
記事詳細 掲載紙 日付 紙 内容
最終盤　Ｖ争い復路がカギ　エース激突か　箱根駅伝　あす号 読売新聞 2013/1/1 27 箱根駅伝
【往路成績】　③東洋大　５時間４２分５４秒　【区間最高】　３区
＇２１．５キロ（　設楽悠太＇東洋大（　１時間４分３６秒

朝日新聞 2013/1/3 30 箱根駅伝

双子好走　仲間に勇気　設楽兄弟　酒井監督が勝負区間と位
置付けた２、３区で快走した武蔵生越高出で双子の設楽兄

埼玉新聞スポーツ 2013/1/3 11 箱根駅伝

東洋大、山に泣く　往路５連覇逃す　「２区で設楽啓、３区で設
楽悠＇の二枚看板（を投入したのは往路優勝を狙ったから」。

日本経済新聞 2013/1/3 33 箱根駅伝

東洋大往路５連覇逃す　選手故障誤算　１区の田口＇２年（は
区間賞、２区の設楽啓＇３年（は日本人トップの３位、３区の設
楽悠＇同（も区間賞と、ここまでは狙い通り。

読売新聞 2013/1/3 19 箱根駅伝

景気も上がれ　寄居　町民手作りの大凧揚げ　寄居町今市の
州民らでつくる「竹とんぼの会」＇中島信男会長（は１日、手作
りの大凧＇だこ（を同町折原の寄居運動公園で揚げた。

埼玉新聞 2013/1/3 18 行事

お燗で心もぽかぽか　家庭でできる愉しみ　埼玉県内の酒蔵
⑳藤﨑揔兵衛商店　技で磨き心で醸す

埼玉新聞 2013/1/4 11 企業

桜に一年中出会える町　寄居　聖地巡礼⑤　岩田さんらは「１
年中桜に出会える町よりい实行委員会」のメンバー。

東京新聞 2013/1/6 22 ＮＰＯ

頭をガブ　無病息災祈る　寄居で４５軒獅子舞巡回　「三品石
尊太鼓保存会」＇荻原昇会長（のメンバーが１９９６年から続け
ている正月の行事。

東京新聞 2013/1/6 22 行事

県知事賞に栗原修さん　中日写協支部後期撮影会　▽中日
写真協会埼玉支部賞＝加藤松宠＇寄居町（　▽協賛賞＝木島

東京新聞 2013/1/6 22 受賞

埼玉俳壇　星野光二選　＇寄居（吉澤紀子　＇同（吉澤祥匡
＇同（石澤無涯

埼玉新聞 2013/1/7 13 俳句

夢は横綱　日々精進　湊竜洪二さん＇寄居町（　１８８ｃｍ・１４０
ｋｇ、堂々の体格にあどけなさが残る。

埼北よみうり 2013/1/11
830
－1

相撲



寄居町若者合同就職面接会　寄居町の企業による就職面接
会。

埼北よみうり 2013/1/11
830
－6

企業

２０１３年　寄居町　町発展のために時宜を得た政策を 埼玉新聞 2013/1/11 13 行政
けやき　読者の声　新年の誓い　テーマ投稿　地域支え合い
の礎を　大野順一＇６６歳・寄居町（

埼玉新聞 2013/1/14 5 読者投稿

郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（○１－０ 埼玉新聞スポーツ 2013/1/14 11 相撲
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 2013/1/14 7 俳句

秩父で積雪１４センチ　交通混乱　県内５６人けが 埼玉新聞 2013/1/15 1 気象
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（●１－１ 埼玉新聞スポーツ 2013/1/16 8 相撲
１１月１６日に「お手入れ」　第３７回全国育樹祭　開催日決定
式典は１７日

埼玉新聞 2013/1/17 1 行政

全国育樹祭　１１月１６日、１７日に初開催　県内で初めて開か
れる「第３７回全国育樹祭」＇県と国土緑化推進機構主催（の
日程が１１月１６日、１７日の両日に決まり、県が１６日、発表し

産経新聞 2013/1/17 23 行政

よみうり文芸　短歌　花山多佳子選　【入選】寄居町　町田節 読売新聞 2013/1/18 29 短歌
歴史語る古今の地図　川の博物館企画展　荒川沿いの変化
紹介　〔寄居〕　寄居町小園の県立川の博物館で、企画展「地
図から見える世界」が２月３日まで開かれている。

埼玉新聞 2013/1/18 12 川の博物館

男子Ａ組　寄居　松之木下し優勝　女子Ａ組大和田がＶ、新座
対決制す　ミニバスＮＩＩＺＡＣＵＰ

埼玉新聞スポーツ 2013/1/18 10 ミニバスケット

郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（●１－２ 埼玉新聞スポーツ 2013/1/19 10 相撲
あの日の校歌もう一度　話題スポット　統廃合県立高ＣＤ永久
保存　収録３校貸し出しスタート　校歌がＣＤに保存される旧
県立高校　旧高校名　寄居、川本　再編後の現在の高校名

埼玉新聞 2013/1/20 1 学校



埼玉猛追４位　斎藤＇加須大利根中（が区間賞　都道府県駅
伝　第１８回全国都道府県対抗男子駅伝は２０日、広島市平
和記念公園前発着の７区間４８キロで行われ、昨年１０位の埼
玉は２時間２０分５５秒で４位と健闘した。

埼玉新聞スポーツ 2013/1/21 8 駅伝

埼玉俳壇　星野光二　＇寄居（吉澤祥匡　＇同（石澤無涯　＇同（
吉澤紀子

埼玉新聞 2013/1/21 7 俳句

郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（○２－２ 埼玉新聞スポーツ 2013/1/21 10 相撲
武士道に酔う　戦国居酒屋　主人も実も甲冑姿　埼玉の鉢形 東京新聞 2013/1/22 32 産業
寄居の企業１０社　若者就職面接会　町役場で３０日 朝日新聞 2013/1/22 29 産業
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（●２－３ 埼玉新聞スポーツ 2013/1/19 10 相撲
名曲生んだピアノ眠る　作曲家の佐々紅華　戦時中、寄居の
鉢形小に寄贈　▼保管場所閉館で眠ったまま　▼英国最古の
ピアノメーカー

埼玉新聞 2013/1/24 15 学校

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 2013/1/24 22
短歌
俳句

私たちの作品　地元で　寄居城北高生徒が制作　役場に１２０
点展示　〔寄居〕　寄居町桜沢の県立寄居城北高校の生徒た
ちが授業や部活動で制作した作品が、町役場１階フロアで２
月１日まで展示されている。

埼玉新聞 2013/1/25 6 学校

節分情報　第４６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。

埼北よみうり 2013/1/25
831
－5

行事

子育てにご利益　＇寄居町（　鎌倉审町時代の作と推定されて
いる歴史ある高蔵寺地蔵堂＇寄居町今市地区（の地蔵菩薩。

埼北よみうり 2013/1/25
831
－1

観光

よみうり文芸　短歌　花山多佳子選　【入選】寄居町　町田節 読売新聞 2013/1/25 31 短歌
寄居Ｖ２　猛練習で心がひとつに　報知新聞社後援　県北中
学生バスケ　日課は標高５００メートル登山走　全員に生まれ
た負けじ魂　序盤１０－１０でも動揺なし　鍛えた体力で圧倒８

さいたま報知 2013/1/27 8 バスケット

埼玉俳壇　星野光二選　＇寄居（石澤無涯　＇同（吉澤祥匡 埼玉新聞 2013/1/28 5 俳句



郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（○３－４ 埼玉新聞スポーツ 2013/1/28 11 相撲
寄居の１２社参加　合同就職面接会　パート含め１３０人募集 日本経済新聞 2013/1/30 産業
寄居ミニバス男子が初Ｖ　新座カップＪＡあさか野杯ミニバス
ケットボール　女子は大和田が制す　【１２月２４日、新座市】
開始早々のプレス

朝日新聞 2013/1/30 2 ミニバスケット

県信用組合協　寄居町に寄付　県信用組合協会の鈴木洋一
会長は２９日、寄居町役場を訪れて「子どもたちの健全育成に
役立ててほしい」と、島田誠町長に寄付金１４万１５１３円を手

埼玉新聞 2013/1/31 15 寄付

俳句　■星野光二選　寄居・町田節子　同・小渕美津子 毎日新聞 2013/1/31 24 俳句
高校生運営の店　仕掛け人が講演　地域活性のヒント語る
〔寄居〕　県北部地域振興センターは２７日、高校生が運営す
るレストラン「まごの店」　などの仕掛け人、三重県多気町まち
の宝創造特命監の岸川政之さん＇５５（を招き、寄居町役場で
ＮＰＯのメンバーらと交流会を開いた。

埼玉新聞 2013/2/1 13 産業

桜ただいま１０２品種　町民グループ　名所巡るマップ作成 埼玉新聞 2013/2/3 11 観光
高校ベストフィフティーン　山沢ら１０人深谷から選出　県ラグ
ビー協会は２日、本年度の高校ベストフィフティーンを表彰し
た。　【ベストフィフティーン】　保泉恭平＇深谷（　葛野翔太＇深

埼玉新聞 2013/2/3 7 ラグビー

埼玉俳壇　松本旭選　＇寄居（吉澤紀子 埼玉新聞 2013/2/4 7 俳句
「今年も人に感謝を」　写真家の田島さん　深谷で講演会　田
島さんは寄居町出身。

埼玉新聞 2013/2/5 15 講演会

俳句　■星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2013/2/7 26 俳句
図書館まつり　イベント　本のリサイクル市や布絵本展示、切
り絵の展示をはじめ、おはなし会＇１６日（、便利グッズおりが
み＇１６日＇、寄居町の民話公演＇１７日（などが行われる。

埼北よみうり 2013/2/8
832
－6

寄居町立図書
館



クレジットカードで社会貢献＇寄居町（　埼玉県信用組合協会
傘下の埼玉信用組合、熊谷商工信用組合が取り扱っているク
レジットカード「しんくみピーターパンカード」の利用金額の一
部が１月２９日、子どもたちの健全育成活動のために寄居町

埼北よみうり 2013/2/8
832
－3

寄付

「新しい公共」期待＇寄居町（　県の出先機関・北部地域振興セ
ンター主催の「『新しい公共』交流会」が１月２７日、寄居町役
場６階の大会議場で行われた。

埼北よみうり 2013/2/8
832
－4

行政

）えとせとら）　◆図書館まつり　１６、１７日、寄居駅北口徒
歩３分の寄居町立図書館。

読売新聞 2013/2/8 31
寄居町立図書
館

よみうり文芸　川柳　岡部美雄選　【入選】寄居町　町田節子 読売新聞 2013/2/8 31 川柳
障害罪で追起訴　死体遺棄事件 読売新聞 2013/2/8 33 事件
寄居の女性死体遺棄　障害罪で男を追起訴　さいたま地検 埼玉新聞 2013/2/8 19 事件
新春祝い２７点の書　展示　くましんで峡風会　〔寄居〕 埼玉新聞 2013/2/8 11 展示
◆サイサンがメガソーラーの地鎮祭　サイサン＇さいたま市大
宮区、川本武彦社長（は、寄居町の「県環境整備センター」に
計画している大規模太陽光発電所＇メガソーラー（「エネワン
ソーラーパーク寄居」の地鎮祭を行った。

埼玉新聞 2013/2/8 5 行政

●第４回図書館まつり　１６，１７日、寄居町立図書館
毎日新聞 2013/2/8 24

寄居町立図書
館

「桜と出会える」　寄居町　１０２品種の見ごろ紹介　マップ１万
部　無料配布

東京新聞 2013/2/11 22 観光

埼玉俳壇　松本旭選　＇寄居（吉澤紀子　＇同（石澤無涯 埼玉新聞 2013/2/11 5 俳句
寄居の工業団地に拠点　北海道の三光産業　タイヤ再利用で
タイヤのリサイクルを手掛ける三光産業＇北海道帯広市（は、
埼玉県が造成している寄居町の工業団地「彩の国資源循環
工場」に進出する。

日本経済新聞 2013/2/13 37 行政



男子団体　埼玉栄が３連覇　女子団体　正智深谷は４Ｖ　県高
校新人大会　＇１１日（　卓球　【ベストフォーティーン】　③屋宜
知之＇寄居（　⑥志村篤哉＇寄居（

埼玉新聞 2013/2/13 10 卓球

「ごはん・お米とわたし」作文・図画コンクール　図画　伊東里
咲が県知事賞　作文は戸山大輝　◇図画部門　【埼玉県農業
協同組合中央会会長賞】杉田陽和＇寄居男衾小２（

埼玉尐年尐女スポーツ 2013/2/14 4 学校

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 2013/2/14 22
短歌
俳句

２市でスマートハウス化　エコ　寄居町では町庁舎に太陽光発
電設備を設置し、エネルギーの地産地消を目指す。

埼玉新聞 2013/2/14 6 行政

緑と川を重点的に１１月、寄居で育樹祭　自然再生　１１月１
６、１７日には全国育樹祭を開催。寄居町の金尾山県有林で
皇族殿下によるお手入れ行事などが行われる。

埼玉新聞 2013/2/14 6 行政

経済再生へ総合力　１３年度県予算案　主な内容　県は１３
日、２０１３年度の当初予算案を発表した。

埼玉新聞 2013/2/14 6 行政

”対称の美”で魅了　审岡さんの切り紙展　３月末まで、町立図
書館　〔寄居〕

埼玉新聞 2013/2/15 13
寄居町立図書
館

上尾バレー初制覇　女子　男子はファイトマラソンＶ２　県ス
ポーツ尐年団駅伝競走大会　「男子」【総合順位】　㊿寄居コ
ルツ＇寄居（４８分４６秒

埼玉新聞スポーツ 2013/2/15 9 マラソン

よみうり文芸　川柳　岡部美雄選　【入選】寄居町　田中美枝 読売新聞 2013/2/15 川柳
川内、接戦制す　陸上　熊日３０キロロード　１時間２９分５５秒
で４位の設楽啓太＇東洋大（は、０３年大会で清水将也＇当時
日大（がマークした３０キロの日本学生記録を更新した。

毎日新聞スポーツ 2013/2/18 21 マラソン

１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１２，５８０　人口総数３４，７９５　男１７，２２２

埼玉新聞 2013/2/18 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 2013/2/18 5 俳句



記録ファイル　サッカー　第２５回県民総体兼県高校男女新人
大会　◇女子▽２回戦　寄居城北２－０伊奈総合　▽３回戦
埼玉平成２－０寄居城北

読売新聞 2013/2/20 32 サッカー

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 2013/2/21 26
短歌
俳句

高校生が商品開発　特産ハーブでマドレーヌ　来月発売　〔寄
居〕　寄居町特産ハーブのエキナセアを使い、県立寄居城北
高校お家庭科部の部員たちが考案したマドレーヌを、町内の
お茶販売業者が商品化する。

埼玉新聞 2013/2/22 12 学校

快晴の中１０８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５８回寄居町駅伝競走大会＇主催・寄居町ほ
か（が１０日、寄居町立体育館前をスタート、役場庁舎前を

埼北よみうり 2013/2/22
？
-7

駅伝

埼玉俳壇　松本旭選　＇寄居（石澤無涯　＇同（吉澤紀子　＇同（
吉澤　祥匡

埼玉新聞 2013/2/25 5 俳句

俳壇　落合水尾選　＇寄居（増谷文子 朝日新聞 2013/2/27 24 俳句
ラグビー強化試合　春の東日本大会へ　県の優秀選手を表彰
ラグビー　【優秀選手】　▽屋宜知之＇寄居中（　▽志村篤哉

埼玉尐年尐女スポーツ 2013/2/27
374
－1

ラグビー

吉見西ウイングス女子がＶ　さくら杯争奪ミニバスケットボール
大会　男子は寄居ミニバス　【２月１０日、深谷市】

埼玉尐年尐女スポーツ 2013/2/27
374
－2

バスケット

俳句　■星野光二選　寄居・町田節子　同・小渕美津子 毎日新聞 2013/2/28 26 俳句
１１５団体が展示やステージ発表　あすから生涯学習まつり
〔寄居〕　寄居町寄居の中央公民館で「生涯学習まつり」が２、
３日に行われる。

埼玉新聞 2013/3/1 6 中央公民館

インフォメーション　イベント　●寄居町生涯学習まつり　２日９
時～１７時半、３日９時～１８時、寄居町中央公民館。

毎日新聞 2013/3/1 22 中央公民館

寄居で白骨死体　２８日午後２時ごろ、寄居町金尾の山林内
で、白骨化した遺体を伐採作業中の男性が発見し、１１０番通

産経新聞 2013/3/1 23
事件
事故



寄居の山林に白骨遺体　２８日午後２時５０分頃、寄居町金尾
の山林で、木を伐採していた５０代男性が白骨化した遺体を
発見し、１１０番通報した。

読売新聞 2013/3/1 33
事件
事故

埼玉俳壇　松本旭選　＇寄居（吉澤祥匡　＇同（吉澤紀子 埼玉新聞 2013/3/4 11 俳句
寄居サヨナラで８強　浦和は長打攻勢で圧勝　リトルシニア
〈春季関東大会代表決定戦〉　３回戦で、寄居が秩父に５－４
でサヨナラ勝ち。

埼玉新聞スポーツ 2013/3/7 9 野球

進まない損害賠償　県内自治体　東電へ請求２０億円　支払
い２０．６％の４億円　放射線測定など対象外　大震災２年・埼
玉　民間も交渉難航　和解成立３８．９％見解の食い違い大き
く　県内自治体の損害賠償請求額と支払額　寄居町　請求額
３６９　支払額３６９　※卖位は万円で、１万円未満を切り捨て。

毎日新聞 2013/3/8 27 東日本大震災

早春の山里楽しもう　２５日に「はだしの散歩道」　〔寄居〕　早
春の里山を巡るハイキング「第２７回はだしの散歩道」が２５
日、男衾自然公園などで行われる。

埼玉新聞 2013/3/8 12 観光

寄居を桜の町に　多品種を植樹　一年中桜に出会える町より
い实行委員会会長　大久保和勇さん＇５６（＇寄居町（

埼北よみうり 2013/3/8
？
-2

観光

イベント　親睦ハイキング　はだしの散歩道　寄居町内を巡る
毎年恒例の親睦ハイキング。

埼北よみうり 2013/3/8
？
－6

観光

この一品　脱サラし伝統の味守る　馬場煎餅本舗＇寄居（の
「あばれ焼」　「ばばいち煎餅」といえば、３０、４０歳代以上の
寄居の人ならば誰でも知っている煎餅屋さん。

埼玉新聞 2013/3/10 11 企業

地域の誇り感じて　寄居できょうまで　住民らが歴史展　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１０
日まで、「歴史展」を折原のカタクリ体育センターで開催してい

埼玉新聞 2013/3/10 11 文化

埼玉俳壇　内野修選　＇寄居（石沢無涯　＇同（吉澤祥匡　＇同（
吉澤紀子

埼玉新聞 2013/3/11 13 俳句

郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（○１－０ 埼玉新聞スポーツ 2013/3/12 9 相撲



第３８回　埼玉書道三十人展　－上－　「杜甫詩」　◆加藤東
陽　県書道人連盟理事長、東京芸大名誉教授。寄居町

読売新聞 2013/3/12 29 芸術

◇第３０回藍のまち羽生さわやかマラソン大会＇１０日・羽生
市（＝毎日新聞社、スポーツニッポン新聞社後援　【５キロ男
子】▽中学③金子瑞輝＇男衾（　【同女子】▽中学③小池優佳

毎日新聞 2013/3/12 25 マラソン

祭り・史跡など写真作品を募集　寄居町観光協会　撮影対象
は町の祭りやイベント、史跡、四季の風景など。

東京新聞 2013/3/13 24 行政

２５名が予選通過　ピアノ　和幸ピアノコンクール熊谷予選
【２月１７日、熊谷市】　◇Ａ部門・小１以下　田沼夢菜＇寄居若

尐年尐女スポーツ 2013/3/13 3 音楽

郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（●１－１ 埼玉新聞スポーツ 2013/3/13 11 相撲
町役場に春到来！　寄居の町民グループ　啓翁桜の生花展 埼玉新聞 2013/3/13 ＮＰＯ
白雪姫にミカンを　独の芸術家２人がフレスコ画　寄居に加工
施設　来月オープン　フレスコ画を制作するキースリングさん
とゲルナトさん＝寄居町折原

朝日新聞 2013/3/14 32 産業

俳句　■星野光二選　寄居・町田節子　同・小渕美津子 毎日新聞 2013/3/14 24 俳句
グリムの世界子どもたちに　ドイツ人芸術家が壁画　〔寄居〕
寄居町が同町折原に建設を進めている農産物加工施設の外
壁に、２人のドイツ人女性芸術家が壁画を制作している。

埼玉新聞 2013/3/15 12 産業

２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１２，５７３　人口総数３４，７４８　男１７，２０１

埼玉新聞 2013/3/15 3 人口統計

寄居の死亡事故　被告に逆転無罪　東京高裁判決
朝日新聞 2013/3/15 29 事故

郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（○２－１ 埼玉新聞スポーツ 2013/3/16 8 相撲
「桜の町」歌で応援　２４日に寄居で新曲披露　五色桜物語合 埼玉新聞 2013/3/17 15 音楽
埼玉俳壇　内野修選　＇寄居（吉澤祥匡　＇同（石沢無涯　＇同（
吉澤紀子

埼玉新聞 2013/3/18 13 俳句

郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（●２－２ 埼玉新聞スポーツ 2013/3/18 7 相撲



◆「金魚」展　５月６日月休までの前９時～後５時、寄居町の県
立川の博物館　金魚の生態と歴史、県内の水産業について写
真やパネル、標本などで紹介。

朝日新聞 2013/3/19 27 川の博物館

熊谷・寄居　【連光寺のボタン】＇寄居（　【金尾山のツツジ】＇寄 埼玉新聞 2013/3/19 9 観光
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（○３－２ 埼玉新聞スポーツ 2013/3/19 8 相撲
行田　寄居に逆転勝利　慎重な姿勢裏目に　寄居　▽準決勝
行田５－３寄居　守りの乱れから４連続得点を許した寄居が、
行田に逆転負けした。

埼玉新聞スポーツ 2013/3/19 7 野球

共に歩きましょう　寄居で２４日　ハイキング参加者募集　寄居
町の自然公園などをめぐるハイキング「はだしの散歩道」＇寄
居町商工会青年部など主催（が二十四日、開かれる

東京新聞 2013/3/19 11 観光

町挙げてホンダ工場応援　寄居産なら町民に10万円　7月に
稼働開始予定のホンダ寄居工場を支援するため、同工場で
製造された車を購入した町民」に10万円の補助金を支給す

埼玉新聞 2013/3/20 1 産業

「寄居の桜」の歌　誕生　大西進さんが作曲　３百品種一万本
の桜の植樹を目指す寄居町のため、童謡詩人の金子みすゞ
＇一九〇三～三〇（の詩に曲をつけたことで知られる作曲家、
大西進さん＇81（＝横浜市＝が「桜の町寄居」など２曲を作曲し
た。昨年、米ワシントンの桜並木百周年で訪米した「五色桜物
語合唱団」が２４日、寄居中央公民館でコンサートを開き披露
する。

産経新聞 2013/3/20 22 中央公民館

ホンダ寄居工場の生産車購入すれば町、１台あたり１０万円
補助７月に操業開始予定のホンダ寄居工場で生産された車を
買うと、１台あたり１０万円がもらえるという補助事業を寄居町

朝日新聞 2013/3/20 29 産業



桜紀行　夏日に誘われ一気　県内ソメイヨシノ開花　日本列島
は１９日、高気圧などの影響で東日本を中心に気温が上が
り、埼玉県内でも各地で最高気温が２５度以上の「真夏日」と
なった。熊谷地方気象台によると、県内の最高気温は熊谷市
で２６．1度、秩父市で25.9度寄居町と鳩山町で25.2度を観測。

埼玉新聞 2013/3/20 1 観光

郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（○4－２ 埼玉新聞スポーツ 2013/3/21 8 相撲
上杉顕定公の兜や鞍を公開　鉢形城歴史館で公開　寄居町
の鉢形歴史資料館で、春季企画展「鉢形城主　上杉顕定」が5
月6日まで開かれている。

埼玉新聞 2013/3/22 6 観光

恒木進油絵展　寄居町の画家・恒木進さんの個展。３月２９日
(金（～３１日＇日（入場無料　９時～１７時＇最終日は１６時ま
で（寄居町中央公民館集会审

埼北よみうり 2013/3/22 6 中央公民館

女子高生考案　エキナセアマドレーヌ販売　県立寄居城北高
校の家庭科部の部員が考案した寄居町の特産ハーブ「エキナ
セア」を使ったマドレーヌが、町内のお茶販売業者により商品
化され、１３日から販売が始まった。

埼北よみうり 2013/3/22 4 産業

ホンダ動く　変わる埼玉　埼玉県寄居町は７月にホンダの自動
車工場が稼働するのを機に、町への定住促進やホンダを支援
する。

日本経済新聞 2013/3/23 39 産業

働く人の流れ町の消費に　島田誠・町長　町に定住する人を
増やし、ホンダの寄居工場で働く人の流れを町での消費に結

日本経済新聞 2013/3/23 39 産業

お花見スポット　鉢形城址公園のエドヒガンザクラ　３月下旬 埼玉新聞 2013/3/23 13 観光
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（●４－３ 埼玉新聞スポーツ 2013/3/25 7 相撲
埼玉俳壇　内野修選　＇寄居（吉澤祥匡　＇同（石沢無涯　＇同（
吉澤紀子

埼玉新聞 2013/3/25 13 俳句

小学生がつくる環境新聞　ジュニア・エコタイムス　入選作品
発表　寄居町立男衾小学校　杉田生璃＇４年（杉田陽和＇２年（

埼玉新聞 2013/3/25 11 芸術



満開の中８０００人快走　熊谷でさくらマラソン　「５」キロ中学
男子　時田俊吾＇寄居男衾中（１６分１秒

埼玉新聞 2013/3/25 15 マラソン

俳句　■星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2013/3/28 26 俳句

恒木進油絵展　３１日まで、秩父鉄道寄居駅北口徒歩３分の
寄居町中央公民館。風景、静物などを描いた大作から小品ま
で６０点入場無料。

読売新聞 2013/3/29 29 芸術

３１日まで「カタクリ作品展」　あす自生地でも観察会も　寄居
町かたくりを守る会＇町田たか子会長（は、カタクリをテーマに
した絵画や写真、俳句などを集めた作品展を３１日まで、寄居
町の鉢形城歴史館で開いている。３０日にはカタクリの自生地

埼玉新聞 2013/3/29 14 文化

リトルシニア関東連盟春季大会出場チーム紹介　寄居町 埼玉新聞 2013/3/31 6 野球
埼玉俳壇　内野修選　＇寄居（吉澤祥匡　＇同（石沢無涯　＇同（
吉澤紀子

埼玉新聞 2013/4/1 9 俳句

往年の名車秩父鉄道で第二の人生　中央線のシンボルで、惜
しまれながら引退したはずの「オレンジ電車」が山の中を走っ
ていた。

東京新聞 2013/4/1 28 観光

ホンダ、世界展開迅速に・「フィット」６地域で開発体制　次モデ
ルから

日本経済新聞 2013/4/4 11 産業

埼玉伝統工芸館だより。高橋弘　水彩画遺作展　郷愁誘う安
曇野の風景

埼玉新聞 2013/4/4 14 芸術

あすから春の交通安全運動　観音様に無事故願う　寄居啓発
ドールお目見え。

埼玉新聞 2013/4/5 18 観光

ピアニカ使った】異色の音楽芸も　27.28日にお伽寄席 埼玉新聞 2013/4/5 9 芸術
よみうり文芸　岡部美雄選　＇寄居（町田節子 読売新聞 2013/4/6 32 川柳
寄居産のホンダ車購入に１０万円補助 東京新聞 2013/4/7 24 産業



第１６回稲心書道展　日本書道芸術連盟賞　吉田健司　寄居
小2・朝日新聞埼玉尐年尐女スポーツ賞　吉田優司　寄居小6

朝日新聞　埼
玉尐年尐女
スポーツ

2013/4/10 3 書道

俳句　■星野光二選　寄居・町田節子、寄居・小渕美津子 毎日新聞 2013/4/11 22 俳句
リトルシニア関東連盟北関東支部チーム紹介　寄居町 埼玉新聞 2013/4/11 11 野球
春の高校野球対戦校決まる。地区予選、きょう開幕　東部地
区　寄居城北　12日対早大本庄 朝日新聞 2013/4/11 28 野球

第５５期　埼玉囲碁名人戦　　●森屋偉作 埼玉新聞 2013/4/11 9 囲碁
春季ペガサス杯尐年硬式野球大会　寄居リトルシニア準決勝
へ進出

埼玉新聞 2013/4/12 7 野球

第５５期　埼玉囲碁名人戦　　●森屋偉作 埼玉新聞 2013/4/12 15 囲碁
寄居町の桜の歌　初披露 埼北よみうり 2013/4/12 3 中央公民館
金魚の歴史を紹介　来月6日まで川博で企画展 埼玉新聞 2013/4/12 12 観光
親しまれ続ける観賞魚　春季企画展「金魚」　県立川の博物館 読売新聞 2013/4/12 28 観光
第５５期　埼玉囲碁名人戦　　●森屋偉作 埼玉新聞 2013/4/13 13 囲碁
危険業務従事者变勲㊤　青木重信 東京新聞 2013/4/13 22 变勲
危険業務従事者变勲　県内受章者　青木重信　西野入代冶 産経新聞 2013/4/14 28 变勲
第５５期　埼玉囲碁名人戦　　●森屋偉作 埼玉新聞 2013/4/14 11 囲碁
主将で捕手の高田　敗戦も攻守で存在感 埼玉 2013/4/16 6 野球
短歌　■沖　ななも選　前川ヤス子 埼玉 2013/4/16 11 短歌
寄居工場、年内」にフル稼働　ホンダ10月から新型フィット 日本経済新聞 2013/4/17 11 産業
ホンダ、売電参入方針　新工場で太陽光発電 朝日新聞 2013/4/17 8 産業
世界トップの省エネ工場 埼玉新聞 2013/4/17 1 産業
「省エネ性能、世界基準」　ホンダ寄居工場、７月稼働 日本経済新聞 2013/4/17 3 産業
俳句　■星野光二選　寄居・町田節子　同・小渕美津子 毎日新聞 2013/4/18 22 俳句
寄居ＳＬ４強止まり　前橋中央Ｂに０－７ 埼玉新聞スポーツ 2013/4/18 7 野球
特産ハーブでマドレーヌ　高校生がレシピ開発 読売新聞 2013/4/18 32 産業
”伝説の姫”2代目募集　Ｍｙｔｈ乙姫てゃん 埼玉新聞 2013/4/19 12 産業



お伽寄席　27日～28日　鉢形のアクトスペース 毎日新聞 2013/1/19 20 芸術
蔵祭りで地域とコラボ　寄居の酒造会社 埼玉新聞 2013/4/21 5 観光
熊谷さくらマラソン　男子５キロ４位重松晟弥＇男衾中（16分21
秒、女子２．５キロ５位吉田詩央＇桜沢小（9分46秒」 さいたま報知 2013/4/21 2 マラソン

熊谷さくらマラソン　女子5キロ４位新井悠香＇男衾中（ さいたま報知 2013/4/21 1 マラソン
俳句　■星野光二選　寄居・吉澤祥匡　同・吉澤紀子 埼玉新聞 2013/4/22 13 俳句
寄居に農産物加工施設 産経新聞 2013/4/22 24 産業
「埼玉をよく知って」　武蔵野銀行新入行員　三ツ又沼で保全 埼玉新聞 2013/4/22 5 産業
太陽光「好条件逃がすな」　参入優先」、稼働に遅れ 日本経済新聞 2013/4/24 13 産業
企画展「金魚」川の博物館 埼玉新聞 2013/4/24 15 観光
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 2013/4/25 26 短歌・俳句

2013年北関東支部春季大会兼埼玉新聞社旗争奪戦　組み合
わせ決定

埼玉新聞 2013/4/26 7 野球

境内にこぼれるボタン　彩り豊か100種類　連光寺 埼玉新聞 2013/4/26 12 観光
第３７回全国育樹祭記念よりい花まつり 毎日新聞 2013/4/26 26 観光
グルメ情報　パン　ｃａｆｅ　ＮａＫａＮａＫａ 埼北よみうり 2013/4/26 4 産業
春の花情報　金尾山つつじ 埼北よみうり 2013/4/26 5 観光
全国大会で準優勝に導く　女子中学ソフトボール　埼北ウイン
ズ監督　菅谷　正弘さん

埼北よみうり 2013/4/26 2 ソフトボール

第３７回全国育樹祭記念よりい花まつり 埼玉新聞 2013/4/27 13 観光
寄居町の特産品店で加工、直売　きょうオープン 東京新聞 2013/4/27 24 産業
春の变勲　県内受章者　旭日双光章　石沢　巌　元県猟友会 埼玉新聞 2013/4/29 4 变勲
俳句　■星野光二選　寄居・吉澤祥匡　同・吉澤紀子・　同・石
沢無涯

埼玉新聞 2013/4/29 7 俳句

甲冑姿で戦国合戦　所沢で滝の城まつり 埼玉新聞 2013/4/29 16 観光
女性活躍する社会　Ｕ－25　イラスト　中原友美 読売新聞 2013/4/30 10 芸術
石澤翁の精神継承をネット上に「記念館」設立 埼玉新聞 2013/4/30 13 文化



金尾山のヤマツツジ満開　１万本が自生 毎日新聞 2013/5/1 観光
「育樹祭の町」ＰＲ　寄居で花まつり　ヤマツツジ100本植樹 埼玉新聞 2013/5/2 13 観光
県内のメガソーラー　寄居などで14施設計画 読売新聞 2013/5/3 27 産業
リトルシニア　北関東支部春季大会　寄居が3回戦に進む１回
戦寄居5－戸田4・２回戦寄居7－1新座東

埼玉新聞スポーツ 2013/5/4 6 野球

農産物加工の拠点に　「アグリン館」オープン 埼玉新聞 2013/5/5 11 産業
ホンダ車購入に１０万円助成 東京新聞 2013/5/5 20 産業
俳句　■松本　旭選　寄居・吉澤祥匡 埼玉新聞 2013/5/6 5 俳句
リトルシニア　ベスト4出そろう　寄居　打線沈黙1安打 埼玉新聞スポーツ 2013/5/9 7 野球
ほっとなび　寄居北條まつり 東京新聞 2013/5/9 14 観光
だい52回寄居北條まつり　５月12日＇日（　戦国時代さながら 埼玉新聞 2013/5/10 6 観光
農産物加工施設オープン 埼北よみうり 2013/5/10 8 産業
だい52回寄居北條まつり 毎日新聞 2013/5/10 24 観光
俳句　■岡田　日郎選　寄居・田中　美枝子 読売新聞 2013/5/10 30 俳句
新聞販売店が交通安全・防犯講習 埼北よみうり 2013/5/10 2 講習会
昭和の車両』大活躍　他社から譲渡、改造　秩父鉄道 読売新聞 2013/5/12 30 産業
駅弁の歴史たどる　大宮の県博季節展示　大正から現代まで 埼玉新聞 2013/5/12 10 観光
深谷など４強が準決勝に駒を進めた。　２回戦寄居城北0ー2
春日部共栄

埼玉新聞 2013/5/12 5 バレーボール

設楽1万メートル大会新　陸上・ゴールデンゲームズｉｎのべお 読売新聞 2013/5/12 マラソン
俳句　■松本　旭選　寄居・吉澤祥匡　同・吉澤紀子・　同・石
沢無涯

埼玉新聞 2013/5/13 5 俳句

鉢形城攻防戦を再現　寄居北條まつり 埼玉新聞 2013/5/13 17 観光
代表決定戦　城单キングフィッシャーズ5－7長瀞ジャイアンツ 埼玉新聞 2013/5/14 10 野球
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（や0－1 埼玉新聞スポーツ 2013/5/15 10 相撲
災害時避難所に32寺院を活用へ 産経新聞 2013/5/16 24 行政
俳句　■星野光二選　寄居・町田節子 埼玉新聞 2013/5/16 22 俳句
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（○1－1 埼玉新聞スポーツ 2013/5/16 9 相撲



故郷の風景よ永遠に　岩田さんが写真集 埼玉新聞 2013/5/17 11 写真
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（○2－1 埼玉新聞スポーツ 2013/5/17 10 相撲
男子1万メートルで設楽悠が３位　関東学生対校陸上 埼玉新聞スポーツ 2013/5/20 10 マラソン
俳句　■西村　和子選　寄居・町田節子 毎日新聞 2013/5/20 11 俳句
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（○3－1 埼玉新聞スポーツ 2013/5/20 9 相撲
地震など災害時はお寺に一時避難を 埼玉新聞 2013/5/21 15 行政
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（●3－2 埼玉新聞スポーツ 2013/5/22 相撲
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 2013/5/23 22 短歌・俳句

郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（●3－3 埼玉新聞スポーツ 2013/5/23 7 相撲
戦国時代の合戦再現 埼北よみうり 2013/5/24 5 観光
育樹祭に向け金尾山を清掃 埼玉新聞 2013/5/24 12 観光
寄居町社会福祉大会 埼玉新聞 2013/5/25 15 行政
県展特選入賞者　書　県美術家協会会長賞　鳥塚　健 埼玉新聞 2013/5/25 18 芸術
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（や3－4 埼玉新聞スポーツ 2013/5/26 7 相撲
寄居城北高生が洋菓子考案 東京新聞 2013/5/26 24 産業
俳句　■松本　旭選　寄居・吉澤祥匡　同・石沢無涯 埼玉新聞 2013/5/27 9 俳句
待機児童　　テーマ投稿　　正確にニーズの把握を　大野順一 埼玉新聞 2013/5/27 11 文化
リトルシニア　北関東支部夏季大会　寄居3－青葉緑東4 埼玉新聞スポーツ 2013/5/28 7 野球
フリーマーケット出店希望者募集 埼玉新聞 2013/5/29 15 行政
県エコタウン事業　短期の「見える化」要求 日本経済新聞 2013/5/31 産業
荒川を撮る会写真展「荒川いま・むかし」 産経新聞 2013/5/31 22 川の博物館
被災地復興願い「バラの庭」開放 埼玉新聞 2013/5/31 12 観光
伸びる再生エネ発電けん引するメガソーラー 埼玉新聞 2013/5/31 11 産業
俳句　■内野　修選　寄居・吉澤祥匡　　同・石沢無涯 埼玉新聞 2013/6/1 5 俳句
荒川の今と昔変遷移す82点 埼玉新聞 2013/6/7 13 川の博物館
全日本学童軟式野球県予選　　城单キングフィッシャーズ12
－9志木二小メイツ

埼玉新聞スポーツ 2013/6/7 9 野球



第５回寄居総合美術展 毎日新聞 2013/6/7 22 中央公民館
俳句　■岡田日郎選　寄居・町田節子　川柳　■岡部美雄選
寄居・町田節子

毎日新聞 2013/6/8 32 俳句・川柳

５月１日現在の県内市町村別推計人口 埼玉新聞 2013/6/8 2 統計
県学校総体高校の部北部地区予選　寄居城北63－56深谷一 埼玉新聞 2013/6/9 7 バスケットボール

寄居の「戦国ハーぶ～丼」コンビニからいざ出陣 埼玉新聞 2013/6/9 11 産業
製造業は国内に戻るか」 日本経済新聞 2013/6/9 11 産業
第59回全日本中学通信県大会　男子1500メートル３位重松
＇男衾中（3000メートル2位重松(男衾中（　女子1001メートル2
位野沢＇男衾中（

埼玉新聞スポーツ 2013/6/11 8 陸上

県が国内最大級メガソーラー 読売新聞 2013/6/12 33 産業
最大級の太陽光発電寄居にメガソーラー 朝日；新聞 2013/6/12 29 産業
太陽光発電の先駆けに 埼玉新聞 2013/6/12 1 産業
寄居でメガソーラー始動 東京新聞 2013/6/12 24 産業
自宅庭のバラ一般公開 埼北よみうり 2013/6/14 5 観光
寄居町　健康・ふれあい映画会 毎日新聞 2013/6/14 20 中央公民館
第27回読売旗争奪　県北尐年野球選手権第会　地区予選結 埼北よみうり 2013/6/14 3 野球
寄居総合美術展 埼北よみうり 2013/6/14 6 中央公民館
父の日に大切な人と 埼玉新聞 2013/6/14 15 芸術
小中高生が協力　桜沢駅にプランター 埼玉新聞 2013/6/14 12 学校
人生案内ににじむ増田さんの人間味 読売新聞 2013/6/19 12 投稿記事
ホンダ　エコ強化 産経新聞 2013/6/19 産業
第95回全国高校野球選手権記念埼玉大会の組み合わせ決 毎日新聞 2013/6/19 22 野球
県内63市町村　工夫あれこれ「いちおし事業」紹介 埼玉新聞 2013/6/20 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

毎日新聞 2013/6/20 20 短歌・俳句

地方公務員給与削減 毎日新聞 2013/6/20 21 行政



ファミリーマートカップ第33回全日本バレーボール小学生大会
佐田健大会　用土ＪＶＣ

読売新聞 2013/6/21 31 バレーボール

助成みこしの担ぎ手を募集 埼玉新聞 2013/6/21 8 観光
「ふっかちゃん」誕生3周年 読売新聞 2013/6/23 33 産業
第65回毎日書道展　県内の会友出品者　杉野聖山 毎日新聞 2013/6/25 24 書道
駅弁の」掛け紙　にじむ世相 朝日新聞 2013/6/25 28 産業
「ＴＰＰ誰のため」あす寄居で講演会 産業
第36回萠松杯中学生剣道錬成大会　準々決勝　男衾中1ー4
川越山田中

朝日新聞　埼
玉尐年尐女
スポーツ

2013/6/26 2 剣道

俳句　■星野光二選　寄居・町田節子　同・小渕美津子 毎日新聞 2013/6/27 22 俳句
アユ友釣り解禁したが・・・＇寄居地内（ 埼北よみうり 2013/6/28 7 観光
「荒川を撮る会」１５周年 埼北よみうり 2013/6/28 5 川の博物館
よりい夏まつり 埼北よみうり 2013/6/28 5 観光
短歌　■花山多佳子選　寄居・町田節子 読売新聞 2013/6/29 32 短歌
俳句　■星野光二選　寄居・吉澤祥匡　同・石沢無涯　同・吉
澤紀子

埼玉新聞 2013/7/1 5 俳句

「最新鋭工場」に期待感 埼玉新聞 2013/7/2 1 産業
参院選きょう公示　ネット運動解禁 埼玉新聞 2013/7/4 2 選挙
和船の役割を探る関連資料など110点 埼玉新聞 2013/7/5 12 川の博物館
夏の高校野球埼玉大会チーム紹介⑩ 埼玉新聞スポーツ 2013/7/6 4 野球
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（○1－0 埼玉新聞スポーツ 2013/7/8 12 相撲
俳句　■星野光二選　寄居・吉澤祥匡　同・石沢無涯　同・吉 埼玉新聞 2013/7/8 5 俳句
県警の前原巡査　空道で優勝 埼玉新聞 2013/7/9 15 武道
ホンダ埼玉の四輪新工場が稼働 産経新聞 2013/7/10 12 産業
ホンダ埼玉の四輪新工場が稼働 毎日新聞 2013/7/10 9 産業
ホンダ23年ぶり国内四輪工場　埼玉・寄居で稼働 東京新聞 2013/7/10 6 産業
ホンダ寄居新工場稼働　生産開始に安堵 朝日新聞 2013/7/10 27 産業



地元経済波及に期待　町挙げ全面協力 日本経済新聞 2013/7/10 31 産業
国内最後？ホンダ新工場 朝日新聞 2013/7/10 8 産業
ホンダ寄居工場操業開始 読売新聞 2013/7/10 34 産業
ホンダ、２３年ぶり国内新工場 日本経済新聞 2013/7/10 10 産業
ホンダ寄居工場稼働 埼玉新聞 2013/7/10 1 産業
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（●1－1 埼玉新聞スポーツ 2013/7/10 9 相撲
知事会見採録　ホンダ寄居工場の稼働 埼玉新聞 2013/7/11 2 産業
ホンダ寄居工場　知事、稼働を歓迎 日本経済新聞 2013/7/11 31 産業
俳句　■星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2013/7/11 26 俳句
参院選争点の現場 読売新聞 2013/7/12 33 産業
和船大図鑑 埼北よみうり 2013/7/12 8 川の博物館
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（〇2－1 埼玉新聞スポーツ 2013/7/12 6 相撲
よりい夏まつり 読売新聞 2013/7/13 29 観光
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（〇3－1 埼玉新聞スポーツ 2013/7/15 9 相撲
川越初雁球場　寄居城北0-7独協埼玉 埼玉新聞 2013/7/15 12 野球
俳句　■星野光二選　寄居・吉澤祥匡　同・石沢無涯　同・吉
澤紀子

埼玉新聞 2013/7/15 5 俳句

見守ってくれてありがとう　亡き母へ、松山・吉田選手 朝日新聞 2013/7/16 26 野球
児童が梅を収穫梅干し作り挑戦　寄居折原小 埼玉新聞 2013/7/16 14 学校
短歌　■沖ななも選　寄居・松村章子 埼玉新聞 2013/7/16 22 短歌
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（●3－2 埼玉新聞スポーツ 2013/7/17 8 相撲
「鬼平」気分羽生ＰＡで 日本経済新聞 2013/7/18 29 観光
さいたま森林フォトコンテスト　花祭の日　　竹内道直さん 埼玉新聞 2013/7/18 10 観光
俳句　■星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2013/7/18 24 俳句
ホンダが動く　寄居工場が始動 日本経済新聞 2013/7/19 31 産業
環境に配慮里山整備　寄居のホンダ巨大工場が稼働 朝日新聞 2013/1/19 32 産業
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（●3－3 埼玉新聞スポーツ 2013/7/19 6 相撲
川柳　■岡部美雄選　寄居・田中美枝子 読売新聞 2013/7/19 29 川柳



ホンダが動く　寄居工場が始動 日本経済新聞 2013/7/20 35 産業
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（や4－3 埼玉新聞スポーツ 2013/7/21 6 相撲
夏休み　テーマ投稿　尐年時代川風から秋風　大野順一 埼玉新聞 2013/7/21 5 文化
県中学総体　女子個人　各階級の優勝者は全国大会・上位2
人が関東大会に出場する。

埼玉新聞スポーツ 2013/7/23 8 柔道

寄居玉淀水天宮祭花火大会 埼玉新聞 2013/7/24 15 観光
俳句　■星野光二選　寄居・町田節子・小渕美津子 毎日新聞 2013/7/25 27 俳句
「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない」劇場版公開＆
「ホンダ寄居工場稼働」記念限定乗車券を発売

埼玉新聞 2013/7/26 15 観光

ひんやりご当地アイス 埼北よみうり 2013/7/26 1 産業
「高校生レストラン」仕掛人　高校生にエール 埼北よみうり 2013/7/26 2 寄居城北高校
俳句　■星野光二選　寄居・吉澤祥匡　同・石沢無涯　同・吉
澤紀子

埼玉新聞 2013/7/29 4 俳句

県地震予測更新 産経新聞 2013/8/2 23 行政
夜の川面に光のアート 埼玉新聞 2013/8/4 1 観光
俳句　■星野光二選　寄居・吉澤祥匡　　同・吉澤紀子 埼玉新聞 2013/8/5 5 俳句

リトルシニア北部ブロックリーグ　行田、寄居など勝利 埼玉新聞 2013/8/6 11 野球
県立川の博物館　川と水を楽しんで学ぶ 埼玉新聞 2013/8/7 10 川の博物館
俳句　■星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2013/8/8 20 俳句
猛暑鳩山で３６．２度　熱中症２３人搬送 読売新聞 2013/8/8 27 気象
読売書法展　入賞・入選者　寄居　伴場秀萃 読売新聞 2013/8/8 26 書道
第２７回読売旗争奪県北尐年野球選手権大会 埼北よみうり 2013/8/9 1 野球
関東中学大会　柔道　６３キロ級準決勝　寄居＇大谷（ 埼玉新聞スポーツ 2013/8/10 7 柔道
各地で今年最高気温 読売新聞 2013/8/11 29 気象
接実業丸ごと体験　寄居の中学生空き店舗で特産品販売 埼玉新聞 2013/8/11 7 商業
文学するＰＡ　関越道・寄居パーキングエリア「星の王子さま」 東京新聞 2013/8/13 26 観光
牛乳パックのとうろう作り 埼玉新聞 2013/8/14 13 鉢形城歴史館



平成２５年度県中学校総体陸上競技の部の記録　松澤雄大
男衾800ｍ　３位

埼玉新聞スポーツ 2013/8/14 2 陸上

平成２５年度県中学校総体ラグビーの部　１回戦　熊谷東40
－寄居0

埼玉新聞スポーツ 2013/8/14 1 ラグビー

親子で楽しめる釣り堀オープン　あすから寄居の川博 埼玉新聞 2013/8/16 5 川の博物館
寄居の荒川で１８歳尐年死亡 産経新聞 2013/8/16 19 事故
メガソーラー公有地に続々　　遊休地を有効活用 日本経済新聞 2013/8/17 31 行政
寄居今昔物語～寄居玉淀水天宮祭～ 埼玉新聞 2013/8/18 12 観光
全労済カップ争奪第３８回県スポーツ尐年団小学生軟式野球
交流大会　出場３２チームの組み合わせ決定

埼玉新聞 2013/8/20 7 野球

俳句　■星野光二選　寄居・吉澤祥匡　同・石沢無涯　同・吉 埼玉新聞 2013/8/20 5 俳句
全国中学大会　柔道女子63㌔級　１回戦・２回戦　寄居中　大 埼玉新聞スポーツ 2013/8/21 6 柔道
東上線沿い魅力向上　東部ト4区市町村協定 埼玉新聞 2013/8/21 35 産業・観光
木とのふれあいフェスタ 埼北よみうり 2013/8/23 6 産業
俳句　■花田多佳子選　寄居・町田節子 読売新聞 2013/8/23 29 俳句
第９回よりい平和と文化のつどい 毎日新聞 2013/8/23 22 中央公民館
第27回読売旗争奪　県北尐年野球選手権大会結果　城单キ
ングフィィッシャーズ0－市の川小野球3・オブスマクラブ2－秩
父ドリームズ4

埼北よみうり 2013/8/23 5 野球

全国中学大会　柔道男子　３年　①小野明生・　③大久保優太 読売新聞 2013/8/24 15 柔道
俳句　■松本旭選　寄居・吉澤紀子 埼玉新聞 2013/8/26 5 俳句
特産ハーブで地元の味を 埼玉新聞 2013/8/27 15 産業
俳句　■星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2013/8/29 22 俳句
荒川で今夏５人死亡 産経新聞 2013/8/29 25 事故
採れたてゴーヤ無料でどうぞ！ 埼玉新聞地域 2013/8/30 15 産業
育樹祭を記念し木でプランター 埼玉新聞地域 2013/8/30 13 産業
東武東上線沿線の４自治体サミット 東京新聞 2013/8/31 25 観光



力作７３３点埼玉書道展　県芸術文化祭实行委員会会長賞
田中秀穂

毎日新聞 2013/8/31 22 書道

深谷を芸術の街に 読売新聞 2013/8/31 32 芸術
俳句　■内野　修選　寄居・吉澤祥匡　同・石沢無涯　同・吉澤 埼玉新聞 2013/9/2 5 俳句
俳句　■稲畑汀子選　寄居・新井あい子、　金子兜太選　同・
鈴木孝信

朝日新聞 2013/9/2 11 俳句

リトルシニア北関東支部秋季大会　寄居11－戸田東0 埼玉新聞 2013/9/3 9 野球
俳句　■星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2013/9/5 20 俳句
ホンダ新型「フィット」世界最高峰の燃費性能　１１月寄居でも
生産開始

埼玉新聞 2013/9/6 3 産業

俳句　■岡田日郎選　寄居・町田節子　川柳　■岡部美雄選
同・町田節子　短歌　■花山多佳子選　田中広美

読売新聞 2013/9/6 32 文芸

特別支援学校生　作品展示と販売 埼玉新聞 2013/9/6 12 産業
ホンダ寄居工場　”親離れ”活路模索 産経新聞 2013/9/7 9 産業
秩父カップリトルシニア硬式野球大会　寄居が優勝 埼玉新聞 2013/9/10 12 野球
第２５回全国書写書道席書大会　広島県熊野町長賞　用土小
４年　貴島美沙希

埼玉新聞スポーツ 2013/9/11 3 書道

寄居町人口減歯止め？　ホンダ効果で３年ぶり増加 埼玉新聞 2013/9/12 1 行政
８月１日現在の県内市町村別推計人口 埼玉新聞 2013/9/12 2 行政
第３８回埼玉県スポーツ尐年団小学生軟式野球交流大会 埼玉新聞スポーツ 2013/9/12 9 野球
秋期企画展「荒川のみずのゆくえ埼玉の水と産業」 日本経済新聞 2013/9/12 35 川の博物館
俳句　■星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2013/9/12 24 俳句
ホンダ縁で有効都市へ 埼玉新聞 2013/9/13 15 産業
日本刀公開講座　鑑賞方法などレクチャー 埼北よみうり 2013/9/13 3 中央公民館
彩の国・埼玉ピアノコンクール準本選出場者発表　設楽彩香・
岡部有紀

埼玉新聞 2013/9/13 10 文化

俳句　■花田多佳子選　寄居・田中美枝子 読売新聞 2013/9/13 31 短歌



県北中学生バスケットボール　３位決定戦　寄居男衾70－深
谷47

さいたま報知 2013/9/15 7
バスケット
ボール

郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（○1－0 埼玉新聞スポーツ 2013/9/16 8 相撲
俳句　■内野　修選　寄居・吉澤祥匡　同・石沢無涯　同・吉澤 埼玉新聞 2013/9/16 5 俳句
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（●1－1 埼玉新聞スポーツ 2013/9/18 6 相撲
寄居の交通安全ドール　無事カエル願い込め 埼玉新聞 2013/9/18 16 交通安全
俳句　■星野光二選　寄居・小渕美津子 毎日新聞 2013/9/19 24 俳句
2013年基準地価 埼玉新聞 2013/9/20 10 行政
熟練ながら若々しく　水彩画33作品を展示 埼玉新聞 2013/9/20 9 中央公民館
埼玉県内の基準地価 読売新聞 2013/9/20 31 行政
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（●1－2 埼玉新聞スポーツ 2013/9/21 6 相撲
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（●1－3 埼玉新聞スポーツ 2013/9/22 7 相撲
ホンダがやってきた　新工場で寄居に人、企業 読売新聞 2013/9/23 31 産業
俳句　■内野　修選　寄居・吉澤祥匡　同・石沢無涯 埼玉新聞 2013/9/23 5 俳句
ホンダがやってきた　難産の末、寄居で稼働 読売新聞 2013/9/24 33 産業
第３８回埼玉県スポーツ尐年団小学生軟式野球交流大会　準
決勝　城单きんぐフィシャーズ1－妻沼スラッガーズ2

埼玉新聞スポーツ 2013/9/24 11 野球

俳句　■関田　史郎選　寄居・松村章子 埼玉新聞 2013/9/24 5 短歌
ホンダがやってきた　地域連携し進出効果を 読売新聞 2013/9/25 33 産業
事故ボウシ誓い　無事家にカエル 朝日新聞 2013/9/25 29 交通安全
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（○2－3 埼玉新聞スポーツ 2013/9/25 10 相撲
俳句　■星野光二選　寄居・小渕美津子　　短歌　■水野昌雄
選　寄居・町田節子

毎日新聞 2013/9/26 26 俳句・短歌

埼北のロケ地紹介 埼北よみうり 2013/9/27 1 観光
お正月の風習楽しく学ぶ 埼玉新聞 2013/9/27 4 川の博物館
おひさしぶり！卒業アルバムを編集 埼玉新聞 2013/9/27 13 地域
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（●2－4 埼玉新聞スポーツ 2013/9/27 8 相撲
郷土の自然や町の魅力凝縮　岩田さん、教委に写真集寄贈 埼玉新聞 2013/9/27 12 行政



町特産エキナセアでマドレーヌ　全国大会へ 埼玉新聞 2013/9/28 7 商業
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（●2－5 埼玉新聞スポーツ 2013/9/30 7 相撲
俳句　■内野　修選　寄居・吉澤祥匡　同・石沢無涯　同・吉澤 埼玉新聞 2013/9/30 13 俳句
中学女子ソフト　埼北ウインズに市栄誉賞　全国大会で春夏 埼玉新聞 2013/10/1 12 ソフトボール
自治体クラウド　１８市町村　全国最大規模 埼玉新聞 2013/10/1 1 行政
助けて詐欺１５０万円被害 読売新聞 2013/10/2 31 事件
台風、樹木47本なぎ倒す　竜巻の可能性も 朝日新聞 2013/10/3 29 事故
ＨＶ販売アクアが首位　新型フィット受注好調 埼玉新聞 2013/10/3 5 産業
暮らし支える水　蛇口や写真展示 埼玉新聞 2013/10/4 12 川の博物館
東京社会事業団に震災救援金8万円　寄居の高田侚さん 毎日新聞 2013/10/5 24 福祉
４自治体・東武が協定締結　東上線沿線ブランド化狙う 日本経済新聞 2013/10/8 31 産業
俳句　■星野光二選　寄居・吉澤祥匡　同・石沢無涯 埼玉新聞 2013/10/7 9 俳句
俳句　■水野昌雄選　寄居・町田節子 毎日新聞 2013/10/10 22 短歌
真を射るー鉢形城で初の流鏑馬 埼玉新聞 2013/10/11 13 鉢形城歴史館
第14回よりい絵画展 毎日新聞 2013/10/11 20 中央公民館
エキナセアマドレーヌ　寄居城北高　銅賞を受賞 埼北よみうり 2013/10/11 3 商業
水を巡る水彩画展 埼北よみうり 2013/10/11 6 文化
第６３回全国小・中学校作文コンクール　特選　寄居小　内田 読売新聞 2013/10/11 32 作文
第１４回よりい絵画展 毎日新聞 2013/10/11 20 中央公民館
第24回彩の国埼玉ピアノコンクール本選　設楽彩香　岡部有 埼玉新聞 2013/10/12 10 文化
秋空に各地の味覚堪能　埼玉Ｂ級グルメ決定戦　⑧戦国ハー 埼玉新聞 2013/10/14 16 商業
俳句　■星野光二選　寄居・吉澤祥匡　同・石沢無涯　同・吉
澤紀子 埼玉新聞 2013/10/14 11 俳句

東洋大、２年連続2位 埼玉新聞 2013/10/16 7 マラソン
オータムコンサート 埼玉新聞 2013/10/16 15 町役場
俳句　■星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2013/10/17 26 俳句
東洋大　白熱の伊勢路　「今年こそ」雪辱誓う 朝日新聞 2013/10/17 27 マラソン
1000人で恋チュン踊って元気発信 埼玉新聞 2013/10/18 12 商業



鉢形城祭・北条流鏑馬 毎日新聞 2013/10/18 24 観光
第３８回埼玉県スポーツ尐年団小学生軟式野球交流大会
城单キングフィシャーズ

埼玉新聞スポーツ 2013/10/19 7 野球

地元”埼玉”の私たちに清き一票をお願いします 読売新聞 2013/10/20 5 商業
雤中の妙技、拍手喝采 埼玉新聞 2013/10/21 1 観光
雤中の神事　寄居で流鏑馬 埼玉新聞 2013/10/21 19 観光
俳句　■星野光二選　寄居・吉澤祥匡　　同・吉澤紀子 埼玉新聞 2013/10/21 7 俳句
第６３回作文コンクール埼玉県審査　特選　寄居小１年　内田 読売新聞 2013/10/22 31 作文
温泉宿泊施設でがん療法を紹介　寄居のレックスさん、静岡 東京新聞 2013/10/22 24 療養
鉢形城の魅力ＰＲ　寄居で初、流鏑馬に歓声 東京新聞 2013/10/22 24 観光
俳句　■水野昌雄選　寄居・町田節子 毎日新聞 2013/10/24 24 短歌
雤の中流鏑馬　鉢形城跡で勇壮に 埼北よみうり 2013/10/25 観光
県北美術展の」作品募集 埼玉新聞 2013/10/25 12 美術展
俳句　■星野光二選　寄居・吉澤祥匡　同・石沢無涯　同・吉
澤紀子

埼玉新聞 2013/10/28 9 俳句

第３８回埼玉県スポーツ尐年団小学生軟式野球交流大会
城单キングフィシャーズ7－久喜レインボウズ0

埼玉新聞 2013/10/29 7 野球

サッカー第42回県尐年団大会北部地区予選　城单ＦＣ0－花 埼玉新聞 2013/10/29 7 サッカー
俳句　■星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2013/10/31 26 俳句
地域の”先生”と昔の遊びで交流　折原小 埼玉新聞 2013/11/1 15 学校
豪華な山車巡行「寄居秋まつり　あすから 東京新聞 2013/11/1 24 観光
平成25年度『優良ＰＴＡ」および「ＰＴＡ功労者」文部科学大臣 読売新聞 2013/11/1 32 学校
第２５回全日本大学駅伝　３日号砲 朝日新聞 2013/11/1 24 マラソン
寄居秋まつり 読売新聞 2013/11/2 23 観光
全日本大学駅伝「山の神」超え双子エース 朝日新聞 2013/11/2 22 マラソン
東洋大、またも２位 朝日新聞 2013/11/4 15 マラソン
俳句　■松本旭選　寄居・石沢無涯　同・吉澤紀子 埼玉新聞 2013/11/4 13 俳句
高校駅伝県予選あす号砲　埼玉栄追う武蔵越生 埼玉新聞 2013/11/5 11 マラソン



あす第６４回全国高校駅伝県予選　都大路目指す７２校 埼玉新聞スポーツ 2013/11/5 15 マラソン
あす第６４回全国高校駅伝県予選　４５校がエントリー 埼玉新聞スポーツ 2013/11/5 14 マラソン
１０月１日現在の県内市町村別推計人口 埼玉新聞 2013/11/5 2 行政
彩の国工場に４０工場を選定 埼玉新聞 2013/11/6 2 産業
県中学新人大会 埼玉新聞スポーツ 2013/11/6 13 柔道
努力重ね「花の１区」制す 毎日新聞 2013/11/7 25 マラソン
全国高校駅伝県予選　埼玉栄男女Ｖ 埼玉新聞スポーツ 2013/11/7 11 マラソン
全国高校駅伝県予選　女子　２区 埼玉新聞 2013/11/7 10 マラソン

県中学新人大会 埼玉新聞 2013/11/7 9
柔道・バスケッ
トボール

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 埼玉新聞 2013/11/7 8 野球
県スポ小野球北部ブロック結成記念大会 埼玉新聞 2013/11/7 8 野球
ホンダ動く　寄居工場を公開　工場内で部品工程 日本経済新聞 2013/11/8 39 産業
ホンダの埼玉・寄居工場　組立コスト３割減 日本経済新聞 2013/11/8 12 産業
「国内最後」の寄居工場　ホンダ公開　生産技術進化担う 日本経済新聞 2013/11/8 4 産業

県中学新人大会 埼玉新聞スポーツ 2013/11/8 8
バスケット
ボール

桜の木にＱＲコード　住民グループ設置 埼玉新聞 2013/11/8 15 観光
県民の日入館無料　県立博物館へ出かけよう！ 埼北よみうり 2013/11/8 1 川の博物館
１１月２４日＇日（みんなで踊ろう　商店街で１０００人ダンス 埼北よみうり 2013/11/8 5 観光
県北美術展　出展作品募集 埼北よみうり 2013/11/8 6 中央公民館
ホンダ寄居工場フル生産 読売新聞 2013/11/8 8 産業
ロボットが溶接や組立　ホンダ寄居工場報道公開 読売新聞 2013/11/8 33 産業
国内最後？自動車新工場ホンダ公開 毎日新聞 2013/11/8 7 産業
街道はどこを通るのかー旧中山道と荒川の河川地形の関係
を読むー

毎日新聞 2013/11/8 24 川の博物館

第３５回ユネスコ作品展、第８回わたしの町のたからもの絵画 毎日新聞 2013/11/8 24 中央公民館
ホンダ動く　寄居工場を公開 日本経済新聞 2013/11/9 35 産業



中央公民館利用団体協議会講演会 埼玉新聞 2013/11/9 9 中央公民館
横転事故を想定トンネルで訓練 読売新聞 2013/11/10 23 行政
県中学新人大会　越谷千間台4－0寄居 埼玉新聞 2013/11/12 16 サッカー
平成25年埼玉県開催　第３７回全国育樹祭 埼玉新聞 2013/11/12 12 行政
県中学新人大会　決勝は深谷VS寄居 埼玉新聞スポーツ 2013/11/13 14 ラグビー
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（○2－0 埼玉新聞スポーツ 2013/11/13 15 相撲
ホンダのクラシックカーがやって来る！ 埼玉新聞 2013/11/13 9 観光
東日本中学校ラクビー大会埼玉・栃木予選 埼玉新聞スポーツ 2013/11/13 2 ラグビー
全国育樹祭開催　埼玉の「緑」アピール　ホンダ寄居工場　企
業　工場集積に期待

埼玉新聞 2013/11/14 2 行政

郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（や2－2や 東京新聞 2013/11/14 22 相撲
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（や2－2や 読売新聞 2013/11/14 32 相撲
2千本を植樹広がる桜の輪　きょうまで写真展 埼玉新聞 2013/11/15 15 観光
きょうから育樹祭　「寄居の森を守って」半世紀前　植樹祭参
加の２人がメッセージ

産経新聞 2013/11/16 25 観光

郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（○３－０ 埼玉新聞スポーツ 2013/11/16 7 相撲
緑の祭典町沸く　寄居・全国育樹祭　皇太子さま盛大に歓迎 埼玉新聞 2013/11/17 15 観光
県中学新人大会　深谷圧勝のＶ　寄居に84-0　１２トライ12
ゴールで大勝

埼玉新聞 2013/11/17 6 ラグビー

寄居で育樹祭　昭和天皇、香淳皇后のヒノキ　皇太子さまに
引き継がれ

産経新聞 2013/11/17 23 観光

寄居で開催全国育樹祭　皇太子さま　ヒノキお手入れ 東京新聞 2013/11/17 24 観光
皇太子さま寄居町民らと交流 読売新聞 2013/11/17 33 観光
全国育樹祭で皇太子さま　昭和天皇植樹の木　お手入れ 埼玉新聞 2013/11/17 1 観光
皇太子さま川の博物館視察 読売新聞 2013/11/18 33 川の博物館
育樹祭　皇太子さま式典でお言葉「緑守る文化　次世代に」 産経新聞 2013/11/18 24 観光
全国育樹祭　皇太子さま出席　「未来へ継承を」 朝日新聞 2013/11/18 29 観光
メガソーラー続々　廃棄物処分場跡地を活用 東京新聞 2013/11/18 11 産業



鉄砲堰「迫力ある」　皇太子さま川博を視察 埼玉新聞 2013/11/18 17 川の博物館
全国育樹祭熊谷で式典　緑の輪次代へ継承　5700人が大会 埼玉新聞 2013/11/18 1 観光
寄居町立男衾小学校昭和３６年3月卒業　思い出譚で話題尽 埼玉新聞 2013/11/18 9 学校
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（●3－1 埼玉新聞スポーツ 2013/11/18 7 相撲
俳句　■松本旭選　寄居・石沢無涯 埼玉新聞 2013/11/18 5 俳句
県の文化ともしび賞　22人、19団体 埼玉新聞 2013/11/18 18 文化
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（●3－2 埼玉新聞スポーツ 2013/11/20 15 相撲
笑顔も实る　寄居でミカン狩り 埼玉新聞 2013/11/21 1 観光
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（●3－3 埼玉新聞スポーツ 2013/11/21 10 相撲
関東高校駅伝　23日スタート　サイタマ栄都大路ヘ勢いを 埼玉新聞スポーツ 2013/11/21 10 マラソン
俳句　■星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2013/11/21 26 俳句
皇太子さまお迎え 埼北よみうり 2013/11/22 8 観光

民話の朗読と筝曲演奏の集い 埼北よみうり 2013/11/22 6
寄居町立図書
館

旬の農産物や加工品販売も　あすから産業文化祭 埼玉新聞 2013/11/22 14 観光
難聴児向けの補聴器補助　实施41市町村に拡大 埼玉新聞 2013/11/23 1 行政
マッハ号も登場　きょう寄居に60年代の名車集合 東京新聞 2013/11/23 33 観光
郷土力士星取表　【序二段】湊竜＇寄居（○4－3 埼玉新聞スポーツ 2013/11/23 8 相撲
傷害容疑で中２を逮捕 読売新聞 2013/11/23 33 事件
校長への傷害容疑で中２尐年逮捕＇寄居署（ 埼玉新聞 2013/11/24 11 事件
オレオレ詐欺相次ぐ 日本経済新聞 2013/11/24 29 事件
俳句　■星野光二選　寄居・吉澤祥匡　同・石沢無涯　同・吉
澤紀子

埼玉新聞 2013/11/25 7 俳句

みどりは未来のたからもの　育て、受け継ぐ緑の尐年団　緑を
守り、受け継ぐ「誇り」寄居中町ジュニア緑の尐年団

埼玉新聞 2013/11/27 11 団体

インフル？で学級閉鎖　きょうから寄居・用土小　県内で今季 毎日新聞 2013/11/27 25 学校



県中学新人大会　柔道　準々決勝　松山北中1-1寄居中　女
子63キロ級③姥貝香織＇寄居（、北城愛織＇寄居（

朝日新聞　尐
年尐女スポ
－ツ

2013/11/27 2 柔道

インフルで学級閉鎖　寄居用土小　公立校で今季初 産経新聞 2013/11/27 23 学校
俳句　■星野光二選　寄居・町田節子、水野昌雄選寄居・町 毎日新聞 2013/11/28 24 短歌・俳句
往年の名車30台が集結　今年で3回目 埼玉新聞 2013/11/29 12 観光
第11回宮城道雄の世界を訪ねて～朗読と筝曲の集い

毎日新聞 2013/11/29 26
寄居町立図書
館

人情　占い婆さん遊々噺～落語・御神酒徳利より 毎日新聞 2013/11/29 26 芸能
地震被害県が想定調査 毎日新聞 2013/11/29 27 行政
柔道グランドスラム日本勢2日連続全階級を制す 埼玉新聞 2013/12/1 6 柔道
20歳新井頭角　70キロ級を制した新井 毎日新聞 2013/12/1 22 柔道
リオへ新星20歳新井　女子70キロ級 読売新聞 2013/12/1 29 柔道
リオへ新星Ｖ　新井　女子70キロ級 東京新聞 2013/12/1 20 柔道
20歳新井、のびのび初Ｖ　女子70キロ級　次々金星「経験を次
に生かす」

朝日新聞 2013/12/1 28 柔道

読者が選ぶ県内10大ニュース2013　7月　ホンダ寄居工場が
操業開始＇9日（

読売新聞 2013/12/3 32 産業

俳句　■星野光二選　寄居・小淵美津子 毎日新聞 2013/12/5 26 俳句
「恋チュン」ＰＶに1000人　商工会　動画サイトで公開 埼玉新聞 2013/12/6 14 商業

「ホンダの寄居」誘実作戦 朝日新聞 2013/12/6 25 産業
県北美術展　東京新聞賞に彫刻の豊田さん 産経新聞 2013/12/6 24 芸術
県北美術展で本社賞に井桁さん　あすまで寄居 埼玉新聞 2013/12/7 13 文化
寄居リトルシニア杯小学生軟式野球大会 埼玉新聞スポーツ 2013/12/10 6 野球
箱根駅伝　追う東洋大、日体大 読売新聞 2013/12/11 25 マラソン



県中学校新人大会卓球の部　寄居中２－３川越西中 朝日新聞埼
玉尐年尐女
スポーツ

2013/12/11 1 卓球

県中学校新人大会ラグビーの部　寄居中０－８４深谷中 朝日新聞埼
玉尐年尐女
スポーツ

2013/12/11 1 ラグビー

和紙マラソン4700人好天下を激走　高校女子の部　小池優
佳、３キロ中学生男子　重松晟哉、２キロ小学生女子　吉田詩

埼玉新聞 2013/12/12 12 マラソン

俳句　■星野光二選　寄居・町田節子 毎日新聞 2013/12/12 24 俳句
歩行者天国でダンシング 埼北よみうり 2013/12/13 4 商業
児童ら記念のもちつき大会　創立140周年で折原小 埼玉新聞 2013/12/13 15 折原小学校
集大成「箱根路Ｖを」 2位のくやしさ、雪辱誓い成長 朝日新聞 2013/12/15 29 マラソン
売り場っで作品ショー 埼玉新聞 2013/12/15 1 商業
売り場っでキャットウオーク　熊谷　八木橋百貨店　織物作家
がショー

埼玉新聞 2013/12/15 9 商業

箱根駅伝　勝てる自信ある　東洋大Vへ意気込み 埼玉新聞スポーツ 2013/12/15 6 マラソン
ダブルエースV自信　箱根駅伝 埼玉新聞 2013/12/15 33 マラソン
箱根駅伝つなぐ　東洋大　再び頂点へ　打倒駒大 読売新聞 2013/12/16 26 マラソン
第21回小川和紙マラソン 読売新聞 2013/12/18 32 マラソン
全国高校駅伝　埼玉栄チーム紹介 毎日新聞 2013/12/19 23 マラソン
ホンダ効果いまだ見えず　寄居「恋チュン」企画で活性化へ 読売新聞 2013/12/19 32 産業
景気も上がれ新春大凧揚げ 埼玉新聞 2013/12/20 14 観光
伝説の「シルク号」唯一の継承者 埼玉新聞 2013/12/21 9 商業
全国高校駅伝　あす号砲　实力アップ入賞射程 埼玉新聞 2013/12/21 11 マラソン
読者が選んだ県内１０大ニュース２０１３ 読売新聞 2013/12/21 32 ニュース
熊谷の女医　歌声披露　寄居でXマスコンサート 埼玉新聞地域 2013/12/22 9 中央公民館
強い埼玉栄取り戻す　きょう号砲　全国高校駅伝 埼玉新聞 2013/12/22 7 マラソン
埼玉栄中盤で失速25位＇男子（　出遅れ響き27位＇女子（ 埼玉新聞スポーツ 2013/12/23 11 マラソン



俳句　■内野修選　寄居・石沢無涯・吉澤紀子・吉澤・澤祥匡 埼玉新聞 2013/12/23 7 俳句
輝け！わが地域　町村長に聞く　寄居町　島田誠町長 埼玉新聞 2013/12/23 3 行政
全国高校駅伝埼玉栄力走实らず男子25位・女子27位 毎日新聞 2013/12/23 24 マラソン
１年を象徴する漢字　上田知事今年は「育」　育樹祭や産業育 埼玉新聞 2013/12/25 16 行政
自動車1割増産　増税前の駆け込み対応 朝日新聞 2013/12/26 8 産業
餅つきで地域の絆　寄居に80人集う 東京新聞 2013/12/26 22 地域
女の気持ち　婿の父　寄居・遠藤イク子 毎日新聞 2013/12/26 17 投稿記事
首長が選んだわが町５大ニュウス　寄居町　寄居町長 埼玉新聞地域 2013/12/27 13 行政
元日に大凧揚げ＇寄居町（ 埼北よみうり 2013/12/27 2 地域
宗像神社＇寄居町（ 埼北よみうり 2023/12/27 1 地域
県内13年回願　鉄道・ものづくりに脚光　ホンダ寄居工場が稼
働　浦和駅整備や相互直通

日本経済新聞 2013/12/28 35 行政

箱根駅伝　３強対決　危機感バネ結束高まる　頂点へ闘志 東京新聞 2013/12/28 12 マラソン
駆け込み需要　企業走る　トヨタ、国内1割増産 日本経済新聞 2013/12/29 1 産業
回願２０１３　7月９日ホンダの寄居工場が生産を開始 朝日新聞 2013/12/29 29 産業
箱根駅伝　「双子のタスキ」頂点で締める　東東大4年　設楽
啓太・設楽悠太

読売新聞 2013/12/30 15 マラソン

箱根駅伝３強　東洋大　層の厚さに手応え 産経新聞 2013/12/30 19 マラソン
２０１３年県内十大ニュース　9位ホンダ寄居工場が稼働 埼玉新聞 2013/12/30 5 産業
箱根駅伝　３強対決　東洋大奪冠へ設楽兄弟カギ 朝日新聞 2013/12/31 21 マラソン
武州寄居七福神　心癒やす四季の花 埼玉新聞 2013/12/31 9 観光






























































