
令和3（2021）年度 寄居町新聞記事索引（9～12月） 2021年12月作成

掲載日 掲載紙 紙面 記事見出・記事概要 件名

2021/9/3 埼玉新聞 3

無農薬の青梅使用サワービール販売　　寄居町産で無農薬の青梅を使用し
た「寄居ビール梅」が開発され、町内の飲食店や高橋酒店、ＪＡふかや用土農産物
直売センターなどで販売している。※写真 地域

2021/9/5 埼玉新聞 5
［埼玉俳壇］　内野　修選　　（寄居）石澤　無涯

投稿

2021/9/8 東京新聞 16

感動新た　等身大パネル　寄居町出身で東京五輪の柔道女子７０㌔級で金メ
ダルを獲得した新井千鶴選手（２７）＝三井住友海上＝の等身大パネルが、同町役
場１階ロビーに展示されている　※写真 地域

2021/9/9 埼玉新聞 1

柔道・新井選手が知事表敬「うれしい気持ちでいっぱい」　東京五輪の柔
道女子７０㌔級で金、団体混合で銀メダルをそれぞれ獲得した寄居町出身、児玉高
出の新井千鶴選手（２７）＝三井住友海上＝が８日、大野元裕知事を表敬訪問し、
「目標とする東京五輪で金メダルを獲得でき、うれしい気持ちでいっぱいです」と喜び
を表した。※21面にも同様の記事　※写真

行政

2021/9/10 埼北よみうり 2
まち歩きマップ作成　寄居の街を和装で　寄居町はこのほど、「まち歩きマッ
プ」を作成し、役場庁舎や寄居駅などで無料配布している。 地域

2021/9/10 埼玉新聞 9

等身大パネル町役場に展示　寄居町出身で東京五輪柔道女子７０㌔級で金メ
ダルを獲得した新井千鶴選手（２７）＝県立児玉高校卒、三井住友海上＝が表彰台
に立つ等身大パネルが同町役場１階ロビーに展示されている。 地域

2021/9/10 東京新聞 17

目標の「金」笑顔の報告　新井選手が知事訪問　寄居町出身で東京五輪
柔道女子７０㌔級で金メダルに輝いた新井千鶴選手（２７）＝三井住友海上＝が８
日、県庁に大野元裕知事を訪ね「目標とする金メダルを獲得でき、うれしい気持ちで
いっぱい」と笑顔で報告した。　※写真 行政

2021/9/11 埼玉新聞 7

完全燃焼の新井引退　「不動心」を体現　東京五輪柔道女子７０㌔級金メダ
リストの新井千鶴（三井住友海上）＝寄居町出身、児玉高出＝が１０日、現役引退
を発表した。
同日の産経、東京、スポニチ、読売、朝日で同様の記事　※写真

スポーツ（柔道）

2021/9/14 埼玉新聞 9

郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）●0-1　※9月場所2日目

スポーツ（大相撲）

2021/9/15 埼玉新聞 7

郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や0-1　※9月場所3日目

スポーツ（大相撲）

2021/9/16 埼玉新聞 11

郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）○1-1　※9月場所4日目

スポーツ（大相撲）

2021/9/17 埼玉新聞 9

和装をテーマにまち歩きマップ　　寄居町地域おこし協力隊が和装をテーマに
した「まち歩きマップ」を５００部作成した。 地域

2021/9/17 読売新聞 28

［第43回よみうり写真大賞］　マイベストフォト部門第3期入選作品　　（寄
居）　増田優実 投稿

2021/9/18 埼玉新聞 11

郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や2-1　※9月場所6日目

スポーツ（大相撲）

2021/9/18 読売新聞 9

ホンダ８～９月減産６割　半導体不足・コロナ回復めど立たず　　ホンダ
は17日、8～9月の国内生産台数が当初計画から約6割減になるとの見通しを発表し
た。寄居工場も減産する。減産の具体的な台数は明らかにしていないが、数万台規
模になりそうだ。

経済・産業

2021/9/19 埼玉新聞 5

［埼玉俳壇］　内野　修選　　（寄居）坂本　茂　　（寄居）石澤　無涯　　（寄居）吉澤
祥匡 投稿
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2021/9/20 埼玉新聞 6

郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や2-2　※9月場所8日目

スポーツ（大相撲）

2021/9/22 埼玉新聞 13

郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）●2-3　※9月場所10日目

スポーツ（大相撲）

2021/9/23 埼玉新聞 6

郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）○3-3　※9月場所11日目

スポーツ（大相撲）

2021/9/24 埼玉新聞 6

郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や3-3　※9月場所12日目

スポーツ（大相撲）

2021/9/25 東京新聞 22

「功労賞」五輪・パラ　メダリスト２６人に　　県は２４日、県議会議会運営委
員会で、東京五輪・パラリンピックでメダルを獲得した県ゆかりの選手２６人に「彩の
国功労賞」を贈呈する議案を追加提出する考えを示した。県によると五輪は柔道女
子で７０㌔級で金メダルの新井千鶴選手ら１５人、パラは１１人。 スポーツ（柔道）

2021/9/25 埼玉新聞 6

郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や3-3　※9月場所13日目

スポーツ（大相撲）

2021/9/26 埼玉新聞 5

[埼玉俳壇]　内野　修選　（寄居）吉澤　紀子　（寄居）吉澤　祥匡　　（寄居）石澤
無涯 投稿

2021/9/26 埼玉新聞 6

郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）○4-3　※9月場所14日目

スポーツ（大相撲）

2021/9/26 埼玉新聞 8

[第４３回埼玉県アマチュアゴルフ選手権大会２０２１]　　（寄居）寺辻真
生 スポーツ（ゴルフ）

2021/9/27 埼玉新聞 6

郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や4-3　※9月場所15日目

スポーツ（大相撲）

2021/10/2 埼玉新聞 7

災害時の施設提供協力協定　寄居町とサテライト花園寄居　　寄居町は
遊技場やスポーツ施設を運営する「オータ」の競輪場外車券販売施設「サテライト花
園寄居」と「災害時等における施設等の提供協力に関する協定」を締結した。 行政

2021/10/3 読売新聞 12

気流　日曜の広場　　（寄居）新井　政和

投稿

2021/10/3 埼玉新聞 11

競輪観戦快適に　寄居に場外車券売場開業　県内初となる競輪の場外車
券売場「サテライト花園寄居」（管理施工者・埼玉県）が９月３０日、寄居ｊ町大字富田
に開業した。

地域

2021/10/7 毎日新聞 20

短歌　井ケ田弘美選　　（寄居）福田秋子

投稿

2021/10/8 埼玉新聞 9

空き家活用へリーフレット　地域おこし協力隊　　寄居町地域おこし協力隊
が、空き家を放置するリスクや活用方法、活用事例などを紹介する空き家活用リー
フレットを１５００部作成、町役場や公共施設で配付している。 地域

2021/10/9 読売新聞 23

地域一体型だった鉢形城　　ＮＨＫが９月２０日の「日本最強の城ＳＰ」が紹介し
た中に、埼玉県寄居町の鉢形城も含まれた。出演者の皆さんの評価が高かったの
が、うれしかった。 投稿
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2021/10/9 埼玉新聞 2

ホンダ国内工場１０月３割弱減産　部品供給難影響　ホンダは８日、１０月
の国内の自動車生産台数が当初計画に比べて約３割弱の減少になると明らかにし
た。生産能力が最大の鈴鹿工場が約４割の減産となる。埼玉製作所の狭山工場が
約２割減となる一方、寄居工場（寄居町）は計画通りに稼働する見込みだ。 地域

2021/10/10 埼玉新聞 5
［埼玉俳壇］　佐怒賀　直美選　　（寄居）吉澤　祥匡

投稿

2021/10/14 毎日新聞 20

[川柳]　十七世川柳　石川柳翁選　　（寄居）橋本秀樹

投稿

2021/10/15 読売新聞 27

[よみうり文芸　川柳]　西潟賢一郎選　【入選】　（寄居）西村房江

投稿

2021/10/15 埼玉新聞 8

[地形と石　面白さ紹介]　寄居　県立川の博物館　　　秩父地方の寺社仏
閣を通し、荒川が造った地形と石に焦点を当てて自然と人々の暮らしを紹介する秋
季企画展「秩父を散策しませんか？－寺社仏閣に地形と石を訪ねる－」が、寄居町
小園の県立川の博物館で１１月２３日まで行われている。

地域

2021/10/17 埼玉新聞 5
［埼玉俳壇］　佐怒賀　直美選　　（寄居）吉澤　紀子

投稿

2021/10/21 埼玉新聞 3

[危険業務従事者叙勲]　　　（寄居）国井　俊夫　元県警部

受賞・表彰

2021/10/22 埼玉新聞スポーツ 6

[県サッカー少年団大会北部地区予選］　　Ｃ組１回戦　ＨＦＣ5-1寄居ＦＣ
Ｄ組１回戦　熊谷東14-0ＦＣＳＡＫＵＲＡＡＰＲＥＣＩＯ・男衾（合同） スポーツ（小学生）

2021/10/22 埼玉新聞スポーツ 6

［陸上　熊谷市総合体育大会兼熊谷市選手権大会］　　男子　中学3000
㍍　佐藤響（寄居男衾）９分３７秒３３　　女子　中学800㍍吹田紅愛（寄居）　中学走
り高跳び　　山本詩帆

スポーツ（中学生）

2021/10/22 埼玉新聞スポーツ 6

［ソフトボール県民総合スポーツ大会小学生］　　女子　１回戦　西少女11-
1寄居ジュニア スポーツ（小学生）

2021/10/23 埼玉新聞 11

［駅スタンプをリニューアル　秩父鉄道イベント限定も制作］　　秩父鉄道
（本社・熊谷市）は鉄道旅を楽しんでもらうため、旅客駅37駅の駅スタンプを23日にリ
ニューアルする。現行の駅スタンプは現設置駅で引き続き押印できる。波久礼駅の
スタンプは寄居駅に設置される。 地域

2021/10/24 埼玉新聞 5

［埼玉俳壇］　佐怒賀　直美選　　（寄居）吉澤　紀子

投稿

2021/10/25 埼玉新聞 13

［柔道五輪メダリスト指導］ 　オンラインで新井ら　柔道で東京五輪金メダル
に輝いた女子70㌔級の新井千鶴さん（寄居町出身、児玉高出）が24日、オンライン
で小学生との合同稽古を行い、得意技を披露した。※写真　　同日、スポニチ、読売
に同内容。

スポーツ（柔道）

2021/10/25 埼玉新聞 13

[寄居に栄冠]　東日本中学ラグビー　ラグビーの東日本中学大会埼玉・栃木
県予選最終日は24日、熊谷ラグビー場で決勝と３位決定戦を行い、決勝で寄居が
21－10で深谷岡部を下し、栄冠を獲得した。 スポーツ（中学生）

2021/10/31 埼玉新聞 5

［埼玉俳壇］　佐怒賀　直美選　　（寄居）吉澤　紀子　（寄居）石澤　無涯　　（寄
居）坂本　茂　　（寄居）吉澤　祥匡 投稿
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2021/10/31 埼玉新聞 6

[全国高校男子駅伝県予選、全国高校女子駅伝県予選]チーム紹介
女子　本庄第一　４区松田有加（寄居）　熊谷女子５区　荒木彩羽（寄居）　　本庄東
４区野池琳々星（寄居男衾）　　補欠松本愛澄（寄居男衾）　　川越女子　２区久保田
優衣（寄居男衾）

男子　本庄第一　補欠村上理空（寄居）　熊谷　２区根岸雅晃　（寄居）　深谷一　６
区中島涼太（寄居）

スポーツ（高校生）

2021/11/2 読売新聞 35

[秋の褒章８０８人２２団体]　受賞者　柔道選手　新井千鶴

受賞・表彰

2021/11/2 朝日新聞 23

[設楽・大塚ら集結　福岡国際マラソン]　今年で最後となる大会の招待選手
が１日、発表され、元日本記録保持者の設楽悠太（ホンダ）や東京五輪のマラソンん
の補欠だった大塚祥平（九電工）ら国内の10選手が名を連ねた。 スポーツ（マラソン）

2021/11/3 埼玉新聞 11

経験糧に成長を　五輪女子柔道金　新井さん母校児玉高にエール
東京五輪柔道女子７０㌔級で金メダルに輝き、混合団体で銀メダルを獲得した新井
千鶴さん（28）＝三井住友海上＝が母校の県立児玉高校を訪れ、戦績を報告し、後
輩の女子柔道部員と生徒会役員からも祝福された。 スポーツ（柔道）

2021/11/3 埼玉新聞 3

秋の叙勲県内関係者　松本敦子64「玉淀園」副施設長　寄居

受賞・表彰

2021/11/4 東京新聞 16

寄居に力届けと戦った　顕彰　金色のポスト設置
東京五輪柔道女子７０㌔級金メダリスト新井千鶴さん（28）の功績をたたえる「ゴール
ドポスト」の除幕式が１０月２８日、新井さんの地元の寄居町役場北口前で開かれ
た。

行政

2021/11/7 埼玉新聞 5

[埼玉俳壇]　鎌倉　佐弓選　（寄居）吉澤　紀子　（寄居）吉澤　祥匡

投稿

2021/11/7 埼玉新聞 12

埼玉県駅伝中学の部　男子区間１位記録　　５区　佐藤響（寄居男衾）

スポーツ（中学生）

2021/11/7 読売新聞 28

埼玉県駅伝中学の部　成績　男子11位寄居男衾　女子17位寄居男衾

スポーツ（中学生）

2021/11/8 毎日新聞 23

秋空に十月桜　寄居・桜沢公園　秋の青空の下「十月桜」が寄居町の桜沢公
園で薄いピンクの花をつけている。コヒガン系のサクラ。１２月ごろまで花をつけ来春
もまた咲くという。 地域

2021/11/9 朝日新聞 22

県ゆかり人間国宝ら匠の技　来月５日まで入間市博物館で企画展
人間国宝は県内在住の原清さん（陶芸）のほか計６人。継承者の作品も含め、釜や
水指、茶わん、茶器など約110点が出品された。 地域

2021/11/9 毎日新聞 21

寄居町などに金メダル報告　女子柔道・新井さん　東京オリンピック７０㌔
級金メダリストで、大会後の９月に現役引退を発表した新井千鶴さん（28）がこのほ
ど、出身地の寄居町役場と母校の町立男衾中学、県立児玉高校（本庄市）を訪ね、
故郷の町民や後輩らに金メダルなどの獲得を報告して祝福を受けた。 地域

2021/11/9 埼玉新聞 11

【クリック】　　ゴールドポスト　　寄居町役場北口前にゴールド色の郵便
ポストがお目見えした。このポストは東京五輪柔道女子70㌔級で金メダ
ルを獲得した同町出身の新井千鶴さんのメダルと同じ色。日本郵便な
どが取り組んでいるプロジェクトで、東京五輪やパラリンピックの日本人
選手の金メダリストゆかりの地の郵便ポストを塗り替えている。

コラム
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2021/11/10 埼玉新聞 11

[新種のカメムシ標本も]　寄居桜沢小研究者の野沢さん収集
寄居町立桜沢小学校（富田陽一校長、児童数１６７人）多目的室で１２日まで、同校
ウン寧協議会委員の野沢雅美さん（70）が所有するカメムシなど昆虫の標本30箱が
展示されている。

地域

2021/11/11 埼玉新聞 7

[秩父鉄道は記念乗車券]　　秩父鉄道（本社・熊谷市）は行田市を舞台
とした漫画「埼玉の女子高生ってどう思いますか？」の単行本５巻が９
日に発売されたことを記念し、「埼玉の秩父鉄道ってどう思いますか？
記念乗車券」を同日から発売を開始した。羽生、熊谷、寄居、長瀞、秩
父、御花畑、三峰口駅、秩父鉄道通販サイト「ちちてつe-shop」で７５０
円で販売する。

地域

2021/11/11 読売新聞 33

[トンネルで防災訓練]　　国道１４０号皆野寄居バイパスの美の山トンネル（皆
野町）で10日、車両事故の発生を想定した防災訓練が行われた。 行政

2021/11/14 埼玉新聞 8

【けやき】読者の声　　（寄居町）大野順一

投稿

2021/11/14 埼玉新聞 5

[埼玉俳壇]　鎌倉　佐弓選　（寄居）石澤　無涯　（寄居）吉澤　祥匡　　（寄居）坂
本　茂 投稿

2021/11/16 埼玉新聞 8

郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）●0-1　※11月場所2日目

スポーツ（大相撲）

2021/11/17 埼玉新聞 11

郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）○1-1　※11月場所3日目

スポーツ（大相撲）

2021/11/18 埼玉新聞 6

郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や1-1　※11月場所4日目

スポーツ（大相撲）

2021/11/19 埼玉新聞 5

700円で千円相当限定メニューと交換　街バル、チケット販売　　寄居町
商工会（大久保和勇会長）は、町内の飲食店を巡って食べ歩きや飲み歩き、買い物
などを楽しむ「2021よりい街バルVer.ニューノーマル様式」を１２月１７日まで行って
いる。

地域

2021/11/19 埼玉新聞 11

郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や1-1　※11月場所5日目

スポーツ（大相撲）

2021/11/20 埼玉新聞 6

郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）●1-2　※11月場所6日目

スポーツ（大相撲）

2021/11/20 産経新聞 23

男女ベスト１６出そろう　春の高校バレー県大会開幕　女子１回戦　秋草
学園２－０寄居城北 スポーツ（高校生）

2021/11/21 埼玉新聞 8

郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）○2-2　※11月場所7日目

スポーツ（大相撲）

2021/11/21 埼玉新聞 5

[埼玉俳壇]　鎌倉　佐弓選　（寄居）吉澤　紀子　（寄居）吉澤　祥匡

投稿

2021/11/22 埼玉新聞 6

郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や2-2　※11月場所8日目

スポーツ（大相撲）

2021/11/23 埼玉新聞 7

郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や2-2　※11月場所9日目

スポーツ（大相撲）

2021/11/25 埼玉新聞 11

郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や2-3　※11月場所11日目

スポーツ（大相撲）
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2021/11/26 埼玉新聞 7

郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）●2-4　※11月場所12日目

スポーツ（大相撲）

2021/11/27 埼玉新聞 11

【急行と北武鉄道の記念乗車券販売】　秩父鉄道（本社・熊谷市）は２７日か
ら、「急行『秩父路』号ヒストリー記念乗車券」と「北武鉄道１００周年記念乗車券」の
販売を開始する。急行の記念乗車券の価格は千円で、羽生、熊谷、寄居、秩父、御
花畑、三峰口駅で販売する。 地域

2021/11/27 埼玉新聞 7

郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や2-4　※11月場所13日目

スポーツ（大相撲）

2021/11/28 埼玉新聞 8

郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や2-4　※11月場所14日目

スポーツ（大相撲）

2021/11/30 朝日新聞 19

【福岡の主役たち】　取り戻した情熱「とりあえず1位」　設楽悠太（29）＝ホ
ンダ　　最後の福岡国際を、復活への足がかりにしたいと考えている。「とりあえず１
位をとりたい。それだけです」そう語る設楽悠太（29）＝ホンダ＝の眼光は、するど
い。

スポーツ（マラソン）

2021/12/1 埼玉新聞 15

「和紙をつかった凧（たこ）づくり」（寄居）　４日午後１時半～同３時半、県立
川の博物館講座室。申し込み・問い合わせは同館（☎048・581・7333） 教室

2021/12/2 毎日新聞 22

短歌　井ケ田弘美選　　（寄居）橋本秀樹

投稿

2021/12/3 埼玉新聞 13

紅葉背にミカン狩り　今月中旬まで　寄居町の風布・小林地区で、甘酸っぱさ
を特徴にしているミカン狩りが今月中旬まで楽しめる。ミカン園は里山に囲まれ、見
頃となった紅葉を眺めながら収穫できる。 地域

2021/12/4 スポーツニッポン 4

設楽ＭＧＣ一番乗りへＶ争い必ず　明日号砲福岡国際マラソン　　２４年
パリ五輪代表選考レース「マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」選考会を兼
ねた福岡国際マラソン（平和台陸上発着）はあす５日に行われる。２０年３月の東京
以来となるマラソンンに臨む元日本記録保持者の設楽悠太（29＝ホンダ）が「優勝
争いできるようなレースをしたい」と復活を誓った。

スポーツ（マラソン）

2021/12/4 読売新聞 26

読者が選ぶ県内１０大ニュース　　７月五輪新井「金」（28日）　東京五
輪・柔道女子70㌔級で寄居町出身の新井千鶴選手が五輪初出場で金メダルを獲
得。
※写真

スポーツ（柔道）

2021/12/5 埼玉新聞 5

[埼玉俳壇]　内野　修選　（寄居）吉澤　紀子　（寄居）吉澤　祥匡

投稿

2021/12/6 産経新聞 18

「難読地名」周知のきっかけ　東武東上線の男衾駅（寄居町）は過去、関東の
難読駅名の上位にランクインされ乗降人員は同線の駅でも少ない。ところが、今夏
の東京五輪柔道女子70㌔級金メダリスト、新井千鶴選手が男衾中出身だったことで
男衾の周知が一気に進んだ。 地域

2021/12/6 埼玉新聞 6
福岡国際マラソン　　設楽悠は２０キロすぎ棄権　　同日朝日に同内容

スポーツ（マラソン）

2021/12/7 読売新聞 27
盛り土７０か所で違反　７０ヵ所のうち、さいたまが６ヵ所で最も多く、川越市が５
カ所、熊谷市と寄居町が各４か所と続いた。 地域

2021/12/8 埼玉新聞 2

１１月１日現在の県内市町村別推計人口　寄居町　世帯数13,239
　人口総数31,871　男15,811　女16,060 行政

2021/12/9 埼玉新聞 11

コロナ禍の店舗を支援　寄居町地域電子通貨を販売　寄居町は町内商店
などで使える町独自の地域通貨「Ｙｏｒｉ－Ｃａ（ヨリカ）」の販売を１日から始めた。同
町発行の電子通貨で30％のプレミアムがついている。 行政



令和3（2021）年度 寄居町新聞記事索引（9～12月） 2021年12月作成

2021/12/10 埼北よみうり 8

12/11（土）～30（木）嵐山町の画家　中島竹雄さん　自身のギャラリー
で個展　　嵐山町の画家・中島竹雄さんが１１日（土）から自身のギャラリー「絵の
友おぶすま店」（寄居町富田2861-10）で個展を開催する。 地域

2021/12/10 埼玉新聞 9

野菜か苗木と落ち葉を交換　　落ち葉を有効活用している寄居町の造園業者
と有機農家の計3人が、落ち葉で野菜か苗木のどちらかと交換するイベントを同町
寄居の玉淀館玄関前で行った。 地域

2021/12/12 埼玉新聞 5

[埼玉俳壇]　内野　修選　　（寄居）坂本　茂　　（寄居）吉澤　紀子　（寄居）吉澤
祥匡 投稿

2021/12/17 埼玉新聞 9

大滝トンネルの魅力紹介　来年５月ごろから本格着手する西関東連絡道路国
道140号大滝トンネルについて、深く知ってもらおうと県西関東連絡道路建設事務所
（皆野町）がパネル展示を開始した。同トンネルの工事内容や、皆野寄居・皆野秩父
バイパスの整備効果を説明する計８枚のパネルを、秩父郡市や寄居町の役場など
にリレー形式で展示。同道路の利便性や安全性を広く周知し、利用促進を図ってい
る。

行政

2021/12/17 埼玉新聞 11

歳末フードパントリー25日実施　寄居町社会福祉協議会　　寄居町社会
福祉協議会は、コロナ禍で生活に困っている世帯に食料品などを無料で提供する
「歳末フードパントリー」を25日に実施する。 福祉

2021/12/19 埼玉新聞 5

[埼玉俳壇]　内野　修選　　（寄居）坂本　茂　　（寄居）吉澤　紀子　（寄居）吉澤
祥匡
（寄居）石澤　無涯

投稿

2021/12/20 毎日新聞 20

戦国時代の古武術披露　寄居の師範ら小具足姿で　　古武術「双水執流」
の20代宗家師範、宇佐美裕司さん＝寄居町＝らが12日、戦国時代の合戦場での動
きを秩父市内で披露した。 地域

2021/12/22 埼玉新聞 1

さきたま抄　　暮れも押し詰まり、今日は冬至。スポーツではこの夏、1年遅れの
東京五輪・パラリンピックが開かれた。埼玉ゆかりの選手たちの言葉で2021年を振
り返りたい。
柔道女子70㌔級の新井千鶴さん（三井住友海上）＝寄居町出身、児玉高出＝が県
出身者の個人競技初となる金メダル。「何度もくじけそうになったが、信念をぶらさず
やってきて良かった。」9月に現役引退を発表し、指導者の道を歩む。

コラム

2021/12/24 埼北よみうり 4

2校つなぎオンライン授業　児童同士のディスカッションも　　寄居町立鉢
形小学校と同折原小学校をオンラインでつないだ道徳の授業が17日に行われた。

行政

2021/12/24 埼玉新聞 11

色鮮やか季節感満載　オリジナル手帳を発行　　寄居町はオリジナル手帳
「ＹＯＲＩＩ　ＴＯＷＮ　ＤＩＡＲＹ　＆　ＯＲＩＧＩＮＡＬ　ＮＯＴＥ」を今年も作成、希望者に配布
している。4年続けての発行で、今回は若い人にも使ってもらえるようカラフルなデザ
インにした。

行政

2021/12/25 読売新聞 24

読者が選んだ県内１０大ニュース2021
第3位五輪新井「金」　東京五輪・柔道女子70㌔級に出場した寄居町出身の新
井千鶴選手が7月28日、金メダルを獲得した。 スポーツ（柔道）

2021/12/26 埼玉新聞 8

医療施設に原口が寄付　阪神は25日、原口（寄居町出身）が神戸市の小児が
ん患者らを対象とする医療施設に13万円を寄付したと発表した。金額は今季の自身
の成績である10安打3打点に応じたもの。 スポーツ（野球）

2021/12/26 埼玉新聞 11

首長が選んだわが街5大ニュース　寄居町　花輪利一郎町長

行政

2021/12/31 埼玉新聞 8

新年ふさわしい黄金色　武州寄居七福神　　武州寄居七福神は一回り約25
㌔。
寄居町の寄居、用土、男衾駅周辺の5カ寺にあり、、巡り方も自由。どれも御像が大
きいのが特徴で、存在感あって目を引く。

地域


