令和3（2021）年 寄居町新聞記事索引（1～4月）

掲載日

掲載紙

紙面

2021年5月作成

記事見出・記事概要

件名

新春俳壇 佐怒賀 直美選 （寄居）吉澤紀子（評） （寄居）吉澤祥匡 （寄居）石
2022/1/1

埼玉新聞

18

2022/1/5

埼玉新聞

23

2022/1/9

埼玉新聞

5

2022/1/10 埼玉新聞

6

2022/1/11 埼玉新聞

19

2022/1/12 埼玉新聞

7

2022/1/12 埼玉新聞

6

2022/1/13 埼玉新聞

7

2022/1/13 埼玉新聞

8

2022/1/14 埼玉新聞

7

2022/1/15 埼玉新聞

7

2022/1/16 埼玉新聞

5

2022/1/16 埼玉新聞

10

2022/1/19 埼玉新聞

10

2022/1/20 埼玉新聞

7

2022/1/21 埼玉新聞

9

投稿

澤無涯

今年の選挙予定

寄居町長選 任期満了日8月27日

行政
［埼玉俳壇］ 佐怒賀 直美選 （寄居）吉澤祥匡（評）

（寄居）石澤無涯

投稿
郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）●0-1 ※初場所初日
スポーツ（大相撲）
小中学生俳句コンクール 県俳句連盟会長賞 白木秀二郎（寄居・男衾5年）
投稿
深谷彩北シニア杯小学生軟式野球大会 中町・マッキーズ合同（寄居）8-11
深谷西少年野球（5回コールド）

スポーツ（小学生）

郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や0-1 ※初場所3日目
スポーツ（大相撲）
市町村年頭抱負 寄居町 未来に希望が持てる町へ
行政
郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）●0-2 ※初場所4日目
スポーツ（大相撲）
郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）●0-3 ※初場所5日目
スポーツ（大相撲）
郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や0-3 ※初場所6日目
スポーツ（大相撲）
［埼玉俳壇］ 佐怒賀 直美選 （寄居）石澤無涯 （寄居）吉澤祥匡
投稿
郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）○1-3 ※初場所7日目
スポーツ（大相撲）
郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）●1-4 ※初場所10日目
スポーツ（大相撲）
郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や1-4 ※初場所11日目
スポーツ（大相撲）
郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）●1-5 ※初場所12日目
スポーツ（大相撲）
座右の銘の記念碑建立 十代目松本幸四郎さんサイン
2022/1/21 埼玉新聞

11

2022/1/22 埼玉新聞

6

2022/1/24 埼玉新聞

6

寄居町寄居
の雀宮公園に歌舞伎役者、十代目松本幸四郎さんの座右の銘「守破離」を刻んだ
記念碑が建っている。直筆で同町が石碑にした。

行政

郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や1-5 ※初場所13日目
スポーツ（大相撲）
郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）○2-5 ※初場所千秋楽
スポーツ（大相撲）
川の博物館 県内131の「災害伝承碑」紹介 大規模な自然災害が国内外
2022/1/25 産経新聞

23

で頻発する中、県立川の博物館（寄居町）は、飢饉や干魃、疾病などに関する県内
131の「災害伝承碑」の位置図を展示する企画展を開催している。3月6日まで。
行政
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秩父鉄道の全駅PASMO導入 秩父鉄道は27日、利用客の利便性向上や感
2022/1/28 埼玉新聞

7

染症対策の向上を目的に交通系ICカード「PASMO」のサービスを3月12日始発から
地域
全駅で導入を開始すると発表した。

地区ごとに異なる味 7種類飲み比べも 寒熟蜜柑ジュース販売
2022/1/28 埼玉新聞

5

古くからミカン栽培を営んできた寄居町。今年も寄居産ミカンを100％使用した「寒熟
みかんジュース」の製造が町内で最盛期を迎えている。無添加ジュースの種類は、
地域
風布と小林、金尾、桜沢、折原、鉢形地区と6地区をブレンドした計7種類。

「連覇できるように頑張る」ホンダ陸上部町長に駅伝V報告
2022/2/4

埼玉新聞

9

第66回全
日本実業団対抗駅伝競走大会（ニューイヤー駅伝）で初優勝したホンダ陸上競技部
が寄居町役場を訪れ、花輪利一郎町長に初優勝を報告した。
行政

「固定概念取り払おう」パラ車いす制作杉原さん講演
2022/2/4

読売新聞

22

2022/2/6

埼玉新聞

14

寄居町の小中学
生を対象とした道徳講演会がオンラインで開かれ、約1200人が参加した。講師は工
業デザイナーの杉浦行里さん（39）パラリンピックのアスリートとともに競技用具を苦
心して制作した経験などを基に、「固定概念を取り払おうこれじゃないといけないとい 地域
う考えはいらない」などと熱いメッセージを送った。

手渡し詐欺未遂容疑の男を逮捕 寄居署 寄居署は5日、詐欺未遂の疑い
で高知市上町１丁目の飲食業高柳翔容疑者（36）を逮捕した。

事件・事故

秩父鉄道もICカード 来月12日全駅で導入
2022/2/6

東京新聞

18

秩父鉄道は交通系ICカードのシステムを3月12日の始発から全駅で導入する。これ
により、県内のすべての鉄道で交通系ICカードの利用が可能になる。
地域

招待選手に設楽悠、川内ら 大阪マラソン・びわ湖毎日マラソン
2022/2/8

毎日新聞

19

第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会の出場選手が発表され、
男子は元日本記録（2時間6分11秒）保持者の設楽悠太（Honda）、川内優輝（あいお
スポーツ（マラソン）
い同和損保）ら9人が招待選手に名を連ねた。
（同日の産経新聞に同内容）

災害伝承碑から歴史と教訓学ぶ 県立川の博物館 寄居町小園の県立
2022/2/11 埼玉新聞

11

2022/2/13 埼玉新聞

5

川の博物館は、県内に残されている災害伝承碑から災害の歴史や現代への教訓を
考えていく冬季企画展「埼玉県の災害伝承碑」を3月6日まで行っている。
行政
（同日の埼北よみうりに同内容）

［埼玉俳壇］ 鎌倉 佐弓選 （寄居）石澤無涯（評） （寄居）坂本茂 （寄居）大野
順一 （寄居）吉澤紀子

投稿

イベント会場に寄せ植えを提供 寄居町オーナー募集
2022/2/13 埼玉新聞

7

寄居町中心市
街地活性化プラットフォームは、町内のイベント開催時に住民が維持管理している
寄せ植えを会場に移動させて緑を提供していく「旅する木プロジェクトinYORII」をス
タートさせる。寄せ植えを世話する「旅する木」オーナーを募集している。

スポーツ短信 日本パラリンピック委員会は16日、北京大会に出場する日本選手
2022/2/18 朝日新聞

21

2022/2/20 埼玉新聞

7

団の第2次発表を行った。追加選手 スノーボード市川貴仁

行政

スポーツ（パラリン
ピック）

［埼玉俳壇］ 鎌倉 佐弓選 （寄居）坂本茂 （寄居）吉澤紀子 （寄居）吉澤祥匡
投稿
寄居町、5～11歳のワクチン接種実施へ 来月2日から予約開始
2022/2/20 埼玉新聞

15

寄居町は、5歳～11歳を対象にした新型コロナウイルスのワクチン接種を3月5日か
行政
ら開始する。

秩父鉄道の踏切で列車と軽自動車が衝突 20日午後3時40分ごろ、寄居町
2022/2/21 朝日新聞

21

末野の秩父鉄道波久礼駅手前の踏切で、羽生駅発三峰口駅行き下り普通列車（3
両編成）が踏切内に進入した軽自動車と衝突した。

事件・事故
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[毎日俳壇]
2022/2/21 毎日新聞

2021年5月作成

片山由美子選 埼玉（寄居）石澤無涯

25

投稿
市川「メダル目指す」

2022/2/23 読売新聞

24

スノボ寄居町長に健闘誓う 北京パラリンピック
のスノーボード日本代表に内定した寄居町出身の市川貴仁選手（30）が22日、同町
スポーツ（パラリン
役場を訪れ、花輪利一郎町長に大会に向けた抱負を語った。
ピック）

北京パラ挑戦誓う スノボ市川選手出身地の寄居訪問 北京2022パラリ
2022/2/24 埼玉新聞

11

ンピックスノーボード日本代表で寄居町出身の市川貴仁選手（30）が22日、同町を
訪れ花輪利一郎町長らに出場を報告した。

スポーツ（パラリン
ピック）

設楽「日本記録取り返す」大阪マラソン27日
2022/2/24 読売新聞

19

大阪マラソン・びわ湖毎日マ
ラソン統合大会（読売新聞社など共催）が27日、大阪市を舞台に開催される。注目
は元日本記録保持者の設楽悠太（ホンダ）だ。
スポーツ（マラソン）

災害伝承碑で学ぶ「備え」
2022/2/24 東京新聞

18

2022/2/25 埼玉新聞

21

自然災害による被災の歴史や教訓を後世に伝え
る「災害伝承碑」を紹介する企画展が、来月六日まで県立川の博物館（寄居町）で
地域
開かれている。

一足早く春を楽しむ

寄居町役場1階ロビーで、町内で育った桜の花「啓翁桜」
と「大漁桜」の切り花が豪華に飾られ、利用者らは春の訪れを楽しんでいる。

行政

成長株届け「一番上」スノーボード男子市川貴仁
2022/2/25 読売新聞・夕刊 10

開幕が迫った今月16
日、推薦枠でのパラリンピック出場が決まった。障害のクラスを超えて仲が良いス
ノーボード代表6選手の中では最年少で、「イッチー」の愛称で弟分としてかわいがら スポーツ（パラリン
れている。
ピック）

30歳設楽輝きを再び
2022/2/26 毎日新聞

17

かつての日本記録保持者が輝きを取り戻そうと大阪の
地に臨む。設楽悠太（30）は「走ってみないと分からない」と慎重だが、型にはまらな
スポーツ（マラソン）
い大胆なレース運びと勝負勘は魅力。日々苦闘しながらも前だけを見つめる。

北京パラ・スノボ市川選手（深谷市在住）「しっかり滑り切りたい」
2022/2/27 埼玉新聞

11

2022北京パラリンピックスノーボード日本代表として初出場する深谷市在住の市川
貴仁選手（30）の壮行会が25日、オンラインで行われた。

スポーツ（パラリン
ピック）

多彩な桜で春届ける 一年中桜に出会える町よりい実行委員会代表
大久保和勇 さん 寄居町に早咲きの桜「河津桜」「大漁桜」が咲き出し、春を

2022/2/27 埼玉新聞

10

2022/2/27 埼玉新聞

7

2022/2/28 毎日新聞

23

2022/3/1

埼玉新聞

7

2022/3/2

産経新聞

23

2022/3/3

埼玉新聞

11

地域

届けている。

［埼玉俳壇］ 鎌倉 佐弓選 （寄居）坂本茂（評） （寄居）吉澤紀子
投稿
第10回大阪・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会所要時間
31位 設楽悠太（HONDA）

2時間13分19秒

スポーツ（マラソン）

郷土力士新番付 三段目 鷹翔（寄居）
スポーツ（相撲）
寄居町長選は７月３１日投開票

同日の読売新聞に同内容

行政
新年度予算案 寄居町 一般会計は前年度比9％増の121億7293万円。
行政
駅前で有機野菜販売 会社帰りに「旬」の味

2022/3/4

埼玉新聞

9

寄居町富田の東武東上線
「みなみ寄居〈ホンダ寄居前〉駅」改札口そばで第1、3金曜日午後4時半から同6時
半まで、無農薬や無化学肥料で栽培した野菜などを販売する「寄居いいもの市」が
開かれている。

地域
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パラリンピック 県ゆかりの選手 スノーボード
2022/3/5

埼玉新聞

9

気持ち上げたい 市川貴

仁（寄居町出身、滑川総合高出）

スポーツ（パラリン
ピック）

北京パラ スノボ日本代表 市川選手は「寄居の誇り」 新井千鶴さ
ん、町民が応援文 寄居町は、北京2022パラリンピックスノーボード日本代表
2022/3/6

埼玉新聞

13

2022/3/7

産経新聞

21

で同町出身の市川貴仁選手（30）を応援する町民から届いたメッセージの展示を4日
から始めた。3日現在、昨年の東京五輪柔道女子70㌔級で金メダルを獲得した同町 スポーツ（パラリン
出身の新井千鶴さんのメッセージを含め、約2千人から寄せられた。
ピック）

男子スノーボードクロス（下肢障害）予選 6位市川貴仁（エレマテック）1
スポーツ（パラリン
分3秒63＝決勝トーナメント進出
ピック）
市川5位 寄居町民に感動 男子スノボクロス

2022/3/8

読売新聞

29

北京冬季パラリンピックの
男子スノーボードクロス（下肢障害LL２）で寄居町出身の市川貴仁選手（30）が5位
スポーツ（パラリン
入賞を果たした。
ピック）
同日の埼玉新聞に同内容

スノボ初出場で5位入賞 市川（寄居町出身）体力アップ図り飛躍
2022/3/10 埼玉新聞

7

初
出場でいきなり入賞を果たした。7日の男子スノーボードクロス下肢障害で市川貴仁 スポーツ（パラリン
（エレマテック）＝滑川総合高出＝が5位。
ピック）

寄居と鈴鹿でホンダが減産 欧州からの物流混乱
2022/3/11 埼玉新聞

2

ホンダは10日、四輪
車を生産する埼玉製作所（寄居町）と鈴鹿製作所（三重県鈴鹿市）で3月、従来計画
に比べて約1割減産する見込みだと発表した。
地域

北条氏つながり姉妹都市動画公開
2022/3/11 埼玉新聞

11

寄居町は戦国時代に関東を治めてい
た北条氏ゆかりの神奈川県小田原市と東京都八王子市、同町の2市1町を紹介する
動画「北条氏の絆 姉妹都市」を製作、町公式ホームページ「寄居動画館」で公開し 行政
ている。

県文化財3件指定へ 県教育委員会は10日、県文化財保護審議会からの答申
2022/3/11 埼玉新聞

22

2022/3/11 埼北よみうり

1

2022/3/11 埼北よみうり

5

を受け、3件を県の文化財に指定すると決定した。有形文化財（古文書）として指定
された北爪文書（寄居町）は、北条氏の上野進出を巡る関東の在地領主の動きが
分かる点が評価された。

氏邦桜（寄居町）

行政

国指定史跡・鉢形城跡の敷地内にある樹齢150年超と推定

地域

されるエドヒガン。

ゴールドポスト（寄居町・毛呂山町）

寄居町役場前と毛呂山町役場前に設

置されている金色の郵便ポスト。

地域

6人衆バンク攻める
2022/3/11 読売新聞

16

スノーボード日本代表は男子全6選手が11日、最終種目
のバンクドスラローム（BS）に挑む。7日のクロスで小栗大地（三進化学工業）と市川
貴仁（エレマテック）が5位に入り、BSでは日本勢2大会連続メダルへと期待が膨ら スポーツ（パラリン
ピック）
む。

「4年後にメダルを」 スノボスラローム市川8位
2022/3/12 読売新聞

29

2022/3/13 埼玉新聞

5

2022/3/15 埼玉新聞

8

2022/3/16 埼玉新聞

7

北京冬季パラリンピック
男子スノーボードで、寄居町出身の市川貴仁選手（30）が男子パンクドスラローム
（下肢障害LL2）に出場し、8位に入った。 同日の埼玉新聞に同内容。

スポーツ（パラリン
ピック）

［埼玉俳壇］ 内野 修選 （寄居）吉澤祥匡（評） （寄居）吉澤紀子 （寄居）石澤
無涯

投稿

郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）○1-0 ※春場所2日目
スポーツ（大相撲）
郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や1-0 ※春場所3日目
スポーツ（大相撲）
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秩父鉄道全37駅 ICカード利用OK
2022/3/16 東京新聞

21

2022/3/17 埼玉新聞

5

2022/3/18 埼玉新聞

7

2022/3/18 埼玉新聞

13

2022/3/19 埼玉新聞

7

2022/3/20 埼玉新聞

10

2022/3/21 埼玉新聞

7

2022/3/22 埼玉新聞

7

秩父鉄道（本社・熊谷市）は十二日か
ら、「Suica（スイカ）」や「PASMO（パスモ）」など十種類の交通系ICカードを使えるシ
ステムを全三十七駅で導入した。スイカとパスモ定期券の販売も羽生、熊谷、武川、
地域
ふかや花園、寄居、長瀞、秩父、御花畑の八駅で始めた。

郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）○2-0 ※春場所4日目
スポーツ（大相撲）
郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や2-0 ※春場所5日目
スポーツ（大相撲）
「みかんみるく」登場 「アグ カフェ」に新メニュー

寄居町折原の同町農
産物加工施設「里の駅アグリン館」の「agu café（アグ カフェ）」メニューが新しくなっ 地域
た。

郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）○3-0 ※春場所6日目
スポーツ（大相撲）
郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や3-0 ※春場所7日目
スポーツ（大相撲）
郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）○4-0 ※春場所8日目
スポーツ（大相撲）
郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）●4-1 ※春場所9日目
スポーツ（大相撲）
2022年プロ野球選手名鑑 セ・リーグ 阪神 原口文仁
2022/3/24 毎日新聞

16

2022/3/25 埼玉新聞

6

スポーツ（プロ野球）
郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）○5-1 ※春場所12日目
スポーツ（大相撲）
巨樹にピンクの花 鉢形城公園の氏邦桜

2022/3/25 埼玉新聞

13

「氏邦桜（うじくにざくら）」の愛
称で親しまれている寄居町鉢形の鉢形城公園のエドヒガンザクラが、薄いピンク色
の花を咲かせている。

地域

[よみうり文芸] 短歌 花山多佳子選 入選 （寄居）西村房江
2022/3/25 読売新聞

29

投稿
花輪町長が引退を表明 寄居町

2022/3/26 埼玉新聞

3

2022/3/26 埼玉新聞

6

2022/3/27 埼玉新聞

5

2022/3/27 埼玉新聞

9

2022/3/28 埼玉新聞

8

寄居町の花輪利一郎町長（77）が25日、
任期満了（8月27日）に伴う町長選（7月26日告示、同31日投開票）に出馬せず、今
季限りでの引退を表明した。
行政
同日の読売、朝日、東京に同内容

郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）○6-1 ※春場所13日目
スポーツ（大相撲）
［埼玉俳壇］ 鎌倉 佐弓選 （寄居）吉澤祥匡 （寄居）石澤無涯
投稿
郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や6-1 ※春場所14日目
スポーツ（大相撲）
郷土力士星取表 【三段目】鷹翔（寄居）や6-1 ※春場所千秋楽
スポーツ（大相撲）
「4年後メダル取れると確信」 スノボ市川選手 北京冬季パラリンピックの
2022/3/30 東京新聞

18

スノーボードの下肢障害クラス二種目に出場し、五位と八位に入賞した市川貴仁さ
ん（30）＝エレマテック、深谷市在住＝が二十五日、同市役所を訪れ、大舞台での活 スポーツ（パラリン
躍を報告した。
※写真
ピック）

令和3（2021）年 寄居町新聞記事索引（1～4月）

2021年5月作成

北京冬季パラスノボ2種目入賞 市川選手が町長表敬 北京冬季パラリ
2022/4/1

埼玉新聞

9

2022/4/5

埼玉新聞

13

ンピックのスノーボード2種目で入賞した寄居町出身の市川貴仁選手（30）が3月28
日、町役場を表敬訪問し花輪利一郎町長に結果を報告した。 ※写真

[埼玉歌壇]

スポーツ（パラリン
ピック）

飛髙 敬 選 （寄居）大野順一

投稿
ホンダ鈴鹿工場今月3割減産へ ホンダは7日、4月の国内工場での生産台数

2022/4/8

日本経済新聞

14

が2月時点の計画に比べて最大で3割減るとの見通しを明らかにした。鈴鹿製作所
（三重県鈴鹿市）で約3割減、埼玉製作所の寄居工場（埼玉県寄居町）で約1割減と 経済・産業
なる。

危険業務従事者叙勲（埼玉） 瑞宝双光章 （寄居）内田計介 72 元県警視
2022/4/9

埼玉新聞

14

（寄居）東 英司 67 元東京消防庁消防司令長
消防司令

（寄居）池田忠代 72 元川口市

叙位叙勲

［埼玉俳壇］ 佐怒賀 直美選 （寄居）吉澤紀子 （寄居）吉澤祥匡（評）
2022/4/10 埼玉新聞

5

2022/4/13 読売新聞

24

投稿
第31回県柔道紅白試合 成績優秀選手 小学3年 男子 村上（寄居男衾道
スポーツ（小学校）

場）

昭和の学び場知って 寄居町寄居の旧洋裁学校が、一般公開された。町の空
2022/4/15 埼玉新聞

9

き家活用チーム「合縁奇家（あいえんきいえ）」が所有者の許可を得て行い、当時の
裁縫道具や料理のレシピなどを展示しながら、昭和時代の学び場を地域の人たち 地域
に知ってもらった。

寄居町長選に峯岸氏出馬へ
2022/4/16 毎日新聞

23

2022/4/17 埼玉新聞

5

任期満了に伴う寄居町長選（7月26日告示、
同31日投開票）で、新人で町議長の峯岸克明氏（56）が15日、無所属で立候補する
と記者会見で表明した。 同日の読売、東京新聞に同内容。
行政

［埼玉俳壇］ 佐怒賀 直美選 （寄居）石澤無涯 （寄居）吉澤紀子
投稿
バイクと倒れる74歳男性が死亡 寄居の林道 16日午後1時35分ごろ、寄
2022/4/18 埼玉新聞

15

居町風布の林道で、通行人男性（29）がバイクと一緒に倒れていた朝霞市無職男性
（74）を見つけ、119番した。男性は搬送先の病院で死亡が確認された。
事件・事故

今を残して、町広報誌800号

記念号はダブル表紙

寄居町の広報誌「広報よりい」が創刊から約66年。4月号で800号を迎えた

2022/4/22 埼玉新聞

9

行政

ファイト！新人さん
2022/4/22 埼北よみうり

1

2022/4/22 埼北よみうり

3

埼玉パナソニックワイルドナイツ 橋本吾郎さん
（22） （寄居町）熊谷市を本拠地としているラグビーの強豪チーム「埼玉パナソニッ
クワイルドナイツ」の新卒ルーキー。
スポーツ（ラグビー）
これなーに？それなーに？ 北爪文書（寄居町） 寄居町の鉢形城歴史館
が所蔵する戦国時代の古文書で、先月県有形文化財に指定された。

行政

ホンダ鈴鹿生産5割減
2022/4/23 読売新聞

10

ホンダは主力車種を生産する鈴鹿製作所（三重県鈴
鹿市）の5月上旬の生産台数が当初計画の5割減になると発表した。一方、ミニバン
「フリード」や「シビック」などを生産する埼玉製作所（埼玉県寄居町）も、4月の生産
経済・産業
が当初計画の1割減から3割減になる。

深紅に染まるヤマツツジ 寄居・金尾山に自生5000株
2022/4/24 東京新聞

18

寄居町の北西
部、金尾山でヤマツツジが見頃を迎え、大勢の見物客が足を運んでいる。

地域

令和3（2021）年 寄居町新聞記事索引（1～4月）
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［埼玉俳壇］ 佐怒賀 直美選 （寄居）吉澤祥匡
2022/4/24 埼玉新聞

5

投稿
第93回都市対抗野球 日通、ホンダ軸に熱戦

2022/4/26 毎日新聞

2022/4/29 埼玉新聞

17

9

第93回都市対抗野球1次
予選（県予選、JABA県野球協会主催）は30日、さいたま市営浦和球場などで開幕
する。企業チームを中心に、注目の選手や大会への意気込みを紹介する。
20年の本大会で11年ぶりの全国優勝を果たしたホンダ（寄居町・小川町）。今季の スポーツ（野球）
スローガンは「臨機応変」。

カワシロウ長期休養 県立川の博物館マスコット 寄居町小園の県立川
の博物館のマスコット「カワシロウ」が長期休養に入った。15年ほど前から活動を続
け、着ぐるみに痛みが目立ってきたため、メンテナンスを行う。
行政
春の叙勲 県内受章者 『瑞宝双光章』 加藤京子、轟和男、 『瑞宝単光章』

2022/4/29 埼玉新聞

8

木崎典幸
同日の読売に同内容

叙位叙勲

