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掲載日

掲載紙

紙面

2021年9月作成

記事見出・記事概要

件名

[お手柄さん] 銀行支店長らに寄居署が感謝状 詐欺未然防止

2021/5/2 読売新聞

寄居
署は4月26日、特殊詐欺を未然に防いだとして、埼玉りそな銀行寄居支店の沢田千
20
地域
秋支店長（45）と行員の塩川奈津美さん（33）に感謝状を贈った。※写真

2021/5/2 埼玉新聞

鎌倉佐弓選
5 ［埼玉俳壇］
祥匡

2021/5/5 埼玉新聞

[関東高校県予選] 埼玉栄１４度目Ｖ 女子団体 柔道 決勝 埼玉栄3-0児
6 玉（井田）
スポーツ（柔道）

2021/5/5 埼玉新聞

7 [県高校総体 サッカー] Ｄ組 寄居城北４-１深谷商、熊谷工６-０寄居城北

（寄居）吉澤 紀子 （寄居）石澤 無涯 （寄居）吉澤

投稿

スポーツ（サッカー）

新井 ３位 女子７０㌔級 最後の実戦不完全燃焼 柔道ＧＳ 女子７０
キロ級で東京五輪代表の新井千鶴（三井住友海上）＝寄居町出身、児玉高出＝は

2021/5/8 埼玉新聞

6 ３位で３月のＧＳタシケント大会に続く優勝はならなかった。 ※写真（同日読売、産 スポーツ（柔道）

2021/5/9 埼玉新聞

5 ［埼玉俳壇］ 鎌倉佐弓選

経、東京、スポニチに同内容）

（寄居）吉澤 紀子 （寄居）石澤 無涯

投稿

［歌舞伎役者別邸跡公園に］ 松本幸四郎さんメッセージ

2021/5/9 埼玉新聞

寄居町が同
町寄居にある歌舞伎役者の元別邸跡地で進めていた雀宮公園整備が完了し、子孫
11
地域
に当たる十代目松本幸四郎さんから同町にメッセージが届いた。 ※写真

2021/5/10 埼玉新聞

7 [県高校総体 競歩] ５０００㍍競歩 １位野地琳々星

2021/5/10 埼玉新聞

［県中学ラグビー］ 寄居４強入り ラグビーの県中学生大会は準々決勝を行
7 い、寄居が４強入り。関東大会に出場する。 寄居７７-熊谷奈良7
スポーツ（中学）

2021/5/11 埼玉新聞

6 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）○1-0 ※5月場所2日目

スポーツ（競歩）

スポーツ（大相撲）

天然氷切り出しテーマ展 寄居で２３日講演会

2021/5/11 埼玉新聞

寄居町小園の県立川の
博物館は23日午後1時半から同3時まで、天然氷の製氷作業に携わった経験者から
11 話を聞く講演会「天然氷切り出しの思い出を語る」を開く。申し込みを受け付けてい イベント情報
る。

2021/5/11 読売新聞

［自転車安全運転呼びかけ］
寄居警察署は10日、自転車通学の高校生
25 らに向けて、交通ルールの周知とマナー向上を呼びかけるキャンペーンを行った。 行政
[空き家を活用へ]

2021/5/12 東京新聞
2021/5/13 埼玉新聞

企業と連携協定 寄居町は、全国の空き家の調査や
情報提供をする民間企業「空き家活用」（東京）と空き家再生や利活用を協力して進
18
行政
めるための連携協定を結んだ。※写真
6 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）○2-0 ※5月場所4日目

スポーツ（大相撲）

首長の「優先接種」賛否 各地のトップ高齢者より前にワクチン
2021/5/14 朝日新聞

寄居町長は医療従事者などの枠で接種を２回受け、「接種は私が先頭に立って取り

32 組まなければいけない」と説明をした。＊１５日の朝日、埼玉、産経、東京、スポニ

行政

チ、読売、日経、毎日に同内容 ＊写真）

2021/5/15 埼玉新聞

2 叙位叙勲 元寄居町長丸橋安夫氏（4月16日死去）読売に同内容

地域

2021/5/16 埼玉新聞

6 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）●2-2 ※5月場所7日目

スポーツ（大相撲）

2021/5/16 埼玉新聞

5 ［埼玉俳壇］ 鎌倉佐弓選

投稿

2021/5/17 埼玉新聞

6 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や2-2 ※5月場所8日目

スポーツ（大相撲）

2021/5/18 埼玉新聞

7 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）●2-3 ※5月場所9日目

スポーツ（大相撲）

2021/5/18 埼玉新聞

（寄居）坂本 茂 （寄居）吉澤 祥匡

［可燃ごみ処理民間に］ 小川衛生組合が寄居三ケ山のオリックス資
源循環会社と協定 比企地域の５町村で構成する小川地区衛生組合は、同管

11 内で排出する可燃ごみの処理について、寄居町三ケ山のオリックス資源循環会社

地域

に委託する協定を同社と締結した。

2021/5/19 埼玉新聞
2021/5/19 埼玉新聞
2021/5/20 埼玉新聞

7 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や2-3 ※5月場所10日目

スポーツ（大相撲）

愛犬ぶんたも人助け【寄居署 斉藤さんに感謝状】 雨の中、９０代男
11 性保護 寄居署は行方不明者の早期発見と保護に貢献した同町在住の自営業、 地域
斉藤美重子さん（５９）に感謝状を贈呈した。（5月25日毎日に同内容）※写真

6 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や2-3 ※5月場所11日目

スポーツ（大相撲）
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接種の前倒し知事呼び掛け 町村長会議

2021/5/20 埼玉新聞

県は19日、町村長会議を開催
し、新型コロナウイルス感染症対策などについて議論した。寄居町長は自身や職員
1 を接種に携わる医療従事者と考え接種を行ったことで抗議が寄せられているとし、、 行政
「マンパワーの乏しい街では町を挙げ接種事業に取り組まなければいけないと考え
たが、間違っているのか」と見解を求めた。

ブータン陸上チームキャンプ中止 五輪出場できず 東京五輪でブータン
2021/5/21 埼玉新聞

王国陸上チームの事前キャンプ地になっている寄居町は同国の陸上選手が五輪出

14 場資格を得られず、この夏に予定していた事前キャンプを中止すると発表した。（同 行政
日読売、毎日に同内容）

2021/5/21 埼玉新聞

7 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）●2-4 ※5月場所12日目

スポーツ（大相撲）

天然氷生活や養蚕で活用 県立川の博物館 資料100点展示

2021/5/21 埼玉新聞

寄居
町小園の県立川の博物館は、天然氷の歴史や県内外の製氷の様子、氷の利用な
11 ど様々な視点から天然氷を取り上げたテーマ展「天然氷」を行っている。

イベント情報

2021/5/21 読売新聞

24 ［よみうり文芸］ 梅内未華子選

投稿

2021/5/22 朝日新聞

首長接種９割が「一般枠」 打った自治体危機管理を重視 首長の新
27 型コロナワクチンの接種について県内の６３市町村に聞いたところ、およそ９割にあ 行政

2021/5/22 埼玉新聞

（寄居）西村房江

たる５８人が一般住民と同じ枠で接種すると答えた。

7 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）●2-5 ※5月場所13日目

スポーツ（大相撲）

【寄居町・雀宮公園】 七代目松本幸四郎別邸跡整備 十代目からメッ
セージ
2021/5/22 毎日新聞

22 七代目松本幸四郎別邸跡整備完了にあたり、七代目のひ孫にあたる十代目松本幸 行政
四郎さん（４８）からのメッセージが町に届き、「広報よりい」５月号に掲載されてい
る。

2021/5/23 埼玉新聞

5 ［埼玉俳壇］ 鎌倉佐弓選

2021/5/23 埼玉新聞

8 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や2-5 ※5月場所14日目

スポーツ（大相撲）

2021/5/24 埼玉新聞

6 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や2-5 ※5月場所千秋楽

スポーツ（大相撲）

（寄居）石澤 無涯 （寄居）吉澤 祥匡

投稿

「より・Ｅ土曜塾」に私・公立対策を開設 寄居町教育委員会は、中学３年生
2021/5/24 埼玉新聞

11 の学力向上を目指して毎年開講している進路対策講座「より・Ｅ土曜塾」に、新たに 行政

2021/5/25 産経新聞

事前合宿中止相次ぐ ４市町取りやめ、今後拡大も 県内では１９市町
21 で事前合宿が行われる予定だったが、上尾市と伊奈町、東松山市、寄居町での受 行政

2021/5/27 埼玉新聞

婚姻相当１６市町導入へ ２２市町でも検討、浸透速く 性的少数者（ＬＧＰ
15 Ｔなど）のカップルを婚姻に相当する関係として認めるパートナーシップ宣誓制度を」 行政

2021/5/28 読売新聞

強盗備え対応訓練（寄居署） 寄居署は、町の埼玉県信用金庫寄居支店で
26 強盗事件を措定した対応訓練を行った。
地域

「私立入試直前対策」と公立入試直前対策」を開設した。

け入れ中止が決まり、２４日時点で１５市町となっている。

巡り、県内の１８市町が導入を予定していることがわかった。

2021/5/30 埼玉新聞

5 ［埼玉俳壇］ 鎌倉佐弓選

2021/5/31 埼玉新聞

5 ［けやき］ 読者の声

（寄居）石澤 無涯 （寄居）吉澤 祥匡

（寄居）大野順一

2021/6/1 埼玉新聞

9 ［埼玉詩欄］ 田中美千代選

2021/6/6 埼玉新聞

鎌倉佐弓選 （寄居）吉澤 紀子
5 ［埼玉俳壇］
祥匡

投稿
投稿

（寄居）大野順一

投稿
（寄居）石澤 無涯 （寄居）吉澤

投稿

［図書館の本 電子書籍で］ 国交付金利用・高齢者反応良く 新型コロ
2021/6/6 読売新聞

ナウイルスの感染拡大が続く中で、電子書籍を貸し出す「電子図書館」のサ－ビス

23 を始める公共図書館が増えている。県内では2020年３月以降７市町が新たに開始 行政
し、導入した自治体は１４市町に広がった。

2021/6/11 読売新聞

25 ［よみうり文芸］ 梅内未華子選

2021/6/12 埼玉新聞

氷の保存はおが屑で 県立川の博物館テーマ展天然氷 テーマ展「天然
11 氷」は２０日まで 県立川の博物館（寄居町小園39）で開催。午前9時～午後5時。月 イベント情報

2021/6/13 読売新聞

バイオ発電施設寄居に完成 オリックスグループの廃棄物処理事業者「オリッ
25 クス資源循環」が寄居町に建設していた国内最大級のバイオガス発電施設が完成 行政

（寄居）西村房江

投稿

曜休館。

した。
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2021/6/13 埼玉新聞

［埼玉俳壇］ 鎌倉佐弓選 （寄居）吉澤 紀子
5 祥匡 （寄居）坂本 茂

2021/6/17 読売新聞

【さらばいとしき名車たち】電動化対応で生産終了 自動車各社が車種の
6 見直しを進めている。ホンダは、オデッセイを生産している狭山工場の稼働を21年 行政

2021/6/17 朝日新聞
2021/6/17 埼玉新聞
2021/6/18 埼玉新聞

（寄居）石澤 無涯 （寄居）吉澤

投稿

度中に停止し、機能を寄居工場に集約する方針だ。

全国高校野球選手権埼玉大会 1回戦 10日9時～寄居城北ｖｓ妻沼児
18 玉柏楊児玉連合
スポーツ（高校生）
新型コロナ 県内市町村別感染者数 ６／１５現在
1 寄居町 １４７ ＋１

統計

【バイオガス発電施設試運転開始】オリックス資源循環 オリックス資源循
10 環が建設しているバイオマスによる再生可能発電施設「寄居バイオガスプラント」完 行政
成し、試運転を開始した。

2021/6/19 埼玉新聞

9 冷蔵庫は氷に限る【県立川の博物館テーマ展】 テーマ展は20日まで

イベント情報

2021/6/19 埼玉新聞

5 ［埼玉俳壇］ 内野 修 氏 （寄居）石澤 無涯 （寄居）吉澤 祥匡

投稿

【活用を見据えまちづくりへ】 年度末まで、寄居町寄居の花園消防寄居分署
2021/6/25 埼玉新聞

9 跡地に暫定利用の広場が設置されている。同所は町内に今後整備する広場の実証 行政

2021/6/25 埼玉新聞

小川町営Ｇ開設記念中学校野球大会
6 吉見4-2寄居

2021/6/28 埼玉新聞

13 寄居玉淀水天宮祭昨年に引き続き中止

2021/6/28 埼玉新聞

【新井選手を応援しよう】 五輪女子柔道出場 （寄居町がメッセージ募
13 集）
スポーツ（柔道）

実験の場となっている。※写真

スポーツ（中学生）
イベント情報

【新井選手の試合心待ち】 寄居町応援プロジェクト 寄居町は28日同町出身で
東京五輪の柔道女子７０㌔級に出場する新井千鶴（27）のしあいが行われる7月28

2021/6/29 読売新聞

2021/7/1 毎日新聞

25 日までのカウントダウンパネルを町役場1階ロビーに設置し、町民の応援の声や気 スポーツ（柔道）
持ちを新井選手に届ける応援プロジェクトをスタートさせた。※写真※毎日に同内容

22 【短歌】石川 勝利選 （寄居）橋本秀樹

投稿

全国高校野球選手権埼玉大会 寄居城北高校メンバー

2021/7/2 朝日新聞

6

2021/7/4 埼玉新聞

1 【初舞台で真の女王へ】 東京で輝け埼玉の星 柔道女子７０㌔級 新井千鶴

スポーツ（柔道）

2021/7/4 埼玉新聞

［埼玉俳壇］ 佐怒賀 直美選
5 居）吉澤 祥匡

投稿

2021/7/5 埼玉新聞

5 埼玉巡る東京五輪の聖火リレー

2021/7/6 埼玉新聞

8 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）●0-1 ※5月場所1日目

スポーツ（大相撲）

2021/7/7 埼玉新聞

10 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）○1-1 ※5月場所2日目

スポーツ（大相撲）

2021/7/7 埼玉新聞

14 館

【展示】「第42回寄居えの会展」

（寄居）吉澤 紀子 （寄居）石澤 無涯

スポーツ（高校生）

（寄

横田茂男（６０，寄居町））

１６～１８日午前９時～午後５時 場所寄居会

イベント情報

イベント情報

折り鶴に願い込め 寄居・男衾中生徒がメッセージ 東京五輪の柔道女子７０㌔
2021/7/8 東京新聞

級代表で、寄居町出身の新井千鶴選手（２７）の母校町立男衾中学校の２年生７１

16 人が７日、折り紙で作った応援の「鶴文字」を新井選手の母昌代さん（５４）に贈った スポーツ（柔道）
※写真 ※毎日に同内容

2021/7/8 埼玉新聞

6 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や1-1 ※5月場所3日目

スポーツ（大相撲）

2021/7/9 埼北よみうり

5 【絵手紙ギャラリー】 （寄居）関口貴美栄 （寄居）関口昌男

投稿

2021/7/9 埼北よみうり

見つけたぞ 逆さまきゅうり 寄居町の矢部孝之さんから「我が家の畑で上下
4 逆にまるで天を向いて育つ珍しいきゅうりができました」とのメールをいただきまし

投稿

た。

法医学で活躍 故郷の図書館に著書寄贈 日本大学区名誉教授 押田茂
實さん（７８） 日航機墜落事故や東電女性社員殺人事件といった数々の事件・事故

2021/7/9 埼北よみうり

2 に携わるなど、５０年以上にわたり法医学の分野で活躍。今年１月に自身の著書な 地域
ど約６０冊や監修したビデオなどを故郷の寄居町立図書館に寄贈。４月から館内に
「押田ｺｰﾅｰ」が設置されている。
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案内板で迷わずに 男衾中生徒が設置

2021/7/9 埼玉新聞

寄居町立男衾中学校の３年生が
東武東上線「みなみ寄居」駅から男衾自然公園までの案内板を製作し、男衾自然公
9
地域
園管理組合と設置した。

2021/7/10 埼玉新聞

8 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）●1-2 ※5月場所7日目

スポーツ（大相撲）

2021/7/11 埼玉新聞

11 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）●1-3 ※5月場所8日目

スポーツ（大相撲）

2021/7/11 埼玉新聞

［埼玉俳壇］ 佐怒賀 直美選
5 居）吉澤 祥匡

2021/7/11 埼玉新聞

新型コロナ 県内市町村別感染者数 ７／１１現在
1 寄居町 １５４ ＋４

2021/7/11 埼玉新聞

1

2021/7/14 埼玉新聞

6

2021/7/14 埼玉新聞

（寄居）坂本 茂 （寄居）石澤 無涯

（寄

投稿
統計

全国高校野球埼玉大会 寄居城北17-12妻沼児玉柏陽児玉

スポーツ（高校生）

郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）●1-4 ※5月場所10日目

スポーツ（大相撲）

新井選手の試合日周知 寄居町役場にカウントパネル 寄居町は町役場
11 １階ロビーに２８日の試合当日までを数えるカウントダウンパネル、等身大パネルを スポーツ（柔道）
設置して町全体で新井選手を応援していく機運を高めている。

2021/7/14 埼玉新聞

8 全国高校野球埼玉大会 寄居城北1-17川口工

スポーツ（高校生）

2021/7/15 埼玉新聞

6 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や1-4 ※5月場所11日目

スポーツ（大相撲）

2021/7/16 埼玉新聞

11 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）〇2-4 ※5月場所12日目

スポーツ（大相撲）

2021/7/17 埼玉新聞

7 郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や2-4 ※5月場所13日目

スポーツ（大相撲）

2021/7/18 埼玉新聞

5 ［埼玉俳壇］ 佐怒賀 直美選

投稿

2021/7/19 埼玉新聞

夏本番 寄居３５．６度 ６地点で今年最高
1 れ、夏本番の暑さとなった。

（寄居）石澤 無涯
県内は１８日、高気圧に覆わ

2021/7/19 読売新聞

17 東京２０２０選手団名簿 柔道 ７０キロ級 新井千鶴

2021/7/20 埼玉新聞

新型コロナ 県内市町村別感染者数 ７／１8現在
1 寄居町 １６１ ＋１

2021/7/20 埼玉新聞
2021/7/21 埼玉新聞

地域
スポーツ（柔道）
統計

【クリック】 五輪 東京五輪が間もなく開幕する。東京五輪には担当するエリアか
13 ら寄居町出身、新井千鶴選手が出場する。
コラム（新井千昌）
新型コロナ 県内市町村別感染者数 ７／１9現在
1 寄居町 １６２ ＋１

統計

2021/7/21 埼玉新聞

11 聖火ランナー名簿 横田茂男（６０、寄居町）

スポーツ

2021/7/22 毎日新聞

ＴＶ観戦で声援を 県内ゆかりの主な五輪出場選手 新井千鶴 寄居町出身
25 ※写真 同様の記事が7/23埼北よみうり、読売にも掲載

スポーツ（柔道）

寄居ビール 今年は梅 寄居町の飲食店店主らからなる「寄居のビールをつく
2021/7/23 埼北よみうり

8 る会」はこのほど、寄居町産の無農薬「青梅」を使ったビールを製造し、２２日から町 地域
内の飲食店などで提供している。

2021/7/23 埼玉新聞

団十郎朝顔楽しんで【あすから１０月まで】 寄居町で朝顔「団十郎」を育て
10 るグループ「朝顔『団十郎』を楽しむ会」は21日、県庁を訪れ、県知事に今年咲いた 地域

2021/7/24 朝日新聞

寄居の荒川でおぼれ男性死亡 寄居町の荒川で泳いでいた男性が潜ったま
19 ま上がってこないと110番通報があった。
地域

2021/7/24 埼玉新聞
2021/7/25 埼玉新聞
2021/7/25 埼玉新聞

ばかりの団十郎を送り、初開催される「寄居朝顔まつり」をＰＲした。

新型コロナ 県内市町村別感染者数 ７／22現在
1 寄居町 １６５ ＋２
選手を受け入れたホストファミリ―、4組がオンラインで交
11 ブータン選手と交流
流した。

［埼玉俳壇］ 佐怒賀 直美選
5 居）吉澤 祥匡

（寄居）坂本 茂 （寄居）石澤 無涯

寄居出身新井選手あす女子７０㌔級

2021/7/27 朝日新聞

統計

（寄

地域
投稿

東京五輪柔道女子７０㌔級に出場
する寄居町出身の新井千鶴選手の２つの母校と２人の恩師が晴れ姿を静かに待っ
25 ている。「山あり谷あり」の柔道人生をかけてつかんだ初の五輪。長年待った晴れ舞 スポーツ（柔道）
台は28日に幕を開ける。
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2021/7/27 埼玉新聞

今日まで版画展 寄居町の福島ハウジングの主催で「福島ハウジングしつらえ
11 展」が27日まで行われている。

2021/7/28 東京新聞

今日登場 寄居出身 柔道新井選手 つかんだ夢羽ばたいて ※写真 同内
18 容で埼玉新聞にも掲載
スポーツ（柔道）

2021/7/28 朝日新聞

柔道新井、金 女子７０㌔級 東京五輪は２８日、柔道女子７０㌔級で五輪初
号外 出場の新井千鶴が金メダル。日本勢は初日から５日連続の金メダル獲得となった。
スポーツ（柔道）
１
※写真

2021/7/28 読売新聞

新井金 決勝小外刈り技あり 柔道女子７０㌔ 東京五輪は第６日の２８
号外 日、柔道女子７０㌔級で、初出場の新井千鶴（２７）（三井住友海上）が金メダルを獲
スポーツ（柔道）
得した。
１

イベント情報

※写真

新井千鶴金メダル スマイル全開 東京五輪柔道女子７０㌔級で初出場の
2021/7/29 スポニチ

新井千鶴（２７）が決勝でミヒャエラ・ポレス（オーストリア）に優勢勝ちし、金メダルを

5 獲得した。

スポーツ（柔道）

※写真 同内容で埼玉、東京、毎日、読売、日経、産経、朝日新聞にも掲載

新井選手「金」地元・寄居が祝福

2021/7/30 東京新聞

２８日の東京五輪柔道女子７０㌔級で金
メダルに輝いた新井千鶴選手（27）の地元の寄居町では、テレビ観戦した恩師や後
17 輩らが「よくやった」と拍手を送った ※写真 同じような内容が埼玉、読売新聞にも スポーツ（柔道）
掲載

2021/7/30 スポニチ

金メダルを手に笑顔を見せる新井（写真）、準決勝で右目付近を腫らし
16 ながら新井と死闘を演じたＲＯＣのタイマゾワ（写真）
スポーツ（柔道）
【新井選手に表彰検討】 彩の国功労賞、県金メダル獲得で 県が東京

2021/7/30 埼玉新聞

1 五輪柔道女子７０㌔級で金メダルを獲得した寄居町出身、児玉高出の新井千鶴選 スポーツ（柔道）
手（27）に対し「彩の国功労賞」を含めた表彰を検討していることが29日、分かった。

2021/8/1 埼玉新聞

鎌倉 佐弓選
5 ［埼玉俳壇］
吉澤 祥匡

2021/8/1 埼玉新聞

7 県中学総体 柔道７３㌔級決勝 吉村 一本勝ち 藤沢（寄居男衾）

（寄居）坂本 茂 （寄居）吉澤 紀子

（寄居）

投稿
スポーツ（中学生）

２つのメダルに「感謝」柔道新井選手 地元寄居、活躍ねぎらう

2021/8/1 埼玉新聞

東京
五輪柔道女子７０㌔級で金メダルを獲得した新井千鶴選手（27）が31日、新種目の
15 混合団体に出場し、再び大舞台に立った。地元の男衾柔道クラブの現在の指導者 スポーツ（柔道）
がテレビで観戦。もう一つの金メダルはかなわなかったが、それでも「感謝している」
と活躍をねぎらった ※写真

2021/8/1 埼玉新聞

新井２冠ならず 混合団体日本銀 五輪初採用の混合団体で日本は決勝で
9 フランスに1-4で敗れて銀メダルだった。 ※写真 同内容で東京新聞にも掲載
スポーツ（柔道）

2021/8/1 埼玉新聞

柔道混合団体で銀 東京五輪第９日の３１日柔道の日本は新種目の混合団体
1 で寄居町出身、児玉高出の新井千鶴らが出場、銀メダルを獲得した ※写真
スポーツ（柔道）
武士道の国の作法 メダルラッシュにわく東京五輪。試合後の所作に注目して

2021/8/1 産経新聞

いる。対戦相手に勝つことだけを目的にしない謙虚さや敬意。中でも日本の柔道家

24 らにうかがえる。女子では７０㌔級で金メダルを獲得した新井千鶴の柔道に対する

スポーツ（柔道）

真摯な姿勢に心を動かされた。

新型シビック９月３日発売 寄居工場で生産 ホンダは５日主力車「シビッ
2021/8/6 埼玉新聞

ク」を全面改良し、９月３日に発売すると発表した。埼玉製作所の寄居完成車工場で

4 生産する。

東京2020オリンピック 入賞者と日本選手の成績
2021/8/9 朝日新聞

2021/8/10 埼玉新聞

地域

柔道 70㌔級 優勝

12 新井千鶴（三井住友海上）
同内容で読売、スポニチにも掲載

スポーツ（柔道）

一人親世帯に支援品 寄居でフードパントリー 寄居町社会福祉協議会
11 は食料品や日用品を無料で提供するフードパントリーを実施した。対象は一人親世 地域
帯で76世帯が支援品を受け取った。

輝いた県ゆかり選手 ６競技で金メダルメダリストは１５人 県出身選手と
2021/8/11 毎日新聞

19 して、個人競技で初の五輪金メダルを獲得した新井選手は混合団体でも活躍し、銀 スポーツ（柔道）

2021/8/11 毎日新聞

20 ［短歌］ 井ケ田弘美選 橋本 秀樹 （寄居）

メダルを獲得した。

投稿

2021/8/13 埼玉新聞

小学生軟式野球交流大会組み合わせ キングフィッシャーズ（寄居）vs
6 小鹿野カージナルス
スポーツ（小学生）

2021/8/15 埼玉新聞

［埼玉俳壇］ 鎌倉 佐弓選
5 居）吉澤 祥匡

（寄居）石澤 無涯 （寄居）吉澤 紀子

（寄

投稿
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2021/8/15 朝日新聞
2021/8/17 産経新聞

2021年9月作成

折り 埼玉県中学校総体 陸上競技 男子の優勝者 １年１５００ｍ 松本晄空（寄
スポーツ（中学生）
込み5 居城南） ４分２０秒８７＝大会新
郷土の五輪メダリストお祝い 柔道女子７０㌔級で金メダルを獲得した新井千
21 鶴選手の出身地寄居町は、広報誌の号外を作って町内全世帯への配布を始めた。 スポーツ（柔道）
ＫＥＥＰ３８マスク安全運転促進図る 寄居署の交通課署員が横断歩道での
歩行者優先「ＫＥＥＰ３８プロジェクト」のシンボルマークをデザインしたマスクを着用

2021/8/18 埼玉新聞

14 して職務に当たっている。同プロジェクトは、横断歩道での歩行者優先義務が規定さ 行政
れた道路交通法第３８条を理解し安全運転の促進を図る取り組み。

2021/8/19 毎日新聞

20 ［短歌］ 井ケ田弘美選 福田 明子 （寄居）

投稿

2021/8/22 埼玉新聞

5 ［埼玉俳壇］ 鎌倉 佐弓選

2021/8/27 埼玉新聞

旬を迎えた特産品 とろとろナス販売 旬を迎えた寄居町の特産品「寄居とろ
6 とろナス」が町内ＪＡふかやの男衾農産物直売所や用土農産物直売センターなどで 地域

2021/8/29 埼玉新聞

5 ［埼玉俳壇］ 鎌倉 佐弓選

2021/8/30 埼玉新聞

（寄居）石澤 無涯

（寄居）吉澤 祥匡

投稿

販売されている。

（寄居）石澤 無涯 （寄居）吉澤 紀子

投稿

学習机の天板を抗ウイルス使用に 寄居町は町内全小中学校の天板を
11 「抗ウイルス天板」に順次交換している。新型コロナウイルス感染症対策事業で、教 行政
職員が毎日している消毒作業を削減し学校内の感染防止を目指す。

注 ８月１日より、各新聞ごとに人数が異なるため、新型コロナ新規感染者数の記事は項目から外しました。

