聞 2012/11/28 1 行政

ニュースクリップ　▼酒気帯び運転容疑で男逮
捕（寄居署）　寄居署は２６日、道交法違反（酒
気帯び運転）の容疑で、寄居町富田、会社員男
（５５）を現行犯逮捕した。

埼玉新聞 2012/11/28 15 犯罪

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・高橋達
男　同・小渕美津子

毎日新聞 2012/11/29 22 短歌・俳句



詐欺未遂疑い　被告を再逮捕　寄居の女性遺
棄　寄居町の無職奈良和子さん＝死亡当時
（四九）＝の遺体が群馬県館林市でレンタカー
内から見つかった事件で、県警は二十八日、詐
欺未遂の疑いで住所不定、無職山本進被告
（四九）＝死体遺棄罪で起訴＝を再逮捕した。

東京新聞 2012/11/29 26 犯罪

ホンダ動く　変わる埼玉　東名化成・丸順など
系列部品も相次ぎ進出　次世代車生産に対応
埼玉県内にはホンダ系部品メーカーの進出が
相次ぐ　ホンダ寄居工場来年７月稼働

日本経済新聞 2012/11/30 ホンダ

「男衾桜」１３０本　ともに成長を　男衾中、卒業
記念で植樹　〔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、地元の男衾中学校の３年生が２５日、卒業
記念で男衾桜の植樹を行った。

埼玉新聞 2012/11/30 12 学校

ステージ　●第１０回宮城道雄の世界を訪ねて
１２月２日１４～１６時、寄居町立図書館。

毎日新聞 2012/11/30 26 寄居町立図書館

＊音楽＊　◆宮城道雄の世界を訪ねて　１２月
２日午後２～４時、寄居駅北口徒歩３分の寄居
町立図書館。

読売新聞 3012/11/30 31 寄居町立図書館

埼玉に車クッション工場　■東名化成（クラボウ
子会社、愛理県日進市）　埼玉県行田市に自
動車用シートのクッションを製造する新工場を
建設する。投資額は１３億円で、ホンダが２０１
３年７月に稼働を目指す寄居工場（埼玉県寄居

日本経済新聞 2012/11/30 15 ホンダ



地方財源　拡充を　市町村長に聞く＜上＞　地
域为権６割「一定評価」　民为政権　平均４１．
９０点　民为政権の評価点※１００点満点で採
点　寄居町３０点　「低次元な内部分裂が露呈

埼玉新聞 2012/12/2 1 行政

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 2012/12/3 9 埼玉俳壇

熊谷で初雪観測　平年より２７日早く　県内各
地で今季一番の冷え込みになり、最低気温が、
寄居は零下４．５度、秩父は３．０度になった。

朝日新聞 2012/12/3 29 気温（気象）

有権者５８８万７６６５人　選挙人名簿登録者数
（小選挙区、３日現在、県選管調べ）　１１区寄
居町　総数２９，６５５　前回比▼５５０　数値
は、在外選挙人を含む。

読売新聞 2012/12/4 33 行政

衆院選２０１２　選挙人名簿登録者数１．２％増
選挙人名簿登録者数（１２月３日現在）　１１区
寄居町２９６４４　※在外登録者は含まない

産経新聞 2012/12/4 23 行政

県内１５小選挙区構成市町村　■１１区＝秩父
市、本庄市、深谷市、熊谷市（旧江南町域）、小
鹿野町、長瀞町、皆野町、横瀬町、東秩父村、
神川町、上里町、美里町、寄居町

埼玉新聞 2012/12/5 2 行政

１１区　柴岡佑真　２８　共新　今野智博　３７
☆自新　小泉龍司　６０　無前③

埼玉新聞 2012/12/5 15 行政

１１区　立候補者（３）　柴岡佑真２８　共新　今
野智博３７　自新　小泉龍司６０　無前③

毎日新聞 2012/12/5 26 行政

◆小選挙区の区割り◆　▽１１区＝秩父・本
庄・深谷市、熊谷市の一部（旧江南町）、秩父・
児玉郡、寄居町

毎日新聞 2012/12/5 27 行政



【男子県大会ベスト１６】　寄居中６７－６６上尾
大石中　▽準々決勝（１１月１５日）寄居中６７
－６３さい木崎中　▽準決勝（１１月１６日）春日
部豊野９２－５１寄居中

朝日尐年尐女スポーツ 2012/12/5 2 バスケット

埼玉県スポーツ尐年団一覧　【寄居町】　オブ
スマクラブ　中町ジュニア　マッキーズ　用土コ

埼玉新聞 2012/12/7 8 スポーツ

１１月１日現在の県内市町村推計人口（県統計
課調べ）　前月比２９７７人増　１１月の県推計
人口　寄居町　世帯数１２，５８８　人口総数３
４，８６６　男１７，２６７　女１７，５９９

埼玉新聞 2012/12/9 3 人口統計

政策しっかり見極める　大野順一　（６６歳・寄 埼玉新聞 2012/12/9 5 読者投稿
駒大窪田、東洋大設楽兄弟ら　箱根駅伝の選
手発表　前回覇者の東洋大は、設楽啓太、悠
太兄弟ら、１０月の出雲駅伝で３大駅伝初制覇
を果たした前年５位の青学大は为力の出岐雄

東京新聞 2012/12/11 24 箱根駅伝

★児童買春相手に偽札渡した疑い　寄居署は
十日、通貨偽造・同行使の疑いで、群馬県藤岡
市中、自称アルバイト中野毅彦容疑者（四一）
＝児童買春・ポルノ禁止法違反（買春）容疑で
逮捕＝を再逮捕した。

東京新聞 2012/12/11 26 犯罪

駒大　最強婦人で挑む　箱根駅伝　東洋大　設
楽啓太③　設楽悠太③

読売新聞 2012/12/11 23 箱根駅伝

川本フレンズ２年ぶり優勝　寄居リトルシニア杯
小学生軟式野球大会　▽２回戦　中町ジュニア
０－１４幡羅ライオンズ　▽二塁打　神田（幡）
大台スピアーズ２－３オブスマクラブ　ほか

埼玉新聞 2012/12/13 9 野球



ホンダ、塗装工程４割カット　ホンダは１２日、四
輪車の塗装工程を４割削減できる生産技術を
確立したと発表した。

産経新聞 2012/12/13 11 ホンダ

「攻める走り継承」　箱根駅伝出場東洋大が会
見　監督、底上げに手応え　設楽兄弟調子は
上々　チームをけん引する活躍が期待される
武蔵越生高出で双子の設楽兄弟。

埼玉新聞 2012/12/14 13 箱根駅伝

愛の募金　埼玉新聞・社会福祉事業団　▼寄
居ロータリークラブ（柴崎正会長）と川本ロータ
リークラブ（芳賀惇会長）

埼玉新聞 2012/12/14 16 福祉

見つけたぞぃ　鴨かも？（寄居町）　寄居町の
柴崎さんから、変わったさつまいもの写真が届

埼北よみうり 2012/12/14 8 読者投稿

中学生桜を植樹（寄居町）　寄居町男衾地区に
昨年３月開園した「男衾自然公園」で１１月２５
日、地元の中学生が卒業記念に桜を植樹し

埼北よみうり 2012/12/14 2 学校

上海の見本市で手応え　寄居の車部品５社
合同出展、技術力ＰＲ　埼玉県寄居町に拠点を
持つ自動車関連企業５社は、中国・上海で１４
日まで開いていた自動車部品見本市「オートメ
カニカ上海」に合同で出展し、技術力をＰＲし

日本経済新聞 2012/12/15 39 経済

寄居町の５企業技術力アピール　上海で自動
車部品見本市　寄居町に拠点を持つ自動車関
連企業５社は、中国・上海で１１日から１４日ま
で開催の自動車部品見本市「オートメカニカ上
海」に合同出展し、技術力をＰＲした。

埼玉新聞 2012/12/15 5 経済



東洋「競争」で更に強く　箱根駅伝つなぐ５　運
ん駅伝では過去２年間連続で「花の２区」を任
された設楽啓太（３年）と前回７区で区間新記
録を樹立した設楽悠（同）の双子の兄弟も、そ
れぞれ１万メートルの記録を伸ばすなどさらに

読売新聞 2012/12/16 29 箱根駅伝

自動車部品上海で見本市　販路拡大に「手応
え」　寄居の５社、技術力ＰＲ　寄居町は自動車
関連産業が盛んで、来年にはホンダも新工場
を稼働させる予定。

東京新聞 2012/12/16 24 経済

寄居で空き家全焼　焼け跡から１遺体　１７日
午後２時半ごろ、寄居町寄居の野口進さん（８
０）方から出火、木造２階建ての空き家が全焼
し、焼け跡から野口さんの遺体が見つかった。

産経新聞 2012/12/18 27 事故

空き家全焼　男性が死亡　寄居　１７日午後２
時半ごろ、寄居町寄居、無職野口進さん（８０）
所有の空き家から出火、木造２階建て約６０平
方メートルを全焼した。

埼玉新聞 2012/12/18 19 事故

ひと足早くＸマス気分　寄居町役場でコンサート
寄居町役場１階ロビーで、クリスマスコンサート
が行われた。庁舎に歌声が響き渡り、約１７０
人の来場者がひと足早くクリスマス気分を味

埼玉新聞 2012/12/18 15 寄居町役場

俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子　同・
町田節子　同・福田秋子

毎日新聞 2012/12/20 22 俳句

埼玉栄　男子１９年連続３３度目　女子２年連
続２１度目　全国高校駅伝　あす号砲　男子予
想オーダーと個人成績　区間４　距離８．０８７５
キロ　選手名内田健太　学年２　出身中学寄居
城南　５０００メートルベスト１４分４８秒

埼玉新聞 2012/12/22 8 駅伝



小４からず～っと出場　時田中３で初優勝　報
知新聞社後援　小川和紙マラソン　「埼玉一の
練習量」男衾中で一日１５キロ走り込み　３キロ
中学生男子の部では、時田俊吾（男衾３年）が

さいたま報知 2012/12/23 7 マラソン

埼玉俳壇　松本旭選　（寄居）吉澤祥匡　（同）
石澤無涯

埼玉新聞 2012/12/24 5 埼玉俳壇

新脚　箱根駅伝　上　柏原抜けても手応え　総
合連覇に挑む東洋大　序盤で为導権を握るた
め、新チームの軸となる双子の設楽啓太、悠太
兄弟（３年）の一人をエース区間の２区に置き、
もう一方は復路に起用される可能性が高い。

東京新聞 2012/12/26 16 箱根駅伝

深谷メンバー　FW　③保泉恭平　３年　出身中
寄居　⑧葛野翔太　３年　出身中寄居城南　補
欠⑯佐藤郁也　２年　出身中寄居

埼玉新聞 2012/12/27 13 ラグビー

恒例！元旦大凧揚げ（寄居町）　毎年元旦に大
凧を揚げている寄居町男衾地区の「今市竹と
んぼの会」（会員２２人）

埼北よみうり 2012/12/28 文化

産業活性化ホンダが大役　寄居近く企業集積
圏央道には物流拠点次々　ホンダが寄居町に
建設した県内屈指の大工場が７月に稼働する

日本経済新聞 2012/12/29 3 ホンダ

首長が選んだわが街５大ニュース　寄居町　島
田誠町長　①第５次寄居町総合振興計画基本
構想後期基本計画によるまちづくりがスタート
（４月）②エコタウン計画を策定（７月）③よりい
ジョブセンターがオープン（９月）④用土コミュニ
ティステーションが完工（１０月）⑤デマンドタク
シー（仮称）テスト運行が開始（１１月）

埼玉新聞 2012/12/29 13 行政

第８２９－１



飛び入り歓迎寄居大凧揚げ　新春恒例の「寄
居大凧揚げ」が元日、寄居町折原の町運動公
園グランドで行われる。

読売新聞 2012/12/30 23 文化

箱根駅伝区間エントリー　設楽啓東洋大２区起
用　弟の悠太は補欠に　３年連続で２区に起用
される設楽兄弟の兄・啓太と補欠に回ったが、
要所での起用が予想される弟・悠太

埼玉新聞 2012/12/30 5 箱根駅伝

エースが火花　一番のライバルいつも隣に　設
楽啓太悠太（東洋大３年）　柏原竜二（現・富士
通）が抜けた東洋大だが、設楽啓太、悠太（とも
に３年）の双子の兄弟がいる。

読売新聞 2012/12/30 16 箱根駅伝

冷や汗も最後は地力　ノーサイド　初シードで
臨み、初戦を迎えた深谷は関東の難敵・日川
に辛くも逆転勝ち。　”ミスター先制”ナンバー８

埼玉新聞スポーツ 2012/12/31 15 ラグビー

箱根駅伝　「山の神」不在　５区激戦　为力投入
で各校自信　東洋大「４区までに千行」　２区を
走るエースの設楽啓太（３年）を筆頭に、復路も
６区の市川孝徳（４年）ら昨年区間賞の実力者

日本経済新聞 2012/12/31 29 箱根駅伝

東洋大Ｖ２へ兄弟カギ　駒大奪還へ往路重視
陸上　箱根駅伝２・３日　柏原がいなくなった東
洋大を支えるのは、設楽啓太、悠太の双子の

朝日新聞 2012/12/31 21 箱根駅伝

深谷　３年連続１６強　全国高校ラグビー　初戦
で日川下す　前半１６分にナンバー８葛野のト
ライで先制した深谷は、７－１０と逆転された後
の後半２６分、ＣＴＢ三笠のトライで再逆転。

埼玉新聞 2012/12/31 1 ラグビー



深谷が初戦突破　日川に１４－１０で競り勝つ
全国高校ラグビー　前半１６分、ゴール前のス
クラムからＮＯ８葛野翔太選手（３年）が持ち出
し、右中間へ先制トライ。

毎日新聞 2012/12/31 20 ラグビー

④武州寄居七福神　特大布袋尊出迎え　寄居
町内の寄居、用土、男衾の３駅周辺に点在す
る５寺に七福神が祭られている。

埼玉新聞 2012/12/31 7 文化


