
記事見出し 紙名 掲載日 面 件名
市町村の防災計画　新年度、全面修正へ　県が職員派遣　個
別指導　［県内市町村の地域防災計画修正状況］寄居町（修
正時期＝１９９５年度）

読売新聞 2006/1/1 29 防災

家　埼玉県の活断層の位置　発生が予想される最大震度（図） 朝日新聞 2006/1/1 35 地震
寄居町行革プラン　目標額１６億２千万円　来年度から５ヵ年計
画　達成への６４の具現策　「新生チャレンジプラン２００６」で第
四次行政改革大綱・実施計画として位置づけた。

埼玉新聞 2006/1/5 15 行革

ソフトボール［１２月２４日、寄居町］第３回寄居町体育協会会長
杯中学生女子ソフトボール大会。寄居町立城南中学校で決勝
戦を行った。（埼玉少年少女スポ－ツ）

朝日新聞 2006/1/12 1
ソフトボー
ル

津久井・寄居町長「４選不出馬」　今年８月２７日に任期満了を
迎える。

朝日新聞 2006/1/12 29 選挙

寄居町長が不出馬　大里郡寄居町の津久井幹雄町長（６６）は
１１日、町主催の新年祝賀会で。現職退任で流動化　寄居町
▽任期満了日（８月２７日）

埼玉新聞 2006/1/12 1 選挙

２００６　埼玉県市町村　寄居町 埼玉新聞 2006/1/12 7 新年挨拶
埼玉駅伝　１５日号砲　４部門に計９１チーム参加予定　第７３
回埼玉駅伝競走大会が１５日、寄居町から上尾市までのコース

読売新聞 2006/1/12 30 埼玉駅伝

寄居町長が４選不出馬表明　寄居町の津久井幹雄町長（６６）
は、１１日に開かれた町主催の新年祝賀会で。

読売新聞 2006/1/13 31 選挙

◆来館２００万人カウントダウンイベント（寄居）　２９日、午前１０
時～午後４時、さいたま川の博物館。同館の来館者２００万人
達成日を予想。

埼玉新聞 2006/1/17 15 催し

映画　◆ミニ・シアター（寄居）２７日午後３時、町立図書館２階
視聴覚室。

埼玉新聞 2006/1/17 15 映画

源流―河口　水彩画の連作　「荒川百景」展を開催　２２日まで
寄居・川の博物館　長瀞の小田さん　「川に魅せられて」

埼玉新聞 2006/1/18 15 水彩画

映画　◆第１回寄居町映画会（寄居）２月４日午前１０時３０分と
午後２時の２回、中央公民館ホールで上映。

埼玉新聞 2006/1/19 15 映画

◇第１３回小川和紙マラソン大会（１２月１１日・埼玉伝統工芸
館）▽３㌔中学男子　③榎本祐樹（寄居町）９分２５秒

さいたま
報知

2006/1/22 6 マラソン

○ラグビー　（第２日・熊谷工高校）進修館７年ぶり４強　深谷、
熊谷工、正智深谷も　進修館ー所沢北　後半ロスタイム、ロック
深道（寄居中出身）ら進修館ＦＷがゴール前に攻め込む。

埼玉新聞 2006/1/23 10 ラグビー

県内唯一残る村　東秩父　礒田村長に聞く　「早く合併したい」
財政難、住民力で乗り越え 合併について今後の展望は。枠組
みは生活圏や住民の希望から比企がいい。それができなけれ
ば秩父、寄居方面を考える。

埼玉新聞 2006/1/29 1 合併

寄居に映画文化呼び戻せ　「市民シアター・エフ」　来月４日皮
切り　定期的に上映会　映画館のない寄居町で２月から映画の
上映会が開かれる。　第１回の上映は２月４日、町中央公民館
ホールで。上映作品は「蝉しぐれ」。

東京新聞 2006/1/29 21 映画

「気軽に映画楽しんで」　定期上映会　寄居、秩父でも　深谷Ｎ
ＰＯ法人　寄居町では２月４日に町中央公民館で「蝉しぐれ」を
第１回映画会として上映する予定。

読売新
聞」

2006/1/30 31 映画

私の一枚　ハクチョウ飛来　埼玉県寄居町の荒川で。（埼玉県
寄居町　野口進）

東京新聞 2006/1/31 5 写真

１２月１日現在の推計人口（県統計課調べ）寄居町（世帯数１３,
２０５、人口・総数３７，０６６、男１８,３９７、女１８，６６９）

埼玉新聞 2006/2/1 3 人口

地元で見る楽しみを　第一回寄居町映画会　ＮＰＯ法人「シア
ターー・エフ」　明日「蝉しぐれ」を上映　４日、寄居町中央公民
館で。

毎日新聞 2006/2/3 25 映画」

県柔道紅白試合　１月２０日上尾市の県立武道館で小学生か
ら社会人までの約９００人が紅白に分かれて。男子［小学２年生
の部］▽強化指定選手＝鈴木大悟（男衾柔道クラブ）、女子［小
学３年生の部］▽強化指定選手＝新井南（男衾柔道育成会）

埼玉新聞 2006/2/4 7 柔道

フォトギャラリー　「寒の水取り」　武内道直さん、寄居町鉢形２３ 東京新聞 2006/2/8 26 写真



●寄居で電車にひかれ男性死亡　８日午前１１時１５分ごろ、寄
居町富田の東武東上線男衾駅で、進入してきた寄居発小川町
行きの下り普通電車に。

朝日新聞 2006/2/9 35 鉄道事故

男衾駅で男性死亡　８日午前１１時１５分ごろ、寄居町富田、東
武東上線男衾駅で、ホーム下の線路脇に男性会社員が倒れて
いるのを電車を待っていた人が見つけ、駅員に知らせた。

読売新聞 2006/2/9 33 鉄道事故

第１７回読売杯大里郡市スポーツ少年団野球駅伝競走大会行
われる　（江南町）　１月２９日、参加３８チーム。江南町立江南
北小学校前田園周回コース８．５㌔、６区間で。２位・寄居ビクト
リーズスポーツ少年団Ａ、６位・オブスマクラブスポーツ少年団

埼北よみ
うり

2006/2/10 5 駅伝

講演　◆読書講演会（寄居）１９日午後１時３０分、町立図書館２
階視聴覚室。寄居出身の作家福田登女子氏が「氏邦の妻　於
福の生涯」と題して講演。

埼玉新聞 2006/2/11 15 講演

建設廃棄物リサイクル施設　寄居に完成　今春稼動へ　「埼玉
環境テック」が、寄居町三ヶ山の彩の国資源循環工場内に建
設を進めていた「複合型建設副産物再資源化施設」の竣工記
念式典が１１日行われた。

埼玉新聞 2006/2/14 15 リサイクル

フォトギャラリー　〔ひとやすみ〕(寄居夏祭り)　制野明義　寄居
町鉢形６２－１４

東京新聞 2005/8/3 22 写真

★日本１００名城を選定　１３日、発表された。城の調査研究な
どを進める財団法人「日本城郭協会」が来年４０周年を迎える
記念に公募。集まった４８７城などの候補から。［選定された百
名城］鉢形城、川越城（埼玉）

東京新聞 2006/2/14 30 城

歴史館入場者１万人を突破　昨年１０月１７日に開館した寄居
町の鉢形城歴史館の入場者が６日、１万人を超えた。

朝日新聞 2005/2/7 33
鉢形城歴
史館

寄居で２２．６度　５月上旬並みの暖かさ　県内は１５日。 埼玉新聞 2006/2/16 1 気温
東、南、北ブロックで開幕　リトルシニア　＜ブロック春季大会＞
１９日。寄居、加須などが４強　○北部ブロック（川本高校グラウ
ンドなど）▽準々決勝　寄居６－２前橋

埼玉新聞 2006/2/21 9 野球

おかべマラソンフィナーレラン　７１４人が競う　第２１回おかべ
健康マラソン大会が１９日。▽３㌔中学男子②榎本祐樹（寄居

埼玉新聞 2006/2/21 15 マラソン

千葉真子さんも快走　上里で乾武マラソン　上里町恒例の第１
５回乾武（けんむ）マラソン大会　１９日。町立上里東小学校前
を発着点とする各種コースで開かれた。▽５㌔中学男子＝設楽
啓太（男衾中）１５分３９秒

埼玉新聞 2006/2/22 15 マラソン

優秀作品三千点を審査　知事賞など入選決まる　［書道］１月２
５日、川口市　平成１８年（第５８回）埼玉県書きぞめ中央展覧
会　［埼玉県書写書道教育連盟賞］　小林真依子（寄居男衾小
４年）、井田早苗（寄居中２年）

朝日新聞
埼玉少年
少女スポ

2006/2/22 3 書道

グルメ情報　カツ丼　まるい　（寄居町）　寄居町大字桜沢５５８
－３　０４８－５８１－５０２９

埼北よみ
うり

2006/2/24 8 グルメ

同居の友人に暴行　油かけ火を付ける　殺人未遂容疑で　寄
居の無職男逮捕　寄居署は２３日。

東京新聞 2006/2/24 27 犯罪

殴るけるなど暴力　火をつけ殺人未遂　容疑の２３歳逮捕　寄
居署は２３日。

毎日新聞 2006/2/24 27 犯罪

同居の男性に火　殺人未遂で逮捕　友人に火をつけて殺そうと
したとして、寄居署は２３日。

産経新聞 2006/2/24 27 犯罪

同居の男性に　火をつけた疑い　寄居の男逮捕　寄居署は２３ 朝日新聞 2006/2/24 13 犯罪
◆殺人未遂、容疑の男を逮捕　寄居署は２３日。 読売新聞 2006/2/24 35 犯罪
全国町村会　寄居町を優良表彰　４３年ぶり　行財政運営充実 埼玉新聞 2006/3/3 14 行政
寄居町長選　７月３０日投票　町議補選も 毎日新聞 2006/3/3 27 選挙
投開票７月３０日に　寄居町長選 読売新聞 2006/3/3 33 選挙
町長選と町議補選　７月３０日に投開票　寄居町 東京新聞 2006/3/3 27 選挙
寄居町長選　７月３０日投票 朝日新聞 2006/3/4 35 選挙
決勝は寄居ＶＳ宇都宮　北部ブロック　リトルシニア　＜ブロック
春季大会＞北部ブロックは、宇都宮シニアグラウンドなどで　▽
準決勝　寄居７－２加須　決勝は１１日、騎西町のサンスポ球場

埼玉新聞 2006/3/7 5 野球



岡部ＲＣ杯争奪少年サッカー　第１９回岡部ロータリークラブ杯
争奪少年サッカー大会は５日、岡部中央グラウンドなどで１６
チームが参加して予選リーグが行われた。ＡからＤまでの各ブ
ロックに分かれて。▽Ｂグループ　毛呂山４－０寄居男衾、深谷
０－０寄居男衾、本庄児玉５－０寄居男衾

埼玉新聞 2006/3/7 5 サッカー

振り込め詐欺防止で感謝状　寄居署　埼玉りそな銀行　支店に
（寄居支店に）

埼玉新聞 2006/3/8 15 詐欺防止

最高峰の書が競演　２４日～２９日「埼玉書道展三十人展」開催
さいたま市浦和区高砂３の埼玉会館で。第３１回埼玉書道三十
人展（上）　◆加藤　東陽　千紫会副理事長、東京学芸大教
授。寄居町　「岑参詩二首」

毎日新聞 2006/3/8 26 書道

「１００名城」に川越・鉢形城　日本城郭協会が選定　「城の日」
の４月６日、「名城認定証」が管理者の川越市立博物館に交付
される。県内からは寄居町の鉢形城も選ばれた。

朝日新聞 2006/3/10 30 鉢形城

川越城が「日本１００名城」に　来月６日「認定証」寄居の鉢形城 毎日新聞 2006/3/10 27 鉢形城
「日本１００名城」に　川越城　鉢形城（寄居）　■天然の要害： 埼玉新聞 2006/3/10 1 鉢形城
「ぬるい興奮」を持続する画家　小林裕児さん（寄居町）　３月１
９日（日）まで日本料理喜楽（寄居町）で開催中の、「小林裕児
作品展・マディソン再訪」。趣ある店内に、水彩等の作品２０点

埼北よみ
うり

2006/3/10 2 作品展

空き店舗を利用した　手作りパン屋がオープン（寄居町）　寄居
駅南口の中町駐車場向かいに、手作り無添加パンの「ティン
ガーラ」が２月１４日にオープンした。

埼北よみ
うり

2006/3/10 2 グルメ

特集　埼北　お花見　沿線別　マップ　ＪＲ八高線　寄居駅　円
良田湖　身頃：４月上旬頃（寄居町大字末野）　立ち寄り情報：
寄居ハイキングコース

埼北よみ
うり

2006/3/10 7 桜（花見）

日本１００名城に選定　鉢形城　財団法人・日本城郭協会の
「日本名城１００選」に、県内から川越城と鉢形城（寄居町鉢形）
が選ばれた。　鉢形城に復元された門

読売新聞 2006/3/11 35 鉢形城

ホンダ、国内新工場　３０年ぶり埼玉に建設　新エンジン生産
先端技術　中核拠点に　新工場は埼玉県北西部の寄居町に

日本経済
新聞

2006/3/11 1 企業誘致

ホンダ　寄居に新工場　県内最大級　来年着工へ　最先端技
術の拠点に　知事「新たな１ページ」　心から歓迎　津久井幹
雄・寄居町長の話　町民増も期待　一時期断念、悲願実る　山
林が広がるホンダ新工場の建設予定地＝大里郡寄居町富田

埼玉新聞 2006/3/12 1 企業誘致

ホンダ　埼玉に中核工場　新エンジン生産へ計画　ホンダが埼
玉県寄居町に新工場の建設を計画していることが１１日、明ら
かになった。

朝日新聞 2006/3/12 6 企業誘致

［北埼玉］ホンダが寄居進出　県や町、歓迎表明　雇用促進・
税収に期待　寄居町にホンダが大規模な新工場を建設する方
針であることが明らかになった１１日、県や町は「大変にうれし
い」（上田清司知事）などと歓迎する意向を表明した。　国道２５
４号沿いに広がるホンダの工場建設予定地＝寄居町富田で

朝日新聞 2006/3/12 37 企業誘致

ホンダ　３０年ぶり国内新工場　埼玉　ハイブリッドシステム量産
ホンダは１１日、新工場を国内に建設する計画を明らかにした。
すでに埼玉県寄居町で約８０万平方㍍の用地取得交渉を進め
ており、２００８年にも稼働させる。

読売新聞 2006/3/12 11 企業誘致

寄居にホンダ新工場　県北部の活性化期待　数千人の雇用創
出　ホンダが１１日、寄居町に低燃費の新型エンジンやモー
ターを併用するハイブリッドシステムを量産する新工場の建設
計画を明らかにした。

読売新聞 2006/3/12 35 企業誘致

ホンダが寄居に新工場建設へ　県、企業誘致作戦　最大の成
果　ホンダが寄居町に国内約３０年ぶりの新工場を建設するこ
とが１１日、明らかになった。　知事「精いっぱい支援」

毎日新聞 2006/3/12 28 企業誘致

ホンダ国内新工場　「マザー工場」目指す　ホンダの工場の主
な沿革：２００８年（予）埼玉県寄居町で新工場稼働　先端製
品、ノウハウ移植

日本経済
新聞

2006/3/12 7 企業誘致

ホンダ　３０年ぶり国内工場　埼玉エンジン生産　ホンダは１１
日、埼玉県寄居町に乗用車エンジンを生産する新工場の建設
を検討していることを明らかにした。

産経新聞 2006/3/12 5 企業誘致



寄居町にホンダ新工場　過去最大の企業誘致　上田知事「歴
史的な１ページ」

東京新聞 2006/3/12 27 企業誘致

小学１年生に「無事カエル」　寄居高１年生が贈る　県立寄居高
校の生徒が１０日、寄居町立桜沢小学校を訪問し、１年生児童
５９人に手作りしたカエルのマスコットをプレゼントした。

埼玉新聞 2006/3/12 8 奉仕活動

川越城跡と鉢形城跡　「日本百名城」に　財団法人・日本城郭
協会が選定を進めていた「日本百名城」の中に、県内から、川
越（川越市)、鉢形（寄居町）の両城跡が入った。　鉢形城跡の
一部。現在は公園化されている＝寄居町で

東京新聞 2006/3/13 25 鉢形城

日本の１００名城を選定　姫路城から鉢形、川越城も　［日本１０
０名城］埼玉：鉢形城、川越城

埼玉新聞 2006/3/14 6 鉢形城

４月９日　寄居北條まつり　今年で４５回を数える伝統ある寄居
の春まつり。

埼玉新聞 2006/3/14 7 祭り

リトルシニア　＜ブロック春季大会＞１１日。寄居が代表切符手
に　○北部ブロック　騎西町サンスポーツセンターで。宇都宮１

埼玉新聞 2006/3/14 9 野球

ホンダ、寄居に新工場　相乗効果期待の声　街整備組織　町
が設置へ　ホンダが寄居町に３０年ぶりの国内工場の建設を決
めたこと受け、地元や県内経済界から歓迎の声が相次いでい

日本経済
新聞

2006/3/14 37 企業誘致

卓球　第９回彩の国中学生大会　（５日・上尾運動公園体育館）
◇女子　▽準々決勝　三芳３－１寄居

読売新聞 2006/3/15 33 卓球

彩の国中学生卓球大会　第９回　３月５日、上尾市　（女子ベス
ト１６の記録）　▽準々決勝　三芳中Ａ３－１寄居中Ａ

朝日新聞
（埼玉少
年少女ス
ポー）

2006/3/15 Ａ 卓球

ゴールドルーツウィンターサッカーフェスティバル２００６Ｕ－９、
Ｕ－８大会（３月４日～５日、朝日食品ゴールドルーツサッカー
場）　Ｕ－８決勝トーナメント　▽１回戦　サイタマＪｒ　３－０　寄居
フエヅンツ　▽５位戦　すみれＢ　３－０　寄居フエヅンツ　▽７
位決定戦　前橋エコー　５－２　寄居フエヅンツ

朝日新聞
（埼玉少
年少女ス
ポー）

2006/3/15 Ｂ サッカー

日本リトルシニア野球北関東支部　チーム紹介　精神面鍛えて
寄居　▽代表者：石渡勲　連絡先：寄居町桜沢４８１

埼玉新聞 2006/3/16 9 野球

音楽　◆第８回チャリティーカラオケ発表会（寄居）　２６日午後
０時３０分から中央公民館。

埼玉新聞 2006/3/16 15 音楽

上下流一体で自然守ろう　秩父で荒川サミット　６市町の中学
生参加　１７日、秩父市下吉田のやまなみ会館で開かれた。秩
父市、さいたま市、熊谷市、所沢市、深谷市、大里郡寄居町の
中学２年生約３００人が参加した。

埼玉新聞 2006/3/18 18
荒川サミッ
ト

荒川の恵みに感謝　流域の中学生８０人交流　荒川流域の子
供たちが交流する「環境を考える荒川中学生サミット」が１７日、
秩父市下吉田のやまなみ会館をメーン会場に開かれた。寄居
町の中学生代表２０人参加。

読売新聞 2006/3/18 33
荒川サミッ
ト

陶器に独自の色彩美　寄居　きょうから「人間国宝」原清氏企画
展　１８日から、同町立鉢形城歴史館で始まる。５月７日まで。

埼玉新聞 2006/3/18 15
陶芸（原清
氏）

荒川流域中学生　環境活動を報告　秩父でサミット　自然と環
境保全の啓発に取り組んでいる秩父市で、「環境を考える・荒
川中学生サミット」が開かれた。上下流域の次世代を担う中学
生ら２５０人が参加し活動報告をした。　▽寄居町立寄居中学

毎日新聞 2006/3/19 28
荒川サミッ
ト

カワセミに魅せtられ１０年　アマチュア写真家が集大成の個展
「美しさ見てほしい」　荒川をフィールドに、カワセミを追い続け
てきたアマチュア写真家、木島宏さん（７０）の写真展が１８日、
さいたま川の博物館（寄居町小園）で始まった。「水辺の宝石－
かわせみ－」展　６月１８日まで。

、産経新
聞

2006/3/19 27 写真

ホームに色とりどりの花　秩父鉄道　桜沢駅　寄居の小中高生
が飾る　寄居町立桜沢小学校と寄居中学校、県立寄居高校の
児童・生徒たちが１７日、近くにある秩父鉄道桜沢駅のホームを
色とりどりの花で飾った。

埼玉新聞 2006/3/19 13 奉仕活動



スーパー中学２年生　大人含めた全体で２位　設楽啓太　Ⅴ自
己新　ラストスパートも魅せた　５㌔１５分３９秒　トラック使えぬハ
ンデもなんの　男衾中入賞６位以内に４人　第１５回上里乾武
マラソン　２月１９日、上里東小を発着点に開催された。５㌔中
学生男子で設楽啓太（男衾２年）優勝。

さいたま
報知

2006/3/19 7 マラソン

「川の博物館」でカワセミ写真展　寄居町の「さいたま川の博物
館」で、アマチュア写真家木島宏さん（７０）の作品６０点を紹介
する「水辺の宝石－かわせみ－」展が開かれている。　６月１８

読売新聞 2006/3/20 35 写真

記録ファイル　マラソン　鴻巣市合併記念２４回鴻巣パンジー
（１１日･鴻巣市立陸上競技場発着）◇一般４０歳以上▽女子③
桑原弘子（寄居ＨＩＲＯク）

読売新聞 2006/3/22 33 マラソン

県内お花見スポット　［寄居・中間平緑地公園］①４月上旬前後
②山桜を含め約５００本④寄居皆野バイパス風布ＩＣから車で５

埼玉新聞 2006/3/22 15 桜（花見）

県統計課がまとめた今年１月１日現在の「町字別人口調査」に
よると。市区町村別平均年齢　平均年齢：寄居町　平均年齢　４
３．７歳　　順位　５９位

埼玉新聞 2006/3/23 2 人口調査

平安から江戸に活躍　埼玉ゆかりの８０人余　「中世武蔵人物
列伝」を出版　県立歴史資料館の学芸員９人が執筆　本書で
は、武田信玄の妻で上里町で晩年を過ごした陽雲院、寄居町
の鉢形城主北条氏邦の妻・大福御前など、歴史の表舞台に登
場することの少ない女性や文化人なども紹介している。

毎日新聞 2006/3/24 27 出版

ａｄvｉｃｅ　０３ 目標をつかもう　工藤敏聡（３６）さん　寄居警察署
交通課執行係　埼玉県巡査長

埼北よみ
うり

2006/3/24 6 アドバイス

「百年の森」で植樹　浦高生やＯＢら１００人　寄居　寄居町風布
の「浦高百年の森」で２５日。

埼玉新聞 2006/3/26 19
植樹（百年
の森）

入場者が２００万人突破　寄居の川の博物館　２６日、入場者二
百万人達成記念イベントを開いた。

埼玉新聞 2006/3/27 13
さいたま川
の博物館

埼玉歌壇　関田史郎　選　（寄居）　中里佐和、（寄居）　吉澤祥 埼玉新聞 2006/3/28 7 短歌
寄居城南中が優勝　武蔵野杯選抜中学ソフトボール大会　準
Ⅴは所沢上山口中　ソフトボール（３月１９日、新座市）第７回。
（決勝トーナメントの記録）▽準決勝：所沢南陵中　０－７　寄居
城南中　▽決勝：所沢上山口中　０－６　寄居城南中

朝日新聞
（埼玉少
年少女ス
ポー）

2006/3/29 1
ソフトボー
ル

小川雄大（男衾柔道）が知事賞　羽生市青少年柔道大会　[柔
道]　（３月１９日、羽生市）第３１回：羽生市総合体育館で。

朝日新聞
（埼玉少
年少女ス
ポー）

2006/3/29 2 柔道

１２５名が本選会へ　和幸ピアノコンクール予選　本選は３月２６
日さいたま芸術劇場　■熊谷予選（３月１２日、熊谷市立文化セ
ンター）[Ｃ部門・小５～中１]　大石恵（寄居男衾５年）

朝日新聞
（埼玉少
年少女ス
ポー）

2006/3/29 3 ピアノ

県ミニバレー北部　お別れ交流会大会　上里町民体育館など
で開催され、この春に小学校を卒業する６年生の女子３６チー
ムの選手ら、７００人が参加した。[予選リーグ]▽Ａ２ブロック　吉
田２－１用土、花園２－０用土　▽Ｂ１ブロック　鴻巣Ｊ２－０折
原、深谷ガールズ２－０折原

埼玉新聞 2006/4/1 8 ミニバレー

「城址の桜」満開　寄居　３月に財団法人・日本城郭協会の「日
本名城１００選」に選ばれた鉢形城（寄居町鉢形）で江戸彼岸
桜が満開となつている。（寄居町今市の島田茂幸さん撮影）

読売新聞 2006/4/2 31 桜

谷川真理さん盛り上げる　行田　行田市では、「第２２回行田鉄
剣マラソン大会」が、同市総合体育館を発着点行われ、２４４４
人が参加した。　各部門の１位は　[５㌔]▽中学生男子　設楽
啓太（男衾中学校陸上部）　[１・３㌔]▽小学５年生女子　深沢

読売新聞 2006/4/3 31 マラソン

リトルシニア関東連盟春季大会出場チーム（上）　まずは１勝し
たい　[寄居]　▽会長：石渡勳　▽副会長:森田由紀夫

埼玉新聞 2006/4/4 9 野球

埼玉歌壇　今月の選者　加藤克巳　（寄居）中里佐和 埼玉新聞 2006/4/4 6 短歌
祭　まつり　寄居北條まつり　●９日　埼玉県寄居町 東京新聞 2006/4/6 21 祭



「飛ぶ宝石」切り取る　アマ写真家　１０年間の作品展示　寄居
県立さいたま川の博物館（寄居町小園）で開催中のテーマ展
「水辺の宝石‐かわせみ」で、地元のアマチュア写真家木島宏
さん（７０）が十年にわたって撮り続けたカワセミの写真を展示し
ている。６月１８日まで。

埼玉新聞 2006/4/7 14 写真

春の交通安全運動「功名が辻」主人公も協力　春の全国交通
安全運動が６日から始まり。寄居町の桜沢交差点には、交通安
全協会や県トラック協会などで組織する「交通安全ドールＰＳ委
員会」が作った「交通安全ドール（人形）」が今年も設置された。
一豊と千代を模した交通安全ドール

読売新聞 2006/4/7 35 交通安全

「わたしの夢は死亡事故０」　■寄居に山内一豊人形　寄居町
の桜沢交差点には、ＮＨＫ大河ドラマの主人公の山内一豊と千
代夫妻の人形がお目見えした。

東京新聞 2006/4/7 23 交通安全

春の全国交通安全運動スタート　５１体目は一豊と千代　寄居
の安全ドール継続　春の交通安全運動がスタートした６日、大
里郡寄居町桜沢の国道１４０号交差点に、おなじみの交通安全
人形がお目見えした。

埼玉新聞 2006/4/7 1 交通安全

喜びの受章者　◇瑞宝単光章◇　［自衛隊］▽西角地忠６１（寄
居）　［消防］▽浅見英男６２（寄居）　▽島崎昇６２（寄居）

読売新聞 2006/1/8 34 叙勲

危険業務従事者叙勲　▽瑞宝単光章（１４３人）◇防衛功労
西角地　忠６１元３等陸尉　寄居　◇消防功労　浅見　英男６２
元寄居地区消防組合消防司令長　寄居　、島崎昇６２元寄居
地区消防組合消防司令長　寄居

東京新聞 2006/4/8 23 叙勲

県内から１９１人が受章　警察官、消防士、自衛官ら　危険業務
従事者叙勲　［受章の人々］　◇瑞宝単光章　▽浅見英男（６
２）県寄居地区消防組合消防司令長＝寄居　▽島崎昇（６２）県
寄居地区消防組合消防司令長＝寄居　▽西角地忠（６１）３等

毎日新聞 2006/4/8 22 叙勲

危険業務従事者叙勲　受章者　▽瑞宝単光章（１４３人）　◇防
衛功労　西角地　忠６１元３等陸尉　寄居　◇消防功労　浅見
英男６２元寄居地区消防組合　消防司令長　寄居、島崎　昇６
２元寄居地区消防組合　消防司令長　寄居

産経新聞 2006/4/8 28 叙勲

危険業務従事者に叙勲　瑞宝単光章　▽浅見英男（消防・寄
居）　▽島崎昇（同・寄居）　▽西角地忠（防衛・寄居）

朝日新聞 2006/4/8 30 叙勲

危険業務従事者　叙勲受章者　［埼玉］　▽瑞宝単光章 ◇防
衛功労　西角地忠６１元３等陸尉　寄居　◇消防功労　浅見英
男６２元寄居地区消防組合消防司令長　寄居、島崎昇６２元寄
居地区消防組合消防司令長　寄居

日本経済
新聞

2006/4/8 30 叙勲

◆埼玉で震度２　７日午後８時４８分ごろ、埼玉県秩父地方を震
源とする地震があり、同県秩父市、江南町、寄居町で震度２を

読売新聞 2006/4/8 37 地震

◆寄居北條まつり　９日、寄居町の鉢形城公園ほか 読売新聞 2006/4/8 23 祭
２０歳の記念に漫画作品展　寄居町在住の短大生、清沢歩子
（あゆみ）さん（２０）は、２０歳を記念して、描きためてきた漫画の
作品展を、長瀞町野上下郷のカフェギャラリー「風の丘」で開い

埼玉新聞 2006/4/8 15
漫画作品
展

０５年度県陸上ランキング　［中学］男子　▽八百㍍③島田優希
（寄居城南）１分５８秒７０　▽砲丸投げ　①内林孝文（寄居男
衾）１５㍍３４

埼玉新聞 2006/4/8 10 陸上

県内週間日誌　ウイークリー　［６日］春の全国交通安全運動ス
タート、寄居の安全ドールも継続　５１体目は「一豊と千代」（７
日・１面）＝写真

埼玉新聞 2006/4/9 13 交通安全

町民ら５００人攻防戦再現　寄居で北條まつり　勇壮な戦国絵
巻を現代によみがえらせる寄居北條まつりが９日、寄居町内で

埼玉新聞 2006/4/11 15 祭

サッカー　［４月９日、鴻巣市］第２回埼玉クラブユースサッカー
選手権Ｕ－９大会が糖田グラウンドで行なわれた。［２位トーナ
メント］▽準決勝　寄居フエズンツ３－１レジスタ八潮

朝日新聞
（少年少
女ス

2006/4/12 Ｂ サッカー

ソフトテニス　■都市対抗中学校学年別ソフトテニス大会（３月２
７日、狭山市智光山公園テニス場）［女子決勝トーナメント］　（２
年）▽決勝　菅谷・横田（寄居城南）３－２幸田・辻田（欅台・松

朝日新聞
（少年少
女ス

2006/4/12 Ａ
ソフトテニ
ス

一豊と千代の人形 　交通安全訴える　寄居の交差点に登場
寄居町桜沢の国道１４０号と同２５４号交差点に。

朝日新聞 2006/4/12 31 交通安全



存続の危機越え５１代目は「一豊」　寄居の交通安全啓蒙人形
春の全国交通安全運動に合わせ、寄居町の桜沢交差点に。
鈴木昌三さんと５１代目の山内一豊の交通安全啓蒙人形＝寄
居町桜沢の桜沢交差点で

毎日新聞 2006/4/12 23 交通安全

サボテン好き　全国から集合　寄居　ネット通じ交流続ける　全
国のサボテン好きが集まった「太平丸ネットクラブ」が９日、寄居
町の中央公民館で、展示会を開いた。

埼玉新聞 2006/4/12 15 サボテン

ベルク増収減益　２月期　県北西部が地盤の食品スーパー、ベ
ルク（ジャスダック上場、大里郡寄居町）が１０日発表した２００６
年２月期連結決算は。

埼玉新聞 2006/4/12 4 経済

武蔵野銀行ロビー展情報　各営業支店、出張所の店舗スペー
スを活用して開いているロビー展は。寄居（２８日まで）

埼玉新聞 2006/4/12 4 展示

経済　団体日誌　［商工会］　寄居：女性部資源回収（１８日、商
工会）　女性部史跡巡り（１８日、寄居）

埼玉新聞 2006/4/12 4 商工会

俳句　■星野　光二選　寄居・町田節子、寄居・瀬上實、寄居・
小渕美津子

毎日新聞 2006/4/13 21 俳句

●埼玉　★金尾つつじ山公園（寄居町金尾、秩父鉄道波久礼
駅徒歩１５分）５００本のヤマツツジが２０日すぎから見ごろに。

東京新聞 2006/4/13 23 花見

恩師に捧げる鐘突き堂　寄居の自然観察施設　「サンショウウ
オの里」に完成　大里郡寄居町秋山の自然観察施設「サンショ
ウウオの里」にシンボルとなる鐘突き堂が完成し、１６日に祝賀

埼玉新聞 2006/4/17 16
サンショウ
ウォの里

埼玉歌壇　加藤　克巳　選　（寄居）松村章子 埼玉新聞 2006/4/18 7 短歌
「多くの人、里訪れて」寄居の研究施設　元高校教諭・中里さん
サンショウウオ先生へ　教え子ら感謝の鐘　松山高生物部　サ
ンショウウオの研究を続ける寄居町牟礼の元高校教諭、中里邦
夫さん（７３）の教え子たちが、研究成果をたたえて同町秋山に
ある研究施設「サンショウウオの里」に鐘を贈った。

毎日新聞 2006/4/19 23
サンショウ
ウオの里

「サンショウウオの鐘」　教え子から恩師へ　研究を続ける元高
校教師　中里さん　私財を投じてサンショウウオの研究を続けて
いる寄居町牟礼、元高校教師中里邦夫さん（７４）の教え子たち
が、中里さんの私施設研究所内に「サンショウウオの鐘」を寄贈
し、鐘楼の完成式が行われた。

読売新聞 2006/4/20 34
サンショウ
ウオの里

魚狙うカワウ　追い払い作戦　首都圏の漁協が連携　　県内は
荒川や入間川　漁解禁前の稚アユ被害　寄居町の荒川河川敷
ではこの日、埼玉中央漁協寄居支部のメンバー３０人が午前４
時半、現地に集結。まだ薄暗い空に向けて用意したロケット花
火を打ち上げたり、爆竹を鳴らしたりした。

朝日新聞 2006/4/20 33
荒川（カワ
ワウ）

催し　◆第２６回フィールドワーク「長瀞風布を歩く」（本庄）　５
月６日　主催：秩父事件研究顕彰協議会

埼玉新聞 2006/4/22 15 催し

山椒魚先生　感謝の鐘　寄居　私設研究所に教え子ら  お世
話になった先生に贈り物を―寄居町秋山の研究所「サンショウ
ウオの里」に。所長の中里邦夫さん（７４）が県立松山高校で教
鞭をとっていた頃の教え子らが寄贈した。名付けて「山椒魚の

朝日新聞 2006/4/24 33
サンショウ
ウオの里

汚泥談合、初の強制調査　寄居でも価格水増しか　処理施設
建設工事　町は疑惑否定　公正取引委員会が２５日、初の強
制調査に乗り出した汚泥・し尿処理施設の談合事件をめぐり。
日立造船が建設した寄居町汚泥再生処理センター＝同町赤

朝日新聞 2006/4/26 33 汚泥処理

振り込め詐欺　６２０万円の被害　深谷　２５日午前８時半ごろ、
深谷市の主婦（３１）が「詐欺の被害にあったようだ」と寄居署に

朝日新聞 2006/4/26 35 詐欺

架空請求６２０万円寄居の主婦被害　深谷市の主婦（３１）が２５
日、寄居署に「架空請求で約６２０万円をだまし取られた」と届

東京新聞 2006/4/26 23 詐欺

◆深谷の女性が６２０万だましとられる　深谷市の無職女性（３
１）は２５日、「詐欺にたった」と寄居署に届け出た。

読売新聞 2006/4/26 35 詐欺

゛法務局〟の偽はがき信じ…　振り込めで６２０万被害　２５日午
前８時半ごろ、深谷市の主婦（３１）が「６２０万円をだましとられ
た」と寄居署に届け出た。

産経新聞 2006/4/26 25 詐欺

架空請求で６２０万円被害　深谷　今月５日ごろ、深谷市の主
婦（３１）方に「法務局認定法人民事訴訟管理センター」名で。

埼玉新聞 2006/4/26 19 詐欺

フォトギャラリー　カメラ番？　武内道直さん　寄居町鉢形２３３７ 東京新聞 2006/4/26 22 写真



ピアノ　［３月２６日、さいたま市］県内３地区の予選を勝ち抜い
た１２４名が出場した第６回和幸ピアノコンクール本選が彩の国
さいたま芸術劇場で行われた。［和幸楽器社長賞］　大石　恵
（寄居男衾５年）

朝日新聞
（埼玉少
年少女ス
ポ）

2006/4/26 4 ピアノ

経営ルネサンスー彩の国・企業の挑戦　のびのび埼玉企業
成長の鍵は「人間力」　シバサキ製作所（寄居町）　社是の精
神、着実に浸透　昨年３月に完成した新工場と柴崎猛社長＝

埼玉新聞 2006/4/27 7 企業

振り込め詐欺防ぐ　郵便局長に感謝状　寄居署　振り込め詐欺
の被害を未然に防いだとして寄居署は２４日、同署で寄居町の
用土郵便局、近藤雄喜男局長に感謝状を贈った。

埼玉新聞 2006/4/27 15 詐欺

歌壇　加藤　克巳　選　（寄　居）安良岡正一 朝日新聞 2006/4/27 34 短歌
短歌　■加藤　克巳選　寄居　高橋達男、同　瀬上實　俳句■
星野　光二選　 寄居　・瀬上　實　、同・小渕　美津子

毎日新聞 2006/4/27 25 短歌･俳句

◆金尾山つつじまつり　５月７日まで、寄居町の金尾山。約５００
０株のつつじの自生地。

読売新聞 2006/4/28 34
花（つつ
じ）

巨大人形に込める　－交通安全―（寄居町）　春の交通安全運
動に合わせ、寄居警察署近くにある交差点中州に、交通安全
や明るい社会になることを祈念し作られた「寄居ドール」が設置

埼北よみ
うり

2006/4/28 2 交通安全

ＧＷおもしろスポット　埼玉県立川の博物館（寄居町） 埼北よみ
うり

2006/4/28 1 行楽

喜びの受章者　◇瑞宝単光章◇　石井　久允６５　寄居町（元
郵政事務官）

読売新聞 2004/4/29 34 叙勲

春の叙勲　県内は１８３人に　［瑞宝単光章］▽石井久允（６５）
元郵政事務官＝寄居

毎日新聞 2006/4/29 26 叙勲

春の叙勲　県内から１８３人　▽瑞宝単光章（４１人）石井　久允
６５元郵政事務官　寄居

東京新聞 2006/4/29 23 叙勲

春の叙勲　県内から１８３人　▽瑞宝単光章　石井久允（郵政業
務）６５寄居

朝日新聞 2006/4/29 34 叙勲

キディランド花園インター店オープン　深谷　２９日。開店前の
行列に一番乗りしたのは、自転車で来た寄居中学校１年の仲

埼玉新聞 2006/4/30 13
キディラン
ド花園店

準倫理法人会　寄居で発足　社団法人倫理研究所の県内３８
番目の活動拠点となる寄居準倫理法人会開設記念式典が４月
２９日、寄居町内で開かれた。

埼玉新聞 2006/5/1 13
準倫理法
人会

ほんとに「あついぞ！熊谷」　３１．４度、早くも真夏日　 市、クー
ルビズ前倒しへ　寄居町で３１．２度。寄居町にある県立川の博
物館では、日高市の会社員男性（２７）が「暑いので子どもを連
れて水遊びに来ました」と野外の噴水で気持ちよさそうに戯れ
ていた。元気よく噴水で駆け回る子供＝１日、寄居町小園で

朝日新聞 2006/5/2 22 気温

真夏日水遊び満喫　寄居町で３１．２度 読売新聞 2006/5/2 26 気温
一気に真夏日　熊谷で３１．４度を記録　寄居（埼玉県）３１．２ 東京新聞 2006/5/2 27 気温
暑　熊谷で３１．４度各地で真夏日　体調不良…お年寄り５人搬
送　１日。寄居３１．２度。

産経新聞 2006/5/2 21 気温

平年より２５日早く真夏日　熊谷で３１．４度　１日。大里郡寄居
町３１．２度。寄居町の荒川河川敷では、家族連れなどグルー
プがパラソルを差して強い日差しを避けながら、バーべキュー
を楽しむ光景が見られた。

埼玉新聞 2006/5/2 1 気温

今年初の真夏日　県内８カ所の観測地点で３０度突破　１日。
寄居町で３１．２度。

東京新聞 2006/5/2 23 気温

リトルシニア　＜関東連盟春季大会＞　寄居、逃げ切り初白星
＜北部ブロックリーグ＞４月２９日、行田総合公園球場で３試合
が行われた。　宇都宮（２勝１敗）２－３寄居（１勝１敗）

埼玉新聞 2006/5/2 9 野球

◆振り込め詐欺、２３０万被害　２日正午ごろ、寄居町の主婦（５
８）方に。

読売新聞 2006/5/3 27 詐欺

◆寄居で振り込め詐欺　寄居町の無職男性（７６）が３日、振り
込め詐欺で現金９０万円をだまし取られたと寄居署に届け出
た。調べによると、４月２７日午前１１時ごろ。

読売新聞 2006/5/4 24 詐欺

▼振り込め詐欺で２３０万円被害・寄居　２日正午ごろ、大里郡
寄居町無職女性（５８）方に男の声で。

埼玉新聞 2006/5/4 13 詐欺



●振り込め詐欺で９０万円被害　寄居町も無職男性（７６）から３
日、「振り込め詐欺にあった」と寄居署に届出があった。調べで
は、４月２７日午前１１時ごろ、男性の自宅に。

朝日新聞 2006/5/4 25 詐欺

短歌　■加藤　克巳選　寄居・大森カツ子、同・高橋　達男、
同・瀬上　實　俳句■星野　光二選　 寄居・瀬上　實、同・小渕

毎日新聞 2006/5/4 22 短歌・俳句

振り込め詐欺　７６歳９０万被害　寄居町の無職男性（７６）が３
日、「振り込め詐欺の被害に遭った」と寄居署に届け出た。同署
によると、４月２７日午前１１時ごろ、男性の息子を名乗る男か

産経新聞 2006/5/5 24 詐欺

埼玉俳壇　今月の選者　星野光二　（寄居）石澤　邦彦 埼玉新聞 2006/5/5 7 埼玉俳壇
シジュウカラのつがい　一升瓶で子育て　もうすぐ餌取り練習も
寄居・川邊さん方　寄居町鉢形の会社員　川邊秀世さん（４４）

埼玉新聞 2006/5/7 13 鳥

埼玉歌壇　川口　美根子　選　（寄居）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2006/5/9 6 埼玉歌壇
リトルシニア　＜北関東支部春季大会＞７日までに、浦和シニ
アグラウンドなどで１回戦から準々決勝まで３４試合が行われ、
ベスト４が決まった。▽２回戦　寄居９－２東松山中央　（５回
コールド）　▽３回戦　寄居７－５上福岡　▽準々決勝　宇都宮

埼玉新聞 2006/5/9 9 野球

秩父路の草木４５０点収録　坂本さん写真集自費出版　「心の
安らぎを」先着３００人に贈呈　寄居町寄居の元県職員、坂本
時次さん（８３）が、秩父地方の樹木の生命力をテーマに、４５７
点のモノクロ写真を収録した本「生きる！秩父路を彩る草木の"
いのち〟」自費出版した。

読売新聞 2006/5/11 34 出版

俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子、同・町田　　節子 毎日新聞 2006/5/11 23 俳句
［第２８回全国スポーツ少年団小学生軟式野球交流大会県予
選兼第２５回県スポーツ少年団夏季小学生軟式野球交流大
会］　○北部ブロック　神川町営総合グラウンドなどで５日、１、２
回戦計２２試合が行われた。▽１回戦　長瀞ジャイアンツ７－１０
マッキーズ（寄居）（５回コールド) 、吉田ドラゴンズ（秩父）１－１
２寄居ビクトリーズ（５回コールド）、マッキーズ６－７川本北小
（深谷）（６回コールド）、折原イーグルス（寄居）３－６妻沼スラッ
ガーズ（熊谷）（６回コールド）、オブスマクラブ（寄居）８－９神保
原ドラゴンズ（上里）、皆野少年野球９－１０用土コルツ（寄居）、
岡部（深谷）２－９寄居ビクトリーズ（５回コールド）

埼玉新聞 2006/5/11 9 野球

▼下着盗んだ男を逮捕・寄居署　１１日、午前８時ごろ、寄居町
の女性会社員方で軒下に干してあった女性下着２点を。

埼玉新聞 2006/5/12 14 犯罪

けんぼ―記者の　湯けむり日記（其の１４）　かんぽの宿　寄居
（寄居町）

埼北よみ
うり

2006/5/12 8 グルメ情報

早大生が１００㌔ハイク　１３日。＜本庄＞早稲田大学本庄キャ
ンパスがある市内から東京・新宿区の同大大隈講堂前までを２
日間かけて歩く。同ハイクは仮装ハイクとしても知られている。
午前１０時に雨の中を出発。寄居町などを通過して。

読売新聞 2006/5/14 31 ハイキング

「看護」をもっと身近に　救急講習や相談など実施　埼玉よりい
病院　１３日、寄居町用土の埼玉よりい病院で、救急蘇生法講
習会や看護相談、健康測定などを取り入れた「看護の日」（５月
１２日）のイベントが行われた。

埼玉新聞 2006/5/15 13 看護の日

寄居城南中が連覇　東上沿線中学女子ソフトボール　準Ｖは
狭山西中　ソフトボール[４月３０日坂戸市]第３２回。準決勝、決
勝が坂戸市民総合運動公園第二多目的グラウンドで。　▽決
勝（４月３０日）：狭山西１一８寄居城南　好投した寄居城南中の

朝日新聞
（埼玉少
年少女ス
ポ）

2006/5/17 Ａ
ソフトボー
ル

寄居にホンダ新工場建設へ　県と町が立地を支援　プロジェク
トチーム設置　ホンダが寄居町に新工場を建設するとの正式発
表を受け、県と町は１７日、「新工場立地支援プロジェクトチー

朝日新聞 2006/5/18 35 工場誘致

ホンダ寄居新工場　雇用２２００人に期待　県「用地確保が課
題」　ホンダの福井威夫社長が１７日、東京都内の本社で記者
会見し、寄居町に四輪車の新工場を建設すると正式発表した。

毎日新聞 2006/5/18 25 工場誘致

寄居町のホンダ新工場　県が支援チーム　ホンダは１７日、寄
居町に新工場を建設することを正式発表した。

東京新聞 2006/5/18 23 工場誘致



雇用・税収　期待大きい　進むか自動車産業集積　　ホンダ寄
居進出▽上　波及効果９００億円「けん引役に」　１７日、ホンダ
が正式発表した寄居町への四輪車工場建設は、企業進出に
力を入れてきた地元自治体にとっても最大級の案件だ。

日本経済
新聞

2006/5/18 37 工場誘致

雇用２２００人最大規模　ホンダ寄居進出を表明　自動車大手
のホンダは１７日、寄居町に新たな四輪車工場を建設すると正
式発表した。２００８年から約８０万平方㍍の敷地に工場を建設
し、１０年からエンジンから車体までの一貫生産を開始する。

読売新聞 2006/5/18 31 工場誘致

寄居にホンダ新工場建設　計り知れぬ経済効果　２２年稼働予
定　県、町連携し支援　ホンダが１７日に発表した新工場建設
計画で、寄居町に県内二番目の生産拠点となる四輪車工場を
建設することになった。

産経新聞 2006/5/18 27 工場誘致

ホンダ目標４５０万台　４年後へ世界戦略　埼玉と北米に新工
場建設発表　ホンダは１７日、埼玉県寄居町と北米に新工場を
建設することを正式に発表した。寄居工場は、エンジンから車
体までを一貫生産する。国内の量産自動車工場としては４６年
ぶり、４ヶ所目の生産拠点となる。

朝日新聞 2006/5/18 11 工場誘致

寄居のホンダ新工場　雇用２２００人　７００億円投資　乗用車を
一貫生産　２ヶ所目の県内拠点　２０１０年稼働目指す　ホンダ
は１７日、大里郡寄居町にエンジンから車体までを一貫生産す
る四輪車の新工場を建設すると正式発表した。　町民代表し歓
迎　津久井・寄居町長

埼玉新聞 2006/5/18 1 工場誘致

植物の生命力に感動　病の不安と向き合い出版　８３歳坂本さ
ん　寄居　寄居町寄居の坂本時次さん（８３）が「風雪と逆境に
耐えて　生きる！秩父路を彩る草木の゛いのち〟」を自費出版

埼玉新聞 2006/5/19 15 自費出版

埼玉俳壇　星野　光二選　（寄居）石澤　邦彦、（同）　吉澤　祥 埼玉新聞 2006/5/19 7 俳句
進む自動車産業集積　ホンダ寄居進出▽中　「１０億円税収
増」呼び込む　人材確保　地元勢は懸念

日本経済
新聞

2006/5/19 33 企業誘致

進む自動車産業集積　ホンダ寄居進出▽下　関連誘致　カギ
は土地　民有地の発掘急ぐ

日本経済
新聞

2006/5/20 35 企業誘致

◇サッカー　第３０回全日本少年大会北部地区（４月２３日、５
月１４日・江南南小学校ほか）▽Ａ－２ブロック　深谷藤沢２－０
寄居男衾、パパイヤＦＣ２－０寄居男衾、児玉ディパーチャ１０
－０寄居男衾、▽Ｄ－１ブロック　熊谷東４－０寄居ＦＣ、寄居Ｆ
Ｃ４－０本庄北泉①熊谷東

埼玉新聞 2006/5/20 9 サッカー

今週のホームラン　５月５日＝木村将悟（オブスマクラブ）　島崎
陸、田嶋俊也（寄居ビクトリーズ）　根岸佑輔（用土コルツ）

埼玉新聞 2006/5/20 9 野球

ニュースダイジェスト５月１３日～１９日　１７日　自動車大手のホ
ンダが、寄居町富田に四輪車工場を建設すると正式発表。

読売新聞 2006/5/21 30 ニュース

鉄柱１２本ぐにゃり　坂戸のゴルフ場　各地で突風被害　県内は
２０日、不安定な大気の状態の影響で、各地で一時的な突風と
豪雨に見舞われた。八高線でも寄居―高麗川駅間で６本が運

産経新聞 2006/5/21 28 気象災害

埼玉県中学生陸上混成・種目別記録会　５月３日、川越運動
公園陸上競技場で行われた。　［男子］▽三千㍍　②山口大輔
（寄居城南）９分１１秒３６

さいたま
報知

2006/5/21 6 陸上

寄居町長が引退撤回　４選目指す「ホンダ進出」で　寄居町の
津久井幹雄町長（６７）は２２日までに今期限りで引退する方針
を撤回し、４選をめざし７月の町長選に立候補する意向を固め

朝日新聞 2006/5/23 31 町長選

寄居町長選　津久井町長が引退撤回　三つどもえの戦いか
大里郡寄居町の津久井幹雄（６７）は、７月の町長選に４選を目
指して出馬する意向を固めた。

埼玉新聞 2006/5/24 1 町長選

小川・横断中にはねられ重体　２３日午前９時４０分ごろ、小川
町角山の町道交差点を歩いて渡っていた寄居町富田、無職、
山口紀子さん（２９）が。

毎日新聞 2006/5/24 23 交通事故

ホンダ新工場誘致　知事が経緯明かす　決め手は社長への〝
直談判〟!?　上田知事は２３日の定例会見で、寄居町に建設
が決まったホンダの新工場について、誘致までの経緯を語っ

産経新聞 2006/5/24 27 企業誘致



●２９歳女性はねられ重体　２３日午前９時４０分ごろ、小川町
角山の町道交差点で、歩いて横断歩道を渡っていた寄居町富
田、無職、山口紀子さん（２９）が。

産経新聞 2006/5/24 27 交通事故

短歌■加藤　克巳選　寄居・高橋達男　、同・町田　節子 毎日新聞 2006/5/25 26 短歌
歌壇　水野　昌雄　選　（寄居）安良岡正二 朝日新聞 2006/5/25 34 歌壇（短
県調査　「国や日本愛する心情」項目　通知表記載４５校　６年
生の社会科の評価に、国や日本を愛する心情を含む項目を設
け通知表に記載する小学校が。調査によると、何らかの表現で
国を愛する心情を盛り込んでいたのは、▽寄居町３

毎日新聞 2006/5/25 25
県調査（通
知表）

通知票に「愛国心」４５小学校　県内　県教育局が先週、調査し
たところ、通知票に愛国心を評価する観点があるのは、行田、
鴻巣、深谷の３市と寄居、騎西の２町にある４５小学校。

朝日新聞 2006/5/25 35
県調査（通
知表）

愛国心　１学期　Ａ　通知表で評価　埼玉の公立４５小学校　国
会の審議中の教育基法改正問題に関連し、埼玉県教育局は、
２４日。「愛国心」の通知表の評価に盛り込んでいるのは行田、
鴻巣、深谷の３市と寄居、騎西２町の小学校。

東京新聞 2006/5/25 26
県調査（通
知表）

「国を愛する」評価項目　通知表に盛り込む　小６社会科　行田
などの計４５校　埼玉県教育局義務教育指導課によると、「国を
愛する」などの評価項目が含まれていたのは、行田、鴻巣、深
谷の３市と、寄居、騎西の両町。

読売新聞 2006/5/25 34
県調査（通
知表）

県内公立小学校　通知表に「愛国心」　県北の４５校、３段階評
価　小学校６年生の通知表の社会科の評価項目に「国を愛す
る」を盛り込んでいる県内の公立小学校が、３市２町４５校に上
ることが県教育局の調べで２４日、分かった。３市２町は行田
市、鴻巣市、深谷市、寄居町、騎西町。

埼玉新聞 2006/5/25 1
県調査（通
知表）

埼玉俳壇　星野　光二選　（寄居）吉澤　祥匡、（同）石澤　邦彦 埼玉新聞 2006/5/26 7 俳句
よみうり文芸　短歌　太田　絢子　選　寄居町　町田　節子 読売新聞 2006/5/26 29 短歌
解説や活動補助のボランティア募集　県立川の博物館　寄居
（寄居町小園）

埼玉新聞 2006/5/26 15
県立川の
博物館

寄居町長ら３氏　町長選出馬表明　寄居町長の津久井幹雄氏
（６７）は２６日、会見を開き、７月２５日告示、同３０日に投開票さ
れる町長選に出馬し、四期目を目指す意向を表明した。また、
いずれも新人で、元熊谷市役所職員、島田誠氏（４８）と、造園
業の志村利行氏（４９）もこの日、出馬会見を行った。

産経新聞 2006/5/27 27 町長選

７月の寄居町長選　現新３氏出馬表明　任期満了（８月２７日）
に伴う寄居町長選で２６日、いずれも無所属で現職の津久井幹
雄氏（６７）、会社役員の志村利行氏（４９）、元熊谷市職員の島
田誠氏（４８）の３人が立候補を表明した。ほかに町議（５４）も出
馬の意向を固めている。

東京新聞 2006/5/27 23 町長選

現職、造園業者と元熊谷市職員が出馬を表明　寄居町長選
７月３０日に投開票が行われる寄居町長選で、現職の津久井幹
雄氏（６７）と、造園業志村利行氏（４９）、元熊谷市職員島田誠
氏（４８）の３人が２６日、それぞれ記者会見し、出馬を表明し

読売新聞 2006/5/27 25 町長選

現・新３人が出馬を表明　寄居町長選　任期満了に伴う寄居町
長選に、現職で３期目の津久井幹雄氏（６７）と、造園業、志村
利行氏（４９）▽元熊谷市職員、島田誠氏（４８）の新人２人が２６
日、いずれも無所属で立候補することを表明した。

毎日新聞 2006/5/27 25 町長選

寄居町長選に３氏出馬表明　任期満了に伴う大里郡寄居町長
選（７月３０日投開票）で、現職の津久井幹雄（６７）、造園業志
村利行（４９）、無職島田誠（４８）の３氏が２６日、正式に出馬を

埼玉新聞 2006/5/27 1 町長選

経済効果は３１３６億円　ホンダ寄居新工場で試算　埼玉りそな
財団　財団法人埼玉りそな産業協力財団は２６日、ホンダが大
里郡寄居町に新設する乗用車工場の経済効果の試算を発表

埼玉新聞 2006/5/27 1 企業誘致

３氏出馬表明　寄居町長選　７月２５日告示の寄居町長選に立
候補を予定する３氏が２６日、熊谷市役所で会見を開いた。立
候補表明したのは現職の津久井幹雄氏（６７）、元熊谷市職員
の島田誠氏（４８）、造園業の志村利行氏（４９）。

朝日新聞 2006/5/27 31 町長選



経済波及年３１３６億円　ホンダ新工場りそな財団試算　生産雇
用１万人超　ホンダが寄居町に新工場を建設することで県内に
及ぼす経済効果が年間３１３６億円に上るとする試算を２６日、
埼玉りそな産業協力財団が発表した。

朝日新聞 2006/5/27 30 企業誘致

ホンダ効果、年３１３６億円　民間試算　寄居工場２０１０年稼働
で　埼玉りそな産業協力財団は２６日、ホンダが２０１０年に稼働
をめざしている埼玉県寄居町の新工場に関する経済波及効果

日本経済
新聞

2006/5/27 37 企業誘致

ホンダ新工場　生産波及効果３１３６億円　昨年誘致８６件の総
額超える　寄居町に建設が決まったホンダの新工場が県内経
済に与える生産波及効果は、年間３１３６億円に達することが２
６日、埼玉りそな産業協力財団の試算で分かった。

読売新聞 2006/5/27 30 企業誘致

緑の地球は森づくりから　吉見　知事ら参加し植樹祭　森林フォ
ト 表彰式も　吉見町中新井の町民会館・フレサよしみで２８日、
第５７回県植樹祭「みんなで森林をつくる集い」が開かれた。
森林整備などの表彰者は。［団体］寄居町観光協会金尾支部

埼玉新聞 2006/5/29 17 森林整備

公共関与による全国初めての総合的「資源循環型モデル施
設」　彩の国資源循環工場　寄居町に６月１７日オープン

埼玉新聞 2006/5/29 6 リサイクル

埼玉歌壇　川口　美根子選　（寄居）松村　章子
埼玉新聞 2006/5/30 7

埼玉歌壇
（短歌）

ソフトボール　（５月２０日、さいたま市）第２５回埼玉県石黒硬記
念選抜中学生ソフトボール大会の決勝が荒川総合運動公園
で。　[対戦トーナメントの記録]▽１回戦（５月６日）川口在家中２

朝日新聞
（少年少
女スポ）

2006/5/30 1
ソフトボー
ル

埼玉　短歌　■加藤　克巳選　寄居・高橋　達男　俳句　■星
野　光二選　寄居・瀬上　實

毎日新聞 2006/6/1 25 短歌・俳句

埼玉俳壇　今月の選者　　松本　旭　（寄居）　吉澤　紀子 埼玉新聞 2006/6/2 7 埼玉俳壇
アユの友釣り解禁　荒川中流に３００人の太公望　荒川の中流
で１日。寄居町の正喜橋付近では、午前４時すぎの日の出と同
時に釣り人が川に入り。

東京新聞 2006/6/2 25 釣り

好天の下　釣果上々　荒川と利根川アユ友釣り解禁　大里郡
寄居町から行田市に至る荒川中流域と利根川全域で１日、ア
ユの友釣りが解禁された。

埼玉新聞 2006/6/2 19 釣り

待ちわびた解禁　アユの友釣り　初夏の風物詩「アユの友釣り」
が１日、寄居町の荒川で解禁され。　多くの釣り人でにぎわう荒
川（寄居町鉢形で）

読売新聞 2006/6/2 33 釣り

待ちに待ったアユ釣り解禁　寄居の荒川　待望のアユ釣りが１
日、寄居町の玉淀ダム下流―関越道付近の荒川で解禁となっ

毎日新聞 2006/6/2 25 釣り

アユ釣り解禁　荒川の一部など　荒川（寄居町～行田市）と利
根川（深谷市～行田市）の一部で１日。寄居町を流れる荒川の
玉淀ダム下流には、解禁を待ちわびた釣り自慢がたくさん訪れ

朝日新聞 2006/6/2 35 釣り

真夏日に水遊び　衣替えの１日、最高気温が熊谷で３１．１度と
真夏日になった。寄居、久喜で３０．７度。

朝日新聞 2006/6/2 35 釣り

玩具に木の温かさ　里山ギャラリーで「木組」展示販売　［寄居］
寄居町用土のむさしの自動車教習所隣にある里山ギャラリー・
ノアで。ギャラリーを主催するＮＰＯ法人むさしの里山研究会
（新井裕会長）の理事、同町桜沢の元高校教員南部敏明さん
（７０）が手づくりしているもの。公開は木曜日から日曜日まで。

埼玉新聞 2006/6/2 15 展示

わくわく　さ～くる　コーラスグループ「コーロ寄居」（寄居）　主な
活動場所＝寄居町中央公民館

埼玉新聞 2006/6/2 15 コーラス

ホンダ寄居進出で狭山市長　「狭山工場の縮小ない」　狭山市
の仲川幸成市長は２日、同社が大里郡寄居町内に新工場を建
設する計画について、「狭山工場が縮小するなどの影響は、現
時点ではないと考えている」と述べた。

埼玉新聞 2006/6/3 1 工場誘致

町議の吉田氏立候補を表明　寄居町長選　７月２５日告示の寄
居町長選に立候補を予定する町議吉田正美氏（５４）が２日、
熊谷市役所で会見を開いた。

朝日新聞 2006/6/3 35 町長選

町議の吉田氏が４人目の出馬表明　寄居町長選　任期満了（８
月２７日）に伴う寄居町長選で、町議の吉田正美氏（５４）が２
日、立候補を表明した。

東京新聞 2006/6/3 23 町長選



寄居町長選に吉田町議出馬へ　寄居町議の吉田正美氏（５４）
は２日、記者会見を開き、任期満了に伴う寄居町長選への立
候補を表明した。

産経新聞 2006/6/3 28 町長選

吉田町議が出馬表明　寄居町長選　任期満了（８月２７日）に
伴う寄居町長選に、町議で建築士、吉田正美氏（５４）が無所属
で立候補することを表明した。

毎日新聞 2006/6/3 27 町長選

寄居町長選に町議が出馬表明　寄居町議の吉田正美氏（５４）
が２日、記者会見し、７月３０日に行われる同町長選に無所属
で出馬することを表明した。

読売新聞 2006/6/3 33 町長選

吉田氏が出馬へ　寄居町長選　任期満了に伴う大里郡寄居町
長選（７月３０日投開票）で、同町議の吉田正美氏（５４）は２日
会見し、無所属で出馬することを表明した。

埼玉新聞 2006/6/3 1 町長選

鉄釉陶器で人間国宝認定の原氏　寄居町に作品寄贈　重要
無形文化財「鉄釉（てつゆう）陶器」の技術保持者として「人間
国宝」に認定された寄居町在住の原清氏（７０）は２日、人間国
宝認定を記念し、同町に代表作１０点を贈った。　原清氏から
寄贈された作品（寄居町提供）

埼玉新聞 2006/6/4 13 陶芸

陸上記録会兼国体県予選　短距離・跳躍・投てき記録会は４
日、上尾運動公園陸上競技場で男女計１５種目が行われた。
［男子］▽百㍍５５組　神庭伸吾（寄居男衾中）１３秒２９　［女子】
▽百㍍２２組　本間涼夏（寄居男衾中）１３秒７

埼玉新聞 2006/6/5 11 陸上

アユ守る攻防戦　ちょっと北から　アユの友釣りが解禁となり、
ほっと一息ついているのがおとりアユ店。アユをめぐるカワウと
の攻防戦が終わったからだ。寄居町の和田河原にある森田お
とりアユ店も攻防戦を展開した店の一つ。同店の森田四良さん
（６９）は。魚籠の中でぴちぴちはねるアユ＝寄居町和田河原

埼玉新聞 2006/6/5 13 釣り

大人の塗り絵中高年ブーム　寄居の公民館　サロンでわいわい
塗り絵をする間も和やかな会話が絶えない「大人のぬりえサロ
ン」＝寄居町中央公民館

埼玉新聞 2006/6/6 15 塗り絵

寄居、戸田など２回戦へ　［リトルシニア］＜関東連盟夏季大会
＞４日、浦和シニアグラウンドなどで雨天順延となった１回戦６１
試合が行われた。北関東支部（埼玉、栃木、群馬）からは２４
チームが出場。▽１回戦　寄居７－１世田谷西

埼玉新聞 2006/6/6 7 野球

ホンダ寄居新工場　生産波及効果は３１３６億円　埼玉りそな産
業協力財団は、２０１０年から寄居町で本格稼働する予定のホ
ンダ寄居工場の生産波及効果を年間３１３６億円とする試算を

東京新聞 2006/6/7 25 企業誘致

短歌　■加藤克巳選　寄居・町田　節子、同・大森カツ子　俳句
■星野　光二選　寄居･瀬上　實、同・小渕美津子

毎日新聞 2006/6/8 23 短歌・俳句

▼死亡事故かばい虚偽、寄居の会社役員ら逮捕　滑落事故を
装い交通死亡事故を隠したとして、新潟県警交通指導課と小
出署は６日。

埼玉新聞 2006/6/8 15 犯罪

民話キャラ　乙姫ちゃんよろしくね　商工会が全国にＰＲ　寄居
民話から生まれたキャラクター乙姫ちゃん＝イラスト＝大きく育
てようと、寄居町商工会（峰岸秀典会長）がＰＲに取り組んでい
る。ルーツは、地元の鉢形城にまつわる浦島伝説。

埼玉新聞 2006/6/9 15
民話キャラ
クター

今週のオススメ　寄居町農産物加工研究会　ジャムとジュース
寄居町産のみかんとゆず、梅や柿を使っている。同町農業委
員会が、町民に農業を体験してもらおうと行っている「ふれあい
農業講座」の受講生が中心となり、０５年１月に「農産物加工研
究会（保泉光子代表）」を設立した。

毎日新聞 2006/6/9 24
町の農産
物

わくわくさ～くる　「民謡を愛する会」（寄居）　「地元での民謡を
学びたい」との声を受けて結成され、今年で２８年。会主の町田
千枝子さんは地域別に６カ所で教えている。

埼玉新聞 2006/6/9 15
民謡サー
クル

■映　画■　寄居町映画会「博士の愛した数式」（寄居）　１１
日、中央公民館。

埼玉新聞 2006/6/9 15 映画

■講　座■◆ストーンペインティグ（寄居）１０日、県立川の博物 埼玉新聞 2006/6/9 15 講座



彩影　ふるさとの建築　山崎屋旅館（寄居町）　昔ながらの和風
旅館　主人：神田崇雄さん（６５）　昼下がり、旅館の玄関横の食
堂にお客が入っていった＝（寄居町）　《メモ》寄居町の表玄関
である寄居駅は、太平洋戦争で米軍の空襲に遭っている。

朝日新聞 2006/6/9 36
ふるさとの
建築

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉沢　祥匡、（同町）石澤　邦彦 埼玉新聞 2006/6/9 7 埼玉俳壇
竹炭の力、暮らしに　深谷　工芸品など展示販売　健康に良い
竹炭の不思議な力を紹介した「竹炭と工芸品展」が１５日まで、
深谷市仲町の中仙道ギャラリー一休で開かれている。作品は、
寄居町桜沢の中山竹炭工房が手がけているもの。

埼玉新聞 2006/6/10 15
竹炭と工
芸品展

脳性マヒのカメラマンが写真展　工夫重ね独自の世界　小川で
３０日まで　重度の脳性マヒのため、口でカメラを操作して自然
をテーマに写真を撮り続けている行田市長野のカメラマン田島
隆宏さん（５１）の写真展が、小川町大塚の割烹旅館「二葉」で
開かれている。田島さんは寄居町生まれ。　作品を前に笑顔を

読売新聞 2006/6/11 35 写真展

さいたま市調査　通知表「国を愛する心情」項目　市内でも記
載６校　さいたま市は１２日、６年生の社会科の評価項目とし
て、国を愛する心情を通知表に記載していた小学校が市内に
６校あったことを明らかにした。

毎日新聞 2006/6/13 27
県調査（通
知表）

天気予報内容を変更　ＮＴＴ東日本埼玉支店　旧花園など３エ
リア　１３日正午から、」天気予報サービス１１７について、深谷
市の旧花園町エリア、寄居町、東秩父村で情報内容を変更す

埼玉新聞 2006/6/13 15
ＮＴＴ（天
気予報内
容変更）

陸上競技　■第５回彩の国ＫIＤＳ陸上競技大会＝５月２１日、
上尾運動公園陸上競技場 [男子の記録]▽中学１年１００ｍ　③
辻岡広紀（寄居男衾中）１３秒４９▽中学２年１００m③坂本純一
（寄居城南中）２４秒５８　▽中学１５００m①山口大輔（寄居城南
中）４分１８秒５８②小山司（寄居男衾中）４分１８秒８３⑥伊藤銀
河（寄居男衾中）▽中学走り高跳②舎利弗淳（寄居男衾中）１
ｍ５０▽中学走幅跳④守屋天馬（寄居男衾中）▽中学砲丸投
②岩崎亜紀史（寄居男衾中）１０ｍ３８[女子の記録]▽中学１年
１００ｍ④本間涼夏（寄居男衾中）▽中学２００ｍ⑤山崎沙也香

朝日新聞
（埼玉少
年少女ス
ポー）

2006/6/14 Ａ 陸上

中学通信陸上競技（６月１０日、熊谷市）第５２回全日本中学校
通信陸上競技埼玉大会が９日と１０日の２日間、熊谷スポーツ
文化公園陸上競技場で行われた。[陸上競技]　男子：▽３０００
ｍ③山口大輔（寄居城南）９分５秒６５⑥小山司（寄居男衾）▽
走り高跳び⑤高部慎也（寄居男衾）

朝日新聞
（埼玉少
年少女ス
ポー）

2006/6/14 Ａ 陸上

記録ファイル　ロードレース　第２回ミューズの森チャレンジ大会
ｉｎＣＨＩＣＨⅠＢＵ（５月２１日・秩父ミューズパークスポーツの森）
◇１．８㌔▽小学生高学年男子　①内田健太（鉢形小）６分４８
秒　▽同女子　①谷津花菜（鉢形小）６分５２秒

読売新聞 2006/6/14 33
ロードレー
ス

彩の国調査隊　引きが魅力　アユ友釣り　糸さばきに経験の差
取れたてくし焼きに　解禁日初日の６月１日午前９時、寄居町
鉢形、荒川の川辺にある「おとりや森田」さんを訪ねた。「おとり
や」は、おとりに使うアユを売る店。通常は１匹５００円。

読売新聞 2006/6/15 33 釣り（アユ）

「愛国心」評価　公立６６小が盛り込み　県教育局「指導は行わ
ない」　県教育局は１４日。５月調査時点では、寄居町（３校）が
判明していた。

読売新聞 2006/6/15 34
県調査（通
知表）

１５市町６６校に項目　１４日。県教育局の調べで「国を愛する心
情」などを通知表の評価項目に盛りこんでいる県内公立小学校
が分かった。▽寄居町（３校）

埼玉新聞 2006/6/15 1
県調査（通
知表）

商工会青年部主催でディスコパーティー　２４日夜、町内バー
で　[寄居]　２４日夜、同町桜沢のバー「ハイドライト」で開かれ
る。企画したのは、同商工会の杉山明功さん（４０）。 ＤＪ ＹＡＳ
Ｕこと大野安弘さん（右）とＤＪ　ＭＡＫＯＴＯの白川真さん

埼玉新聞 2006/6/16 15

商工会瀬
尾年部
（ディスコ
パー

「愛国心」評価　通知表へ盛り込み　長瀞が削除　吉川は検討
熊谷、行田、深谷、幸手、上尾、羽生、寄居、鷲宮、白岡、騎西
の１０市町は、判断を各校に委ねている。

朝日新聞 2006/6/16 35
県調査（通
知表）

埼玉俳壇　松本　旭　選　（寄居）石澤　邦彦 埼玉新聞 2006/6/16 7 埼玉俳壇



地上５０㌢の世界　重度障害の田島さん写真展　小川　首から
下の機能がまひした重度障害者で口を使って写真を撮り続け
ている行田市在住の田島隆宏さん（５１）の写真展が、」１０日ま
で、小川町大塚の割烹旅館「二葉」の展示室で行われている。

埼玉新聞 2006/6/18 13 写真展

資源循環へ新工場　寄居で完成式　寄居町に「彩の国資源循
環工場」が完成し１７日、上田清司知事が出席して完成式が行

産経新聞 2006/6/18 28 リサイクル

循環型全国モデルへ　環境先端９社集積　　資源循環工場が
完成　寄居三ケ山　大里郡寄居町三ケ山で県が事業化を進め
てきた「彩の国資源循環工場」の全面オープンを記念する式典
が１７日、同地で行われた。

埼玉新聞 2006/6/18 1 リサイクル

廃棄物再生の工場開業　寄居２０年越し構想、始動　ホンダ進
出決定が弾み　寄居町にある県のごみ最終埋め立て地の敷地
内に１７日、廃棄物のリサイクル工場を集めた「彩の国資源循環
工場」が開業した。

朝日新聞 2006/6/18 35 リサイクル

●空き巣の疑いで男を逮捕　寄居署は１７日。 朝日新聞 2006/6/18 35 犯罪
平成１８年度　埼玉県内高校別就職希望者数　管轄安定所
（熊谷）　高校名（寄居）男子：２２　女子：３４合計５６

埼玉新聞 2006/6/19 7
高校別就
職希望者

埼玉歌壇　杜澤　光一郎　選　（寄居)　中里　佐和、（同）吉澤 埼玉新聞 2006/6/20 6 埼玉歌壇
真夏日到来　秩父で３１度　１９日の県内は。熊谷地方気象台
よると、秩父市は最高気温が前日比べて８度近くも高く、寄居
町で３０．８度。

産経新聞 2006/6/20 27 気温

雨傘を日傘に　さいたま２９．５度　１９日。熊谷地方気象台によ
ると、この日の最高気温は秩父で３１度、熊谷で３０．６度、寄居
で３０．８度の真夏日となり。

読売新聞 2006/6/20 35 気温

ソフトボール　第６回全日本中学生（女子）大会県予選会（１１
日・吉見町総合運動公園ほか）▽準決勝　寄居城南ク１－０武
里（春日部）　▽決勝　寄居城南ク３－２所沢南陵ク

読売新聞 2006/6/21 33
ソフトボー
ル

立候補予定者を傷害容疑で逮捕　寄居町長選、出馬に意欲
７月２５日告示の寄居町長選に立候補を表明している同町内の
造園業の男性（４９）が、傷害容疑で深谷署に逮捕されていたこ
とが２０日分かった。

朝日新聞 2006/6/21 35 犯罪

第８８回全国高校野球選手権埼玉大会　組み合わせ　　１３日
熊①（熊谷公園）寄居―妻沼

埼玉新聞 2006/6/21 10 高校野球

第８８回全目高校野球選手権埼玉大会　組み合わせ　　１３日
熊①（熊谷公園）寄居―妻沼

産経新聞 2006/6/21 26 高校野球

第８８回全国高校野球選手権埼玉大会　組み合わせ　１３日熊
①（熊谷公園）寄居―妻沼

毎日新聞 2006/6/21 29 高校野球

第８８回全国高校野球選手権埼玉大会　組み合わせ　１３日熊
①（熊谷公園）寄居―妻沼

朝日新聞 2006/6/21 34 高校野球

第８８回全国高校野球選手権埼玉大会　組み合わせ　１３日熊
①（熊谷公園）寄居―妻沼

東京新聞 2006/6/21 27 高校野球

第８８回全国高校野球選手権埼玉大会　組み合わせ　１３日熊
①（熊谷公園）寄居―妻沼

読売新聞 2006/6/21 34 高校野球

短歌　■加藤　克巳選　寄居・瀬上　實　俳句　■星野　光二
選　寄居・瀬上　實、同・町田　節子、同・小渕美津子

毎日新聞 2006/6/22 25 短歌・俳句

寄居町長選立候補予定者、傷害で罰金刑　７月２５日告示の
寄居町長選に立候補を表明していた男性（４９）が、傷害の現
行犯で深谷署に逮捕されていたことが２１日、分かった。男性は
１６日に傷害罪で略式起訴され、３０万円の罰金刑が確定して

読売新聞 2006/6/22 31 犯罪

彩の国　詩人散歩⑥　（埼玉大学教授　竹長吉正）　寄居と井
伏鱒二　寄居に鉢形城の本丸跡がある。井伏鱒二の小説「武

読売新聞 2006/6/22 30 詩人散歩

交通公開取り締まり（２２日）　▽昼＝速度・シートベルト・無免許
など＝寄居

読売新聞 2006/6/22 30 交通安全

みゅーじあむ　県立川の博物館（寄居町）　川と人々の暮らしを
テーマにした参加型の博物館。寄居町小園３９

埼玉新聞 2006/6/23 15
県立川の
博物館

夏祭りの「花」募集　女性みこしの担ぎ手１５０人　来月９日　寄
居　寄居町の市街地通りで開催されている「よりい夏まつり」（７
月８、９日）の花形、女性みこしの担ぎ手を同町と商工会が募集

埼玉新聞 200686/23 15 祭り



鉢形地域の龍宮伝説から誕生　まちキャラ乙姫ちゃん（寄居
町）　寄居町商工会では、「育てようまちキャラブランド事業」とし
て、民話からうまれたキャラクター「乙姫ちゃん」のＰＲに力を入

埼北よみ
うり

2006/6/23 1
キャラク
ター

寄居町再発見！団扇スタンプラリー　７月１日（土）～８月３１日
（木）

埼北よみ
うり

2006/6/23 6
スタンプラ
リー

目指せ　甲子園　埼玉大会出場校紹介②　小 川　（小川）　守
備位置：［右］、氏名：増井　陽、学年：③　出身中学校：寄居、
［補］高橋　優太③　寄居、［補］新　　和也③　寄居、［補］安藤
一成③　寄居、［補］中島　啓太②　寄居 、熊谷商　(熊谷)
［二］小島　拓也③=主将　寄居、［右］西平　祐介③　寄居、
［補］尾嶋　秀也② 寄居城南、「補］茂木　勇樹③　寄居城南

読売新聞 2006/6/24 34 高校野球

企業誘致　皮算用　寄居にホンダ新工場　近隣自治体売り込
み　部品メーカーは様子見　「進出限定的では」　ホンダ関連

読売新聞 2006/6/25 33 企業誘致

寄居・衝突事故で原付バイクの男性が重傷　２５日午前１１時４
０分ごろ、寄居町寄居の国道１４０号バイパスで。

毎日新聞 2006/6/26 27 交通事故

埼玉大会出場校紹介　児　玉　（本庄）　守備位置：［一］、清水
竜也、学年：③、出身中学校：寄居、正智深谷　（深谷）　［右］
落合　貴士③　寄居、［補］松本　恵祐②　寄居城南

読売新聞 2006/6/27 33 高校野球

ホンダ関連企業誘致へ協力合意　本庄市と児玉郡３町　本庄
市の吉田信解市町は２６日の会見で、ホンダが寄居町に工場
を立地するのを受けて。

朝日新聞 2006/6/27 35 企業誘致

埼玉大会出場校紹介　玉川工　（ときがわ）　守備位置：［一］、
氏名：川辺　幹陽、学年：③、出身中学校：寄居城南

読売新聞 2006/6/28 33 高校野球

寄居城南クが優勝　全日本中学生女子ソフトボール大会埼玉
県予選（第６回）　所沢南陵に逆転サヨナラＶ　[ソフトボール]
吉見町ふれあい広場　▽決勝（６月１１日）　所沢南陵クラブ２
－３寄居城南クラブ

朝日新聞
（埼玉少
年少女ス
ポ）

2006/6/28 1
ソフトボー
ル

この一品　゛庶民の味〝　が醸す上品さ　食堂まるい（寄居）の
たれカツ弁当　寄居町桜沢５５８の３

埼玉新聞 2006/6/28 15 グルメ

毎日書道展無鑑査会友　県内出品者４１０人　第５８回毎日書
道展は７月８日の東京都美術館を皮切りに全国１０都市１４会
場で開催される。同展への無鑑査会友の出品者は過去最高の
５５５３人。≪漢字部≫杉野聖山（寄居町）

毎日新聞 2006/6/29 28 書道展

短歌　■加藤　克巳選　寄居・町田　節子　俳句　■星野　光
二選　同・小渕美津子、同・町田節子

毎日新聞 2006/6/29 28 短歌・俳句

歌壇　川口美根子　選　（寄居）安良岡正二 朝日新聞 2006/6/29 34 歌壇
埼玉大会出場校紹介　本庄一　（本庄）　守備位置：[補]、氏
名：坂本　剣吾、学年：②、出身校：寄居男衾、松　山　（東松
山）　[遊]高屋敷　健②　寄居男衾、[左]高橋　恵史②　寄居

読売新聞 2006/6/29 33 高校野球

埼玉歌壇　　関田　史郎　選　（寄　居）　中里佐和 埼玉新聞 2006/7/11 12 埼玉歌壇
小川の須山さん県知事賞に　寄居慣行写真コンクール　寄居
町観光写真コンクール（４５回目）の入選作品が決まった。１４日
まで、町役場ホールで展示されている。寄居町の中村博さん
「春を見つめて」が県産業労働部長賞（特選）に選ばれた。

埼玉新聞 2006/7/11 15 写真

▼ひき逃げなどの容疑でブラジル人を逮捕・寄居署　寄居署は
９日、業務上過失傷害と道交法違反（ひき逃げ）の容疑で、ブラ
ジル国籍の。

埼玉新聞 2006/7/11 15 交通事故

◆ひき逃げ容疑のブラジル人逮捕　寄居署は９日。 読売新聞 2006/7/11 35 交通事故
恐喝未遂容疑で無職の男を逮捕　寄居署　寄居署は１０日。 埼玉新聞 2006/7/11 18 犯罪
北関東支部夏季大会　日本リトルシニア北関東支部夏季大会
は８、９の両日、新座市営球場などで２回戦１６試合、３回戦２試
合、の計１８試合」が行われた。▽２回戦　浦和Ａ　１１－７　寄居

埼玉新聞 2006/7/11 5 野球

▽サッカー　県北シニア４０リーグ第６節（９日・古河スカイグラウ
ンド）深　谷　１－０　寄　居

埼玉新聞 2006/7/11 8 サッカー

おてんば　わんぱく　万歳　寄居町鉢形　杉田　芽衣ちゃん（３ 東京新聞 2006/7/12 22 写真
第８８回全校ｋ高校野球埼玉大会　寄　居　　①白川　亜智　３
寄居男衾　⑥太田　　悟　３　寄居城南　⑧土屋亮太郎　３　寄
居　⑪土屋　智也　２　寄居城南　⑬新井　和明　１　寄居城南
⑳岩井信太郎　２　寄居城南

埼玉新聞
（第２部）

2006/7//12 17 高校野球



備えよう水の事故　技術向上目的に水難救助訓練  寄居で花
園消防署　荒川での水難事故を防ごう―と１０、１１日、寄居町
鉢形の立ケ瀬河原で深谷市消防本部花園消防署主催の水難
救助訓練が行われた。

埼玉新聞 2006/7/13 11
水難救助
訓練

俳句　■星野　光二選　寄居・瀬上　　實、同・町田　節子 毎日新聞 2006/7/13 26 俳句
埼玉俳壇　　阿部　完市選　（寄居）吉澤　祥匡、（同）石澤　邦 埼玉新聞 2006/7/14 7 埼玉俳壇
スポット★ライト　腹話術　吉田理恵さん（寄居町）　安全・防犯
を呼びかけ　腹話術で分かり易く

埼北よみ
うり

2006/7/14 2 腹話術

全国高校野球埼玉大会　寄居高校の記録 東京新聞 2006/7/14 21・２７ 高校野球
全国高校野球埼玉大会　寄居高校の記録 産経新聞 2006/7/14 21・２７ 高校野球
全国高校野球埼玉大会　寄居高校の記録 朝日新聞 2006/7/14 18・34 高校野球
全国高校野球埼玉大会　寄居高校の記録：熊谷公園球場▽１
回戦　妻沼１－１１寄居（６回コールド）、ファイト　直球狙いピタ
リ　寄居の伊藤　（３４面）

読売新聞 2026/7/14 29・34 高校野球

全国高校野球埼玉大会　寄居高校の記録 毎日新聞 2006/7/14 22・26 高校野球
全国高校野球埼玉大会　寄居高校の記録：熊谷公園球場▽１
回戦　妻沼１－１１寄居（６回コールド）（１３面）、ホームラン▽寄
居・伊藤補手（１２面）

埼玉新聞 2006/7/14 1・12・13 高校野球

第２０回読売旗争奪県北少年野球大会（８月１２日から４日間）
各地区で予選会が行われる　大里地区　６月１８日、２５日、７月
１日と、３日間に渡り行われた。１４チームが参加した。マッキー
ズ、寄居ビクトリーズ、妻沼ホーマーズ、妻沼スラッガーズ、中
町ジュニア、折原イーグルスの６チームが本戦出場決めた。

埼北よみ
うり

2006/7/14 3 少年野球

ひろば　がん撲滅訴え走る姿に感動　主婦　粕谷　ﾀﾏ　７４
（埼玉県寄居町）

東京新聞 2006/7/16 5 発言

生活情報　花火　県内３０会場で計１１万発　１９日の秩父川瀬
祭が皮切り　８月５日７時　寄居玉淀水天宮祭　玉淀河原　打ち
上げ数：５０００

埼玉新聞 2006/7/16 15 花火

全国高校野球埼玉大会　きょうの試合　[上尾市民]▽２回戦
寄　居―幸　手　（１１時３０分）

埼玉新聞 2006/7/16 1 高校野球

寄居町の高橋さん　推薦・知事賞に　中日写真協会支部コンテ
スト　１８日、春の撮影会作品コンテストの審査結果を発表した。
推薦・知事賞「桜下のハプニング」＝高橋徳三（寄居町）　▽入
選　青木哲朗（同）、制野明義（同）

東京新聞 2006/7/19 25 写真

▼公務執行妨害の男逮捕・深谷　寄居署は１８日。 埼玉新聞 2006/7/19 15 犯罪
ゴルフ　第１９回埼玉社会人テレビ選手権大会　（６月２７日・Ｊゴ
ルフ鶴ヶ島）　②高橋籐太　（寄居町）

読売新聞 2006/7/19 27 ゴルフ

俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子 毎日新聞 2006/7/20 25 俳句
歌壇　加藤　克巳　選　（寄　居）安良岡正二 朝日新聞 2006/7/20 34 歌壇
リトルシニア　＜北部ブロックリーグ＞日本リトルシニア北関東
支部　１６日、川本高校で３試合が行われ、寄居が連勝で勝ち
星を３とした。　佐野　３－４　寄居　　栃木下野　１－５　寄居

埼玉新聞 2006/7/20 10
野球（リト
ルシニア）

荒川の涼風、満喫を　いかだ下りの参加者募集　来月２０日、
寄居　寄居の夏の風物詩となつた荒川いかだ下り大会が８月２
０日、ＪＲ八高線鉄橋の上流から県立川の博物館前のかわせみ
河原まで約３.５㌔のコースで開催される。

埼玉新聞 2006/7/21 15 いかだ下り

彩影　ふるさとの建築　藤崎摠兵衛商店酒蔵　（寄居町）　伝統
的なイメージ大切に

朝日新聞 2006/7/21 13
ふるさとの
建築

埼玉俳壇　阿部　完市選　（寄　居）石澤　邦彦、（同）吉澤　祥 埼玉新聞 2006/7/21 7 埼玉俳壇
第１６回彩の国・埼玉ピアノコンクール第１次予選　出場者一覧
ＡＢＣＤ♪部門　７月２５日（火）さいたま芸術劇場　音楽ホール
８５人　▼Ｂ部門…小学校３・４年生：（３７名）　大久保里帆（寄
居）、設楽彩香（同）

埼玉新聞 2006/7/21 11
埼玉ピアノ
コンクール

珍しい昆虫、数千点　寄居・川の博物館　きょうから特別展　講
演や観察会も　珍しい昆虫たちを紹介する特別展「巨大昆虫
の世界」が２３日、県立川の博物館（寄居町小園）で始まる。

朝日新聞 2006/7/23 35
川の博物
館（昆虫
展）

寄居、終盤好機逸す　熊谷公園　▽３回戦＝第２試合　浦和商
１０－８　寄居

朝日新聞 2006/7/23 34 高校野球



ホンダ　ハイブリッド車で新工場　三重・鈴鹿　モーター生産　４
倍の２０万台体制　２００８年メドに稼働　ホンダは埼玉県寄居町
に約３０年ぶりとなる国内工場を建設することを決めたばかり。１
０年稼働を目指し。

日本経済
新聞

2006/7/23 1 企業誘致

寄居町長選あす告示　任期満了に伴う寄居町長選は２５日に
告示される。町議補欠選（被選挙数１）も同時に行われる。町長
選には、いずれも無所属で四選を目指す現職の津久井幹雄氏
（６７）、、町議の吉田正美氏（５４）、元熊谷市職員の島田誠氏
（４８）の３人が立候補を表明している。町議補選は、吉田氏が
町長選に出馬した場合、被選挙数は２となる。

東京新聞 2006/7/24 19 町長選

寄居町長選あす告示　任期満了に伴う大里郡寄居町長選は２
５日、告示される。投票は３０日で。

埼玉新聞 2006/7/24 1 町長選

寄居町長選へ現新３氏準備　あす告示、町議補欠選も 朝日新聞 2006/7/24 27 町長選
寄居町長選は三つどもえ濃厚　あす告示 産経新聞 2006/7/24 27 町長選
中学学校総体（２３日）　○柔道　（第１、最終日・秩父文化体育
センター）　寄居男衾勢は４８㌔級の阿部千里、７０㌔級の内田
光の２階級を制した。　○サッカー（第２日・東松山陸上競技場
ほか）▽２回戦　　小川欅台　２－０　寄　居、　○ソフトテニス
（第２日・東松山テニス場）　石田・稲岡（江南）４－３佐藤・門松
（寄居城南）　上野・石田（川口戸塚西）４－２菅谷・横田（寄居

埼玉新聞
スポーツ）

2006/7/24 8
中学学校
総体

中学学校総体（２４日）　○卓球　（第１日・熊谷市民体育館）
［男子］▽団体３回戦敗退校　寄居男衾　［女子］▽団体準々決
勝　三　芳　３－２　寄　居　▽同５位決定戦　寄　居　３－１　新

埼玉新聞
（スポー
ツ）

2006/7/25 9
中学学校
総体

現職、新人３氏の戦い　単独行政の将来問う　寄居町長選が告
示　◇寄居町長選立候補者（２５日、届け出順）　津久井幹雄
（６７）町　長　無現、島田　　誠（４８）無　職　無新、吉田正美（５
４）前町議　無新

埼玉新聞 2006/7/26 27 町長選

寄居町長選告示　現新３氏が出馬　町議補選は無投票：タク
シー会社役員・本間登志子氏（６４）だけが立候補し、無投票で
の当選が決まった。

読売新聞 2006/7/26 31 町長選

寄居町長選　現新３氏の争い 朝日新聞 2006/7/26 27 町長選
寄居町長選　告　示　現新３氏が立候補　町議補選　本間氏が
無投票当選

東京新聞 2006/7/26 23 町長選

寄居町長選　三つどもえ 産経新聞 2006/7/26 27 町長選
寄居町長選　３氏が立候補　町議補選は無投票 毎日新聞 2006/7/26 25 町長選
ホンダ誘致見据え熱戦　寄居町長選　告　示　３候補、第一声
で訴え

埼玉新聞 2006/7/26 15 町長選

中学学校総体（最終日・熊谷市民体育館）　［男子］▽シングル
ス準々決勝　胡（（鷲宮西）３－２関（寄居男衾）

埼玉新聞
スポーツ

2006/7/26 20
中学学校
総体

硬質　埼玉県硬質中央展覧会　（６月２４・２５日、上尾市）　平
成１８年度　第４５回　［埼玉県書写書道教育連盟賞］　小川裕
香里（寄居城南中２年）

朝日新聞
（埼玉少
年少女ス
ポ）

2006/7/26 ２１６号 書道展

ピアノ　ピティナ・ピアノコンペティション　■第３０回所沢地区予
選（７月２日、三芳町文化会館コピスみよし）　◇Ｂ級　大久保里
帆（寄居小４年）、設楽　彩香（寄居小４年）

朝日新聞
（埼玉少
年少女ス
ポー）

2006/7/26 ２１６号 ピアノ

県北　寄居町長選立候補者の横顔（届け出順）　津久井幹雄
候補（６７）　無現　初心に帰り全力投球、　島田　誠　候補（４８）
無新　新発想でまちづくり、吉田　正美　候補（５４）　無新　１０
万都市実現めざす

埼玉新聞 2006/7/27 15 町長選

○ソウトボール　（最終日・毛呂山大類ソフトボール場）　関東中
学大会（８月９、１０日・千葉）には、男女の優勝校と、女子の代
表決定戦を制した寄居城南が出場する

埼玉新聞 2006/7/27 10
中学学校
総体

◆ネット詐欺の高校生を送検　県警少年捜査課と寄居署は２６
日。寄居町の男性会社員（４４）に現金１６万１０００円を送金さ
せ、だまし取った疑い。

読売新聞 2006/7/27 3 ネット詐欺



ネット詐欺で高２男子送検　同月１３日、（ネットオークション）で
落札した寄居町の男性会社員（４４）から代金約１６万円をだま
し取った疑い。

産経新聞 2006/7/27 27 ネット詐欺

北海道の高２男子ネット詐欺で逮捕　寄居署　県警少年捜査
課と寄居署は２６日までに。　落札した大里郡寄居町の会社員
男性（４４）に約１６万円を振り込ませ、商品を発送しないで現金
をだまし取った疑い。

埼玉新聞 2006/7/27 19 ネット詐欺

俳句　■星野　光二選　寄居・瀬上　實、同・小渕美津子 毎日新聞 2006/7/27 25 俳句
交通安全の思いをこめて　チャリティートライアル大会開催（寄
居町）　７月１６日、寄居町の金勝山トライアルパークで。

埼北よみ
うり

2006/7/28 3
チャリ
ティートラ
イアル大

第２０回読売旗争奪県北少年野球選手権大会　８/１２（土）～１
５（火）　組み合わせ決まる！７月２２日に埼玉県グランドホテル
本庄で行われた。▽１回戦　神保原ドラゴンズスポーツ少年団
―寄居ビクトリーズ、美里少年野球―中町ジュニアスポーツ少

埼北よみ
うり

2006/7/28 1
県北少年
野球

第２０回予選大会出場チーム　［大里郡］中町ジュニアスポーツ
少年団、オブスマクラブ、マッキーズ、折原イーグルス、用土コ
ルツ、寄居ビクトリーズ

埼北よみ
うり

2006/7/28 8 少年野球

大里　寄居ビクトリーズ　監督：山形　吉秀 埼北よみ
うり

2006/7/28 6 少年野球

大里　折原イーグルス　監督：松本　利幸 埼北よみ
うり

2006/7/28 7 少年野球

町立中の教諭　妻殴り罰金刑　寄居、８週間のけが　寄居町の
町立中学校の男性教諭（３７）が昨年８月、妻（４３）の顔などに。

朝日新聞 2006/7/28 31
犯罪（傷
害）

埼玉俳壇　阿部　完市選　（寄居）吉澤祥匡 埼玉新聞 2006/7/28 7 埼玉俳壇
寄居町長選あす投開票　任期満了に伴う大里郡寄居町長選
は３０日、投票が行われる。◇寄居町長選立候補者（届け出
順）津久井幹雄　６７　町　長　無現（自民、連合埼玉推薦）、島
田　　誠　４８　無　職　無新、吉田　正美　５４　前町議　無新

埼玉新聞 2006/7/29 1 町長選

寄居町長選あす投開票　寄居町長は３０日。 読売新聞 2006/7/29 25 町長選
寄居町長選あす投開票　任期満了に伴う寄居町長選は３０日。 毎日新聞 2006/7/29 24 町長選
寄居町長選あす投開票　任期満了に伴う寄居町長選はあす３ 産経新聞 2006/7/29 24 町長選
寄居町長選あす投開票　寄居町長選は３０日に。 朝日新聞 2006/7/29 31 町長選
寄居町長選あす投開票　任期満了に伴う寄居町長選は３０日。 東京新聞 2006/7/29 23 町長選
県選抜３４人発表　ラグビーＪｒジャンボリー大会　きょう開幕　第
８回東関東日本ジュニア菅平ジャンボリー大会は２９、３０の両
日、長野県菅平高原で開催される。［埼玉中学校選抜メン
バー］▽選手　大久保規全、高橋洋丞、小林太陽（以下寄居）

埼玉新聞 2006/7/29 12 ラグビー

４５チームが熱戦　県学童軟式野球が開幕　第２９回県学童軟
式野球大会が２９日、さいたま市の市営大宮球場など４会場で
開幕した。▽１回戦　寄居ビクト３-１４浦和クラブ

東京新聞 2006/30 23 軟式野球

寄居町長選　津久井氏が４選　前町議ら２氏破る　◇寄居町長
選開票結果（選管最終）　当　７９００津久井幹雄　６７　無現（自
民　連合埼玉推薦）、７３８９島田　　誠　４８　無新、２８０９吉田
正美　５４　無新、（無効票　２３４）

埼玉新聞 2006/7/31 1 町長選

寄居町長選　津久井氏が４選　投票率６１．２１％　実績訴え手 産経新聞 2006/7/31 27 町長選
津久井氏が４選　寄居町長選　２新人破る 毎日新聞 2006/7/31 27 町長選
寄居・荒川に身元不明の変死体　３０日午後０時４０分ごろ、寄
居町末野の荒川に。

毎日新聞 2006/7/31 27 事件

寄居町長選　津久井氏が４選　新人２人破る 読売新聞 2006/7/31 25 町長選
◆寄居の荒川に女性の変死体　３０日午後１時ごろ、寄居町末
野の荒川で。

読売新聞 2006/7/31 25 事件

寄居町長に津久井氏　新人２人退け４選果たす 東京新聞 2006/7/31 19 町長選
寄居町長選　津久井氏が４選　投票率上昇６１％　新顔２氏破 朝日新聞 2006/7/31 27 町長選
●荒川で女性の変死体　３０日午後０時４０分ごろ、寄居町末野
の玉淀ダムから約１㌔上流の荒川で。

朝日新聞 2006/7/31 27 事件

号外　寄居町長に津久井幹雄氏 朝日新聞 2006/7/31 町長選
第８８回全国高校野球選手権　埼玉大会　優勝　浦和学院　寄
居（３回戦で浦和商に８－１０で敗）

朝日新聞 2006/7/31 26 高校野球



今週のこよみ　５日（土）　［県内］▽寄居玉淀水天宮祭（寄居
町・玉淀河原）

埼玉新聞 2006/7/31 6 水天宮

寄居町長選・津久井氏４選　ホンダ稼働へ重責　無視できない
「批判票」

埼玉新聞 2006/8/1 15 町長選

子どもたちの人気上々　寄居「かわはく夏祭り」　寄居町の川の
博物館が７月３０日に開催。

埼玉新聞 2006/8/2 15
川の博物
館

ヤオコー　アボック１１店舗を譲渡　調剤薬局事業に特化　ベル
ク、イオンと提携　ジャスタックに上場するベルク（大里郡寄居
町、原島功社長）はスーパー最大手のイオン（千葉市）と食品
スーパー事業で業務・資本提携で合意した。

埼玉新聞 2006/8/2 4 埼玉経済

俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子 毎日新聞 2006/8/3 24 俳句
埼玉俳壇　今月の選者　星野　光二　（寄居）石澤　邦彦 埼玉新聞 2006/8/4 9 埼玉俳壇
秩父・寄居　大澤麻衣子　猫の雑記帳　（秩父・児玉・寄居地区
限定の「猫好きの猫好きによる猫好きのためのコーナー」）　大
沢麻衣子：寄居町生まれ・在住。２５歳。

埼玉新聞 2006/8/4 15
猫の雑記
帳

お堂を子どもに開放　民話グループが公演　［寄　居］　寄居に
伝わる民話の収集に取り組む「よりい民話研究会」（久代江美
子　代表）が同町今市の高蔵寺で公演を行い、子どもたちを楽
しませた。　ドウミンの人形劇楽しむ子どもたち＝寄居町今市の

埼玉新聞 2006/8/4 13 民話

埼玉ピアノコンクール　２３７人が２次予選へ　第１７回彩の国・
埼玉ピアノコンクールの第一次予選会が７月２４日から３０日ま
での７日間、さいたま芸術劇場音楽ホールで行われ、第二次予
選進出者が決まった。［Ｂ部門］▽７月２５日＝大久保里帆（寄
居）、設楽彩香（寄居）

埼玉新聞 2006/8/5 18
埼玉ピアノ
コンクール

暑さ　引き続き　各地で最高気温　４日の県内は、前日の暑さ
に続いて、各地で今年最高気温を記録する酷暑となった。熊
谷市で３７．５度まで、秩父市で３７度、寄居町３６．６度。

産経新聞 2006/8/5 24 気温

舟山車と花火　競演　寄居の玉淀水天宮祭　「関東一の水祭
り」として知られる玉淀水天宮祭が５日夜、大里郡寄居町の荒
川・玉淀河原で開催され、華麗な舟山車と約五千発の花火の
競演が見物客を魅了した。

埼玉新聞 2006/8/6 1 水天宮祭

寄居で不審火相次ぐ　寄居町内で５日から６日にかけ、半径１５
０㍍の範囲で不審火が３件相次いだ。

朝日新聞 2006/8/7 29 不審火

◆寄居で連続不審火　６日午前０時４０分ごろ、寄居町富田、
無職富岡ジャウさん（８５）方の物置から出火。

読売新聞 2006/8/7 35 不審火

★寄居で不審火３件　５日午後１０時５０分ごろ、寄居町富田の
喫茶店「エムエム」脇のカーポート内のごみから出火。

東京新聞 2006/8/7 19 不審火

寄居・連続不審火で物置など燃える　５日午後１０時５０分ごろ、
寄居町富田のカーポート内のごみから出火。さらに６日午前０
時５分ごろ、近くの空き家のごみから出火。

毎日新聞 2006/8/7 25 不審火

▼踏切で列車とバイクが接触・ＪＲ八高線　５日午後９時２５分ご
ろ、寄居町桜沢のＪＲ八高線踏切で、高崎発高麗川行き上り普

埼玉新聞 2006/8/7 13 踏切事故

◆２００６よりい平和と文化のつどい（寄居）　９月２・３日、中央公
民館。

埼玉新聞 2006/8/8 15 集い

◆逃走３㌔、酒気帯び寄居町職員逮捕　埼玉県警寄居署は７
日、同県寄居町西古里、同町職員を。

読売新聞
（夕刊）

2006/8/8 18 交通

県所有施設の耐震性能　県庁本庁舎極端に劣る　２５５棟が改
修必要　知事「５年程度で」　◆県施設の耐震性能「ランクⅢ」１
４棟◆　施設名：寄居高校体育館　Ｉｓ値：０．１２　今後の対策：０
７年度以降に工事実施予定

東京新聞 2006/8/9 23 耐震性能

２５５棟が耐震改修必要　県所有建物調査　５年間で完了方針 毎日新聞 2006/8/9 23 耐震性能
県庁本庁舎など県有１４棟　震度６強で倒壊の恐れ　耐震性能
調査　県、改修や補強急ぐ　■震度６強～７で倒壊する危険性
の高い県有施設■　施設名：寄居高校（体育館）　構造耐震指
標：０．１２　今後の対策：０７年度以降に耐震補強工事

朝日新聞 2006/8/9 31 耐震性能

阪神大震災級でも崩壊せず　県有建物８４％合格　県は８日、
主要な県所有建築物２２６７棟の耐震性能について、調査結果
を公表した。　寄居高校体育館は、０．１２と低かったが、高校再
編に合わせて、来年度以降に工事を行う。

読売新聞 2006/8/9 31 耐震性能



学校総体中学柔道　７月２３日　秩父市文化体育センターで団
体戦を　（男子団体戦の記録）▽１回戦　寄居男衾４－１行田西
▽３回戦　寄居男衾①－１児玉　▽準々決勝　さい田島中２－
１寄居男衾　（敗者復活戦）▽１回戦　寄居男衾４－１さい宮原
▽３位決定戦　東松山南①―１寄居男衾、女子４８キロ級は新
人戦２連覇を果たした阿部千里（男衾）が制した。

朝日新聞
（埼玉少
年少女ス
ポ）

2006/8/9 3 中学柔道

学校総体中学柔道　７月２２日　秩父市文化体育センターで個
人戦を　女子４８キロ級は新人戦２連覇を果たした阿部千里（男
衾）が制した。［男子５５ｋｇ級］▽準々決勝　犬井翔太（男衾）
技あり　関口優太（男衾）、笠原利理（男衾）　一本　堀切昌吾
（男衾）、▽準決勝　犬井翔太　判定　横田　優、斉藤翔　一本
笠原利理、▽決勝　斉藤 翔　判定　犬井翔太、（敗者復活戦）
▽１回戦　○関口（男衾）－三友（春日部東）、▽３位決定戦
○笠原（男衾）－関口、▽代表決定戦　笠原　判定　加賀

朝日新聞
（埼玉少
年スポ）

2006/8/9 3 中学柔道

学校総体中学校卓球　７月２４日と２５日に熊谷市民体育館で。
［男子シングルスの記録］▽準々決勝　胡（鷲宮西）　３－２　関
（寄居男衾）　［男子ダブルスの記録］▽３回戦出場者　吉田・杉
谷（寄居男衾）　［女子団体戦の記録］　▽２回戦　寄居３－２児
玉　▽３回戦　寄居３－１小鹿野　▽準々決勝　三芳中３－２寄
居中　（代表決定戦）　▽１回戦　寄居３－１０熊谷大原　▽５位
決定戦　寄居中３－１新座第六中　［女子シングルスの記録］▽
１回戦出場者　落合（寄居）　［女子ダブルスの記録］　▽４回戦

朝日新聞
（埼玉少
年少女ス
ポ）

2006/8/9 4 中学卓球

学校総体中学ソフトテニス　７月２２日から２６日まで　熊谷ス
ポーツ文化公園くまがやドームと東松山市岩鼻運動公園庭球
場で。　［女子団体戦の記録］　▽１回戦　寄居城南２－０新座
四、▽２回戦　杉戸２－０寄居城南

朝日新聞
（埼玉少
年少女ス
ポ）

2006/8/9 4
中学ソフト
テニス

学校総体中学陸上　７月２３日と２４日の２日間、熊谷スポーツ
文化公園陸上競技場で。▽３０００ｍ　⑥設楽啓太（寄居男衾）
９分５秒９３⑦小山司（寄居男衾）９分８秒３８　▽走り高跳び　⑤
高部慎也（寄居男衾）１ｍ７３

朝日新聞
（埼玉少
年少女ス
ポ）

2006/8/9 6 中学陸上

学校総体中学ラグビー大会　７月２６日、熊谷市　最終日、熊谷
荒川緑地公園ラグビー場で決勝が行われ。［対戦トーナメント
の記録］▽１回戦（７月２２日）　桶川西２８－１０寄居中

朝日新聞
（埼玉少
年少女ス
ポ）

2006/8/9 7
中学ラグ
ビー

学校総体中学ソフトボール　７月２６日　毛呂山町　決勝が毛呂
山町大類ソフトボールパークで行われ。今大会女子優勝の川
口在家中と、代表戦を勝ち抜いた寄居城南中、男子の秩父一
中は８月８日から千葉県で行われる関東大会に出場する。［女
子トーナメントの記録］▽１回戦　（７月２２日）寄居城南中４－１
春日部武里　▽２回戦　寄居城南中２－１加須平成中　▽準々
決勝　（７月２５日）戸田笹目中２－６寄居城南中　▽準決勝
（７月２５日）狭山西中４－１寄居城南中　▽敗者復活戦（７月２
６日）さい常磐中２－５寄居城南中　▽代表決定戦　（７月２６

朝日新聞
（埼玉少
年少女ス
ポ）

2006/8/9 8
中学ソフト
ボール

埼玉俳壇　星野　光二選　（寄居）吉澤　祥匡、（同）吉澤　紀子 埼玉新聞 2006/8/11 7 埼玉俳壇
かれんなキキョウ見ごろ　鉢形城公園　寄　居　寄居町鉢形の
鉢形城公園の南側に植えられたキキョウの花が見ごろとなり来
館者の目を楽しませている。

埼玉新聞 2006/8/11 15
鉢形城公
園

第２０回読売旗争奪県北少年野球選手権大会　大会組み合わ
せ　①Ａ-１ 中町ジュニアスポーツ少年団―美里少年野球、①
Ｂ-２ 寄居ビクトリーズ―神保原ドラゴンズスポーツ少年団、①Ｄ
－２　折原イーグルス―野本小野球スポーツ少年団、Ａ：熊谷
運動公園野球場　Ｂ：第１グラウンド　C:第２グラウンド　D:白草
野球場　歴代優勝チーム　第１７回　オブスマクラブ

埼北よみ
うり

2006/8/11 4 少年野球

第２０回読売旗争奪８／１２（土）～１５（火）県北少年野球選手
権大会　出場３２チーム、主将の決意　寄居ビクトリーズ　渋谷
諒　主将、中町ジュニアスポーツ少年団　川副　裕太　主将、
折原イーグルス　神田　温保　主将

埼北よみ
うり

2006/8/11 1 少年野球



台風一過　越谷３６．３度　今夏最高　熊谷地方気象台によると
熊谷で３５．４度、寄居で３５．３度を記録。

朝日新聞 2006/8/11 23 気温

関東中学大会　◇柔道（最終日・ぐんまアリーナ）　男女個人計
１２階級の決勝までが行われ、埼玉県勢は女子２階級で優勝を
飾った。　［男子］▽７３㌔級準々決勝　橋本（神奈川・東海大相
模）　優勢　堀切（寄居男衾）、［女子］▽７０㌔超級１回戦敗者

埼玉新聞 2006/8/11 8 柔道

２００６年FIBAバスケットボール世界選手権大会開催記念
NTTドコモカップ第１６回フレッシュミニバスケットボール大会　ミ
ニバスのおもしろさ実感　北部大会が７月１５、１６、１７、２３日の
４日間、県北エリアの１１会場で開催された。出場は男女あわせ
て７６チーム。７月１５日の記録　［寄居愛宕記念体育館］　優秀

埼玉新聞 2006/8/11 12
ミニバス
ケットボー
ル

南米産の巨大昆虫　◆寄居◆南米産の昆虫の展示会「巨大昆
中の世界－ようこそトロピカルワールドへ」が、小園の県立川の
博物館で開かれている。（同館と県立自然の博物館が主催）期
間中は無休。９月３日まで。

読売新聞 2006/8/12 27
昆虫展（県
立川の博
物館）

少年野球　県北少年野球大会開幕　３２チーム、１５日まで熱戦
第２０回読売旗争奪県北少年野球選手権大会　１２日、熊谷市
小島の熊谷運動公園野球場で。▽１回戦　野本小スポ少９－３
折原イーグルス、中町ジュニアスポ少４－２美　里、神保原ドラ
ゴンズスポ少３－１寄居ビクトリーズ

読売新聞 2006/8/13 28 少年野球

第８５回全国高校サッカー埼玉大会２０日開幕　１次予選Ｔに１
５４チーム　２次予選から西武台など参戦　Ｓｏｃｃｅｒパーク　１次
予選Ｔ組み合わせ　O　へ②川越西―寄　居

埼玉新聞 2006/8/15 11 サッカー

全労済カップ争奪　第３１回　埼玉県スポーツ少年団　小学生
軟式野球交流大会　全労済カップ北部ブロック組み合わせ　８
月２７日　Ａ１ オブスマクラブ（寄居町）－本庄エンゼルス（本庄
市）、Ｃ２　折原イーグルス（寄居町）－大　里（熊谷市）、Ｃ２　寄
居ビクトリーズ（寄居町）－荒川少年野球（秩父市）、D３　マッ
キーズ（寄居町）－本庄リトルパワーズ（本庄市）、Ｆ３ 中町ジュ

埼玉新聞 2006/8/15 8
小学生軟
式野球

埼玉歌壇　加藤　克巳　選　（寄居）松村　章子、（同）中里　佐 埼玉新聞 2006/8/15 5 埼玉歌壇
外来生物　自治体越え防除構想　国県など１９団体　　対策連
絡会議を発足　連絡会議は、環境省、農水省、県など１９団体
で構成。市町村では、県内５ブロックの各代表として、さいたま
市、東松山市、秩父市、寄居町、蓮田市が加わった。

読売新聞 2009/8/15 31 外来生物

第２０回読売旗［争奪県北少年野球選手権大会　（１３、１４日・
熊谷運動公園野球場はか）▽２回戦　マッキーズ８－１常　盤
▽準々決勝　マッキーズ６－２荒小

読売新聞 2006/8/15 30 少年野球

少年野球　県北少年野球　第２０回読売旗争奪県北少年野球
選手権大会　最終日の１５日、熊谷市の熊谷運動公園野球場
で準決勝と決勝が行われた。　１５日の結果　▽準決勝　熊谷
グリーンタウン５－２マッキーズ

読売新聞 2006/8/16 30 少年野球

巨大昆虫３３０種　寄居・川の博物運で標本展示
埼玉新聞 2006/8/16 15

川の博物
館（昆虫

小川町営開設記念中学校野球大会　３８回。▽１回　戦　寄居
６－１男衾、城南６－１玉川、▽２回戦　寄居４－３上野台、東松
山南２－１城南、▽準々決勝　鳩山１－０寄居

埼玉新聞 2006/8/17 7
中学校野
球大会

埼玉俳壇　星野　光二　選　（寄居）吉澤　祥匡、（同）石澤　邦 埼玉新聞 2006/8/18 7 埼玉俳壇
中日写協埼玉支部　撮影会入賞作品　推薦◇埼玉県知事賞
「桜下のハプニング」高橋徳三さん（寄居町）、◇入選　▽青木
哲朗（寄居町）

東京新聞 2006/8/18 22 写真

音楽会「構響楽」　寄居町で２６日開催　埼玉建築士会大里支
部主催の音楽会「構響楽」（こうきょうがく）が２６日、寄居町藤田
の県指定史跡「正龍寺」で開かれる。午後６時開演。

読売新聞 2006/8/19 31 音楽会

行ってみよう　やってみよう　夏休み体験　ルポ▼８　戦国物語
る　天然の要害　寄居町の鉢形城跡　整備された鉢形城跡＝
いづれも寄居町で　天然の要害・鉢形城を復元した模型

東京新聞 2006/8/20 23 鉢形城跡

のんびりと　絶景 楽しむ　寄居町で荒川下り　手作りいかだ４５
隻　寄居町恒例のイベント「いかだ下り２００６」が２０日、荒川で
行われた。１２回目となる今年は４５隻が参加。

埼玉新聞 2006/8/21 19 いかだ下り



寄居名物　ユニークいかだ　趣向さまざま荒川下り　チーム、観
客とも過去最多　手作りいかだで荒川を下る「荒川いかだ下り
大会」が２０日、寄居町の荒川で開かれた。１２回目の今年は、

埼玉新聞 2006/8/22 15 いかだ下り

加藤　克巳　選　（寄居）　吉澤　祥匡 埼玉新聞 2006/8/22 6 埼玉歌壇
寄居･殺人未遂で男を逮捕　２０日、寄居町用土、職業不詳 毎日新聞 2006/8/22 27 犯罪
短歌　■加藤　克巳　選　寄居・大森カッ子　俳句　■星野　光
二　選　寄居・小渕美津子

毎日新聞 2006/8/22 26 短歌・俳句

◆知人女性殴った男を逮捕　　寄居署は２０日、寄居町用土、
職業不詳(殺人未遂の現行犯で逮捕）

読売新聞 2006/8/22 31 犯罪

ホンダ寄居町新工場　従業員　最大５０００人規模　経済効果
に地元期待も　環境アセス、１２年４月で想定

埼玉新聞 2006/8/23 1 企業誘致

フォトギャラリー　［暑い日］　寄居町、武内道直さん 東京新聞 2006/8/23 22 写真
■第３４回関東中学校ソフトボール大会（８月１０日～１１日、千
葉県総合スポーツセンター）［女子トーナメントの記録］▽１回戦
（８月１０日）榛名中５－３寄居城南中

朝日新聞
（埼玉少
年少女ス
ポ）

2006/8/23 1
中学ソフト
ボール

２００６」第４７回埼玉県吹奏楽コンクール　小学校・中学校県大
会　（８月１０・１１日、さいたま市など）　中学校Ａの部（５０名以
下）＝さいたま市　［銅賞］寄居

朝日新聞
（埼玉少
年少女ス
ポ）

2006/8/23 4
吹奏楽コ
ンクール

第１１回全国高校・大学生書道展県内入賞者（読売新聞社、日
本書芸院主催。２７日まで・大阪市立美術館。）◇展賞　［松山
女子高］高柳知美　（寄居町）

読売新聞 2006/8/24 30 書道展

絵画展の作品募集　応募者に入場券プレゼントも　来月から
寄居　秋の恒例となった「よりいを描く絵画展」の実行委員会は
９月から、今年の作品募集を始める。

埼玉新聞 2006/8/25 15 絵画展

～人と文化の交流～　「２００６よりい平和と文化のつどい」　９／
２（土）、３日（日）開催　（寄居町）　会場　寄居中央公民館

埼北よみ
うり

2006/8/25 2 催し

第２０回読売旗争奪県北少年野球選手権大会　８月１２日から
４日間、熊谷運動公園野球場他で。　４日間の軌跡　▽１回戦
中町ジュニアスポーツ少年団４－２美里少年野球、寄居ビクト
リーズ１－３神保原ドラゴンズスポーツ少年団、妻沼ホーマーズ
４－５マッキーズ、折原イーグルス３－９野本小野球スポーツ少
年団　▽２回戦　中町ジュニアスポーツ少年団１－８別府リトル
ジャイアンツ、常磐少年野球１－８マッキーズ　▽３回戦　荒小
少年野球２－６マッキーズ　▽４回戦 マッキーズ２－５熊谷グ
リーンタウン、■３位マッキーズ　市川弘晃主将

埼北よみ
うり

2006/8/25 1 少年野球

第２０回読売旗争奪県北少年野球選手権大会　プレイバック
０６夏　届いた暑い声援　マッキーズ応援団、頼れるキャプテン
神田温保くん／折原イーグルス

埼北よみ
うり

2006/8/25 4・5 少年野球

元気です　人とつながり、仕事に熱　毎年秋、寄居町中央公民
館で開かれる「よりいを描く絵画展」で、実行委員会事務局を務
める同館主任の黒瀬仙一さん（４７）。

埼玉新聞 2006/8/26 15 人

埼玉歌壇　加藤　克巳　選　（寄居）中里　佐和 埼玉新聞 2006/8/29 7 埼玉歌壇
全国高校ラグビー　埼玉大会　第８６回全国高校ラグビー埼玉
大会の組み合わせ抽選会が２８日、熊谷ラグビー場で行われ、
出場４７チームの対戦相手が決まった。大会は９月３日午前１０
時から熊谷ラグビー場で開会式を行い。深１１：００　合同Ｄ-深
谷商、　（合同Ｄ＝本庄一・寄居町・秩父）

埼玉新聞 2006/8/29 10 ラグビー

全労済カップ争奪　第３１回　埼玉県スポーツ少年団　小学生
軟式野球交流大会　２７日までに、南部、北部ブロックが開幕。
○北部ブロック　横瀬町町民グラウンドなどで２７日、開会式と
１、２回戦２１試合が行われた。▽１回戦　大里（熊谷）８-１折原
イーグルス（寄居）▽２回戦　本庄エンゼルス３－５オブスマクラ
ブ（寄居）（５回コールド）、寄居ビクトリーズ５－２荒川少年野球
（秩父）（６回コールド）、マッキーズ（寄居）２－１０本庄リトルパ
ワーズ（５回コールド）、中町ジュニア（寄居）１２－２用土コルツ

埼玉新聞 2006/8/29 9
小学生軟
式野球

歌壇　川口美根子　選　（寄居）旭　政則
朝日新聞 2006/8/31 34

歌壇（埼玉
文化）



短歌　■加藤　克巳選　寄居・町田　節子、（同)・高橋　達男
俳句■星野　光二選　寄居・小渕美津子

毎日新聞 2006/8/31 25 短歌・俳句

旧石器時代の石斧など展示　鉢形城歴史館　寄居　１０月９日
まで、町内の遺跡出土品を集めた企画展「出土品から見た寄
居の歴史」が開かれている。

埼玉新聞 2006/9/1 15
鉢形城歴
史館

埼玉俳壇　今月の選者　松本　旭　（寄居）吉沢　紀子 埼玉新聞 2006/9/1 7 埼玉俳壇
第１０回彩の国・埼玉ピアノコンクール　第２次予選　２日から開
催　９/２（土）Ｂ部門（小学校３・４年生）２６人　設楽　彩香（寄
居）、大久保里帆（寄居）

埼玉新聞 2006/9/1 8
ピアノコン
クール

よみうり文芸　短歌　太田　絢子　選　寄居町　町田　節子 読売新聞 2006/9/1 34 よみうり文
東城伸吉選　入選　寄居　山田　静子、（同）安良岡都留、（同）
大久保公英、（同）眞下　信子

お茶の間
ジャーナ
ル

2006/9/1 2 俳句

平和と文化の集い参加しませんか　寄居町で２、３日開催　平
和をテーマとした「よりい２００６平和と文化の集い」が２、３の両
日、寄居町立寄居中央公民館で開かれる。

東京新聞 2006/9/1 23 催し

音楽　◆トンボ公園音楽祭（寄居）　１７日午前１１時～午後２
時、男衾トンボの里公園広場。

埼玉新聞 2006/9/2 14 音楽祭

県スポーツ少年団柔道親善大会　第２８回県スポーツ少年団
柔道親善大会兼県民総体少年の部は８月２７日、県立武道館
で行われ。［小学校４年生の部］　▽第３位＝茂木雄大（寄居警
察署少年柔道教室）、［小学５年生の部］　▽第３位＝坂本京太
（同）、［中学２年生の部］　▽準優勝＝小林愛美（同）▽第３位
＝田口遼子（同）、　「団体順位」　［総合］　［女子］▽第３位＝

埼玉新聞 2006/9/2 7 柔道

県陸上Ｊｒオリンピック　陸上の中学生記録会を兼ねたジュニア
オリンピック標準突破会は２日、熊谷スポーツ文化公園陸上競
技場で男女３５種目が行われ。［男子］▽Ａ（中学３年生）砲丸
投げ　②岩崎（寄居男衾）９㍍８１

埼玉新聞 2006/9/4 10
県陸上Ｊｒ
オリンピッ
ク

全労カップ争奪　第３１回　埼玉県スポーツ少年団　小学生軟
式野球交流大会　３日までに東部が開幕。オブスマｖｓ長瀞　本
庄Ｌｖｓ川本北　○北部ブロック　横瀬町民グラウンドなどで３回
戦と準々決勝計１２試合が行われた。北部ブロックでは、夏季
大会ブロック優勝の川本北小（深谷）ほか、オブスマクラブ（寄
居）、長瀞ジャイアンツ、本庄リトルパワーズが県大会出場を決
めた。▽３回戦　オブスマクラブ（寄居）１７－１横瀬武甲（５回
コールド）　根住少年野球（深谷）４－５中町ジュニア（寄居）（６
回コールド）、寄居ビクトリーズ３－３本庄」リトルパワーズ（本庄
のサドンデス勝ち）　　▽準々決勝　川本南小２－１１オブスマク

埼玉新聞 2006/9/5 9
小学生軟
式野球

物置への放火　容疑で男逮捕　　寄居署　寄居署は５日、非現
住建造物等放火容疑で、大里郡寄居町冨田、無職。

埼玉新聞 2006/9/6 19
犯罪（放
火）

夫婦げんかで教員懲戒処分　妻が２カ月の重傷　県教は６日、
夫婦げんかで妻にスーツケースをなげつけて重傷を負わせ、
傷害罪で罰金刑を受けた寄居町立城南中の男性教諭（３７）
を、同日付けで減給１月（１０分の１）の懲戒処分にした。

産経新聞 2006/9/7 27
犯罪（傷
害）

お土産金額めぐり妻と口論、暴行　寄居の中学教諭　減給１ヶ 東京新聞 2006/9/7 23 犯罪（傷
県教委　ＤＶで男性教諭処分　減給１カ月「全国的にもまれ」
自宅でつまの顔面にスーツケースを投げつけるなどしてけがを
負わせたとして、県教委は６日、寄居町立城南中の男性教諭
（３７）を減給（１０分の１）１カ月の懲戒処分にした。

毎日新聞 2006/9/7 23
犯罪（傷
害）

体罰や妻に暴行　教諭２人を減給　県教育局　県教育局は６
日、児童７人をたたくなどしたとして飯能市立小学校の男性教
諭（５９）と妻に暴行しけがを負わせた寄居町立城南中学校の
男性教諭（３７）を、それぞれ減給１カ月（１０分の１）の懲戒とし

朝日新聞 2006/9/7 29
犯罪（傷
害）

寄居支店が移転　１１日にオープン　熊谷商工信用組合　６
日、寄居町桜沢に完成した新・寄居支店の完成披露パー
ティーを現地で行った。

埼玉新聞 2006/9/7 15 銀行

短歌■加藤　克巳選　寄居・町田　節子　俳句■星野　光二選
寄居・町田　節子

毎日新聞 2006/9/7 21 短歌・俳句



秋季県高校野球地区大会　１２日開幕　春目指し１５４校参加
北　部　[Ｇ組]１４本①　深　谷－寄　居

埼玉新聞 2006/9/7 10 高校野球

上毛新聞社　中学生硬式野球大会　第１０回。３日までに、群
馬・前橋市民球場などで決勝まで行われ。リトルシニア北関東
支部の寄居リトルシニアは１回戦で４強入りした富岡ボーイズに
３－４で惜敗した。▽１回戦　寄居リトルシニア３－４富岡ボーイ

埼玉新聞 2006/9/7 9
中学生硬
式野球

木の温もりを体感　１０日に「ふれあいフェスタ」　寄居　あそび
を通して子どもたちに木のぬくまりに触れてもらうイベント「木と
のふれあいフェスタ」（同実行委主催）が１０日、寄居町三ケ山
のサイモクホーム工場で開かれる。最近はあまり見かけなくなっ
た上棟式のデモンストレーションもある。

埼玉新聞 20006/9/8 15
ふれあい
フェスタ

２００６秋　美容特集　夏の疲れを癒し　薬草入りぬか風呂でリフ
レッシュ！酵素風呂　シズカワ酵素　大里郡寄居町西古里２－

埼北よみ
うり

2006/9/8 7 美容特集

流域下水道特集　荒川上流流域下水道　県北西部に位置す
る川本、花園（いずれも現深谷市）、寄居の三町を対象とし、１９
８５年度から事業に着工した。水循環センターの運転管理につ
いて、本年５月に正式発表のあった寄居町富田地区へのホン
ダ技研の工場進出計画に伴い、同地区を含む荒川右岸側の
整備促進について、地元市町と調整を急いでいる。

埼玉新聞 2006/9/8 7
流域下水
道

第２８回県アマチュアゴルフ選手権大会　１１日月１２日火岡部
チサンＣＣ  決勝第１ラウンド組み合わせ　アウト（８３名）　１２組
時間　９：２４　氏名　高橋藤太（寄居）、アウト（８０名）　７組　８：
１４　相田芳男（寄居）、昨年の上位選手の成績　＋１２⑨高橋
藤太（寄居）１５６＝７９（第１日）７７（最終日）（４０out　３７IN)
シード選手：第３回県オープン（PCA県プロ大会）ベストアマ＝

埼玉新聞 2006/9/9 6
アマチュア
ゴルフ

第２８回アマチュアゴルフ選手権大会　決勝大会出場者　８会
場１４７人　７/２５（火）森林公園GC　２６　相田芳男（寄居）

埼玉新聞 2006/9/9 7
アマチュア
ゴルフ

全国ラグビー　県予選　第８６回全国高校ラグビー大会県予選
の２回戦１９試合が９日、草加高グラウンドなど５会場であった。
▽２回戦　深谷商４１(１８－０、２２－０）０合同Ｄ（合同Ｄは本庄

毎日新聞 2006/9/10 29 ラグビー

県アマ決勝　◇決勝ラウンド進出選手◇－１④高橋藤太（寄
居）７１（３５、３６）、＋６　２９　相田　芳男（寄居）７８（４０、３８）

埼玉新聞 2006/9/12 12
アマチュア
ゴルフ

第８６回全国高校ラグビー選手権大会県予選（３、９日、深谷商
業高校グラウンドなど）▽１回戦　深谷商４１－０合同Ｄ（本庄
一・寄居・秩父）

朝日新聞 2006/9/12 30 ラグビー

全労済カップ争奪　第３１回埼玉県スポーツ少年団　小学生軟
式野球交流大会　○北部ブロック　横瀬町町民グラウンドで１０
日、準決勝と決勝が行われ、川本北小（深谷）がオブスマクラブ
（寄居）を７－０の完封で下して１０年ぶりの栄冠を手にした。▽
決勝　川本北小（深谷）７－０（寄居）▽準決勝　長瀞ジャイアン
ツ８－１１オブスマクラブ　（５回コールド）、課題を克服し１勝を
オブスマクラブ・新井導監督の話、一戦一戦大切に戦う　オブ

埼玉新聞 2006/9/12 9
小学生軟
式野球

第２８回アマチュアゴルフ選手権　決勝最終日　◇上位選手◇
＋５　高橋　藤太（寄　居）計：１４９＝①②７１７８　０１：（４０３８）、
２４位以下の成績　４２　１６４相田芳男（寄居）

埼玉新聞 2006/9/13 11
アマチュア
ゴルフ

ソフトボール　（８月２５日、坂戸市）　第１回石川杯埼玉県県西
北部地区選抜中学校女子ソフトボール大会の決勝が、坂戸市
運動公園多目的グラウンドなどで行われ。[決勝リーグＢ］（予選
１位）熊谷奈良中１４－０寄居城南中、飯能西中１６－０寄居城

朝日新聞
（埼玉少
年少女ス
ポ）

2006/9/13 1
ソフトボー
ル

謎の孤高の画家　寄居の岩井昇山　どうなん！？そうなん　美
術誌特集「Ｂｉｅｎ（美庵）藝術出版社　最新号」で脚光　昭和初
期、東京から寄居に移り住んだ日本画家。寄居の郷土史家田
嶋栄一郎さん（７１）は「東京にいたころ活躍しようだ」と話すが、
展覧会への出品は少なく、資料も乏しいという。

埼玉新聞 2006/9/14 15 画家

短歌■加藤　克巳選　寄居・高橋　達男、俳句■星野　光二選
寄居・小渕美津子、寄居　・町田　節子

毎日新聞 2006/9/14 23 短歌・俳句



ふるさと散歩　■作家たちの描いた埼玉　忍びの旗／池波正
太郎（寄居町）　「忍びの旗」は池波正太郎（１９２３－９０）５０代
半ばの作、鉢形城をめぐる史実を土台にしたフィクション、忍者
小説である。「日本百名城」鉢形城　鉢形城のがけの下で、釣り
人がアユ釣りをしていた＝寄居町の荒川で（金井三喜雄撮影）

朝日新聞 2006/9/15 33
ふるさと散
歩

レッス３選手の交通安全ドール　よりリアルに準備着々　寄居
春と秋の交通安全運動に合わせ、寄居町桜沢の国道１４０号交
差点に登場する交通安全ドールの製作が、同所の八幡神社境
内で進んでいる。作業を始めたのは８月３日。休みなしで続い
ているという＝寄居町桜沢の八幡神社境内

埼玉新聞 2006/9/15 15 交通安全

◇吉田鷹村　書個展　２０日（水）～２４日（日）、新座市生涯学
習センター・にいざほっとぷらざ（志木駅）。

朝日新聞 2006/9/15 33 書道展

第２８回県北中学校バスケットボール大会　８月２６、２７日、９月
２日（熊谷市民体育館ほか）　男子　▽１回戦　熊谷荒川４２－３
８寄居城南、寄居５３－３３熊谷妻沼西　▽準々決勝　熊谷大

さいたま
報知

2006/9/17 4
バスケット
ボール

県内基準地価　県は１８日、県内の基準地価を発表した。◆下
落率の上位１０地点　＜商業地＞⑨寄居町寄居菅原１５４８－３
外　価格（千円）：５５．７　前年比率（％）▲４．０　前年順位：な

東京新聞 2006/9/19 24 地価

基準地価　県は、２００６年度県内地価調査（基準地価）　結果
を１９日付けで発表した。[下落率の上位地点]＜商業地＞⑨寄
居町寄居菅原１５４８－３外　前年比率（％）：４．０　価格（千円

読売新聞 2006/9/19 31 地価

埼玉県内の基準地価◇寄居町◇（住）寄居字大正寺１１９９-１
１　５３　５５　他５地点、（商）寄居字菅原１５４８－３　５５　５８　他
１地点、（準）寄居字樋ノ下７１８－１７　３７　３８

読売新聞 2006/9/19 33 地価

埼玉歌壇　川口　美根子　選　（寄居）　吉澤　祥匡 埼玉新聞 2006/9/19 8 埼玉歌壇
秋季高校野球　地区大会　●北　部　▽Ｇ組１回戦　寄居７－６
深谷

埼玉新聞 2006/9/20 10
秋季高校
野球

交通安全運動スタート　あんどん、人形、芸能人…　事故防
止、各地で多彩に　２１日。初の可動ドール　小野らＷ杯選手
寄居・桜沢交差点

埼玉新聞 2006/9/22 19 交通安全

レッズ選手の人形安全運転呼びかけ　２１日。 読売新聞 2006/9/22 31 交通安全
鉢形の民話ルーツに「乙姫ちゃんまんじゅう」地元産みかん味
やココア＆バナナ味　寄居　寄居町折原のまんじゅう店「ちゃが
ま」で、地元の民話から生まれたキャラクターの乙姫ちゃんまん
じゅう」が発売され、若い人を中心に人気をよんでいる。　「どれ
もおいしいですよ」と話す市川マツ子さんと、自慢の乙姫ちゃん

埼玉新聞 2006/9/22 15
乙姫ちゃ
んまんじゅ
う

こんなトラックがたったらいいな　第３回　児童絵画作品コンクー
ル(埼玉県トラック協会）　入賞作品　～ぼく・わたしが思う安全
なトラック～　[埼玉県教育委員会　教育長賞]　中学年の部
「レストラン＋トラック　レストラック」：寄居町立男衾小学校　小笠

埼玉新聞 2006/9/22 9 絵画

県議の定数・区割り　大合併で見直し必要　９月議会で論議本
格化「１票の格差」争点　[大里郡選挙区の場合]「単独存続を」
「編入歓迎」　陣営　線引き巡り思惑交錯　来春まで単独で残る
のは、寄居町だけ＝ところが、寄居町の人口は３万７千人。昨
年の国勢調査速報値をもとに算出した。「議員１人当たりの人

朝日新聞 2006/9/22 34・３５
県議の定
数・区割り

寄居町議会が定数１６に削減　２２日、議員定数を現行の２１か
ら１６に削減する条例改正案を賛成多数で可決した。

朝日新聞 2006/9/23 35 町議会

定数５減らし１６に　寄居町議会　２２日開かれた本会議で、議
員定数を現行の２１から１６に減らす条例改正安賛成多数で可

読売新聞 2006/9/23 35 町議会

議員定数５減の条例案を可決　寄居町議会　２２日。 毎日新聞 2006/9/23 23 町議会
寄居町議会が１６に定数削減　２２日。 産経新聞 2006/9/23 26 町議会
定数５減を可決　寄居町議会　２２日。 東京新聞 2006/9/23 23 町議会
追跡　取材メモから　自民安、現職当選最優先？　県議会　定
数・区割りで協議会設置　区割り変更では、旧岡部町、旧花園
町、旧川本町、と合併した深谷市は寄居町と同一選挙区（定数
３）に。熊谷市は来年２月合併する予定の江南町と同じ選挙区

東京新聞 2006/9/23 23
県議の定
数・区割り

レッズ３選手が人形に　寄居　交通安全呼び掛け　浦和レッズ
の３選手をかたどった交通安全人形＝寄居町で（桜沢交差点）
１９７９年から毎年、５２作目。

東京新聞 2006/9/25 19 交通安全



ちょっと北から　寄居で「岩井昇山展」を　４０点を越えるコレク
ションを持つ柴崎勅男さん＝寄居町桜沢

埼玉新聞 2006/9/25 13 日本画展

寄居が最終戦飾る　（北部ブロックリーグ）日本リトルシニア北関
東支部北部ブリックリーグは２３、２４の両日、妻沼高校などで３
試合が行われ、寄居は中村が本塁打を放つなど打撃が爆発、
足利に大勝し６勝２敗で日程を終えた。　足利（７敗）３－１４寄

埼玉新聞 2006/9/26 8 野球

安部新内閣（２６日、総理大臣に指名され、新内閣が発足した）
県民３０人の見方　「若さに期待」目立つ　■県内３０人に聞く
「安部・新内閣へ■　住所・職業・年齢：寄居町の会社役員　男
性　（４７）、期待するか：○、力を入れてほしい分野：景気、安部
内閣に一言：公共工事をもっと増やして

朝日新聞 2006/9/27 35
安部内閣
への県民
の声

短歌　■加藤　克巳選　寄居・高橋　達男、（同）・町田　節子
俳句　■星野　光二選　（同）・小渕美津子、（同）・町田　節子

毎日新聞 2006/9/28 25 短歌・俳句

小川地方武道大会　第５１回（三道大会）１７、１８の両日、小川
町立武道館などで柔道、剣道、弓道の３種目が行われた。「剣
道（団体）」[男子小学生の部]①寄居成心館　[女子小学生の

埼玉新聞 2006/9/28 10
武道大会
（剣道）

けいざい彩…前線　予想超える１４０件　企業誘致好調　課題も
大半は中小税収増は不透明　県は、製造業を中心に企業誘致
を促進しょうと、昨年１月から「企業誘致大作戦」を展開してい
る。ホンダの自動車組み立て工場を寄居町に誘致するなどの
成果を上げ、誘致件数は８月末現在、１４０件と高水準に達して

読売新聞 2006/9/29 24
経済（誘
致）

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉澤　紀子 埼玉新聞 2006/9/29 9 埼玉俳壇
先生役に白楊高生も　自転車　自動車　お年寄り向け安全大
会　寄居　お年寄りの交通事故防止を目的とｓた「シルバードラ
イバードッグ＆ヤング」安全大会が２５日、寄居町の寄居武蔵野
自動車教習所で開かれ、６５歳以上の８５人が自動車と自転車
の安全走行を再確認した。秋の全国交通安全運動の一つ。児

埼玉新聞 2006/9/29 15 交通安全

「フラ」は生活の一部　商工会女性部　楽しく活動５年半　寄居 埼玉新聞 2006/9/29 15 フラダンス
２００６ＹＯＳＡＫＯＩ埼玉　行田で１０月２１日、入場無料　出場ス
ケジュール＜ＹＯＳＡＫＯＩ　１部＞１１：０９　⑤ＹＯＳＡＫＯＩ楽・
音（寄居）、＜同　３部＞１４；３４同楽・音（寄居）

毎日新聞 2006/9/30 1
ＹＯＳＡＫ
ＯＩ埼玉

チーム紹介　⑤ＹＯＳＡＫＯＩ楽・音　（寄居町）００年４月結成。
毎日新聞 2006/9/30 別刷

ＹＯＡＫＯＩ
埼玉

今週のホームラン　９月２３日＝中村将太（寄居リトルシニア） 埼玉新聞 2006/9/30 9 野球
俳句　東城伸吉選　▽入選　寄居　石澤　邦彦、同　山田　静
子、同　安良岡正三、同　出牛　一郎

お茶の間
ジャーナ
ル

2006/10/1 2 俳句

埼玉歌壇　今月の選者　杜澤　光一郎　（寄居）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2006/10/3 4 埼玉歌壇
この一品　ルーツ伝える思い出の味　田なべ（寄居町）のからし
「女性が来やすい店づくりも心がけています」という田辺宣則さ
んと、自慢のからしやきとり　備長炭やきとり　田なべ　寄居町寄
居１２３１の４（０４８・５８１・１２５１）

埼玉新聞 2006/10/4 13 グルメ

短歌　■加藤　克巳選　寄居・小渕美津子　俳句　■星野　光
二選　（同）・町田　節子、（同）・小渕美津子

毎日新聞 2006/10/5 21 短歌・俳句

荒川の今を写真に　「撮る会」　川の博物館に３６２点寄贈　柿
沼館長に作品を手渡す岩田省三代表幹事（中央）と制野明義
事務局長（右）

埼玉新聞 2006/10/5 15 写真

日ハム旗第８回関東学童軟式野球秋季大会県予選会は１日ま
でに、さいたま市営岩槻川通公園球場などで開会式と１、２回
戦２５試合が行われた。▽２回戦　オブスマクラブ（寄居）１１-３
富士フレンドクラブ

埼玉新聞 2006/10/5 8 軟式野球

寄居の家族３人キノコで食中毒　県生活衛生課は５日、寄居町
で９月２８日に自宅近くの山林で採ったクサウラベニタケとみら
れる毒キノコを食べた家族３人が。

産経新聞 2006/10/6 27
食中毒（キ
ノコ）

地域安全協定を締結　行政、住民、業者ら連携　寄居　寄居町
と寄居署は５日、寄居地域安全防犯協会埼玉県電気工事工業
組合、東京電力熊谷支社の３団体と「安心・安全まちづくり　地
域安全に関する協定」を締結した。

埼玉新聞 2006/10/6 15
防犯（地域
安全協定）



◆毒キノコで中毒　県生活衛生課は５日、寄居町の家族３人が
毒キノコを食べて食中毒を発症したと発表した。

読売新聞 2006/10/6 29
食中毒（キ
ノコ）

◆あそびの学校　秋にあそぼう（寄居）　８・９日、同町立原の学
びの里。

埼玉新聞 2006/10/7 15 催し

短歌　■加藤　克巳選　寄居・高橋　達男、同・町田　節子 毎日新聞 2006/10/12 26 短歌
寄居町職員が失職　酒気帯び運転で有罪判決　寄居町教育
委員会は１１日、酒気帯び運転で逮捕され、懲役６カ月執行猶
予３年の有罪判決を受けた。

朝日新聞 2006/10/12 35 交通

▼覚せい剤使用容疑で夫婦逮捕・寄居　寄居署は１１日、覚せ
い剤取締法違反（使用）容疑で、秩父市滝の上町、とび職。

埼玉新聞 2006/10/12 15 犯罪

本田技研寄居進出　地域活性化検討へ　県と地元でチーム発
足　本田技研が大里郡寄居町に国内屈指の新工場建設を決
定したことを受け、県と寄居町、隣接する比企郡小川町の三者
は１１日までに、新工場進出を地域活性化につなげる方策を探
る検討チームを設立した。

埼玉新聞 2006/10/12 1 企業誘致

ホンダ新工場で地域活性化　県、政策検討へ横断組織　埼玉
県は２０１０年に稼動予定のホンダの寄居町の新工場に関連
し、庁内横断の地域活性化検討組織を立ち上げた。産業労働
部門を中心に農林部や地元の寄居町の担当者ら２１人で構成

日本経済
新聞

2006/10/12 37 企業誘致

■関越杯サッカー大会（９月２３日～２４日、鶴ヶ島栄小学校グ
ラウンド）[リーグ戦の記録]　瀬崎１－０寄居０１、高崎ＦC２－０
寄居０１、北坂戸２－０寄居０１、境Ｊｒ２－１寄居０１、狭山水富１
－０寄居０１、松山ＳＣ２－０寄居０１、鶴ヶ島栄３－１寄居０１

朝日新聞
（埼玉少
年少女ス
ポ）

2006/10/12 2 サッカー

県会区割り・定数　自民安可決の見通し　現行９４維持　１票格
差最大２．５倍　県議会の区割り・定数に関する自民党案　選挙
区：北５区、現区割り：深谷の一部（旧岡部町、旧川本町、旧花
園町）寄居町、現定数：１、自民党案：空欄、新定数：空欄

読売新聞 2006/10/12 35
県議会の
区割り・定
数

埼玉歌壇　杜澤　光一郎選　（寄居）　吉澤　祥匡 埼玉新聞 2006/10/13 6 埼玉歌壇
地元を題材に絵画展１５日から中央公民館　寄居　寄居の風景
や風俗、行事などをモチーフにした「よりいを描く絵画展」が１５
日から、寄居町中央公民館で始まる。

埼玉新聞 2006/10/13 19 絵画展

県議選の新選挙区（市町村）と定数　選挙区：北５、人口：１８
３，５０６、定数：３、構成市町村：旧深谷市・旧岡部町・旧川本
町・旧花園町・寄居町

埼玉新聞 20006/10/13 1
県議選の
新選挙区
と定数

県議会　３市で選挙区分断　秩父、本庄、深谷は同一区　県議
会９月定例会は最終日の１２日、来年４月の県議選で適用され
る議員定数と選挙区について、現状の９４人を維持し、市町村
合併で複数選挙区に割れた６市のうち秩父、本庄、深谷をそれ
ぞれ同一区とするなどを内容とした条例改正案を可決した。
深谷は寄居町と同一選挙区に区割りを変更する。

産経新聞 2006/10/13 27
県議選の
新選挙区・
定数

定数９４、選挙区５９　県議会　区割り自民案を可決　大里郡選
挙区が消滅　区割りが変更されるのは、秩父郡市、児玉郡、本
庄市、深谷市、大里郡、熊谷市の７選挙区にとどまり、寄居町
だけとなった大里郡の選挙区は消滅した。

朝日新聞 2006/10/13 35
県議選の
新選挙区・
定数

◆かわはくコレクション～川にまつわるお宝・大集合～　１１月１
４日まで寄居町小園の川の博物館本館第２展示室。

読売新聞 2006/10/13 34
川の博物
館

なくせ　飲酒運転　酒気帯びで逮捕の寄居町職員が失職 読売新聞 2006/10/13 32 交通
酒気帯びで有罪　寄居町職員失職 埼玉新聞 2006/10/13 23 交通
第１７回彩の国　埼玉ピアノコンクール　本選会　１４日から４日
間、彩の国さいたま芸術劇場音楽ホールで開催される。　１０/
１４（土）Ｂ部門（小学校３･４年生）　設楽　彩香（寄居）

埼玉新聞
（特集）

2006/10/13 8
埼玉ピアノ
コンクール
（本選会）

元気です　荒川をテーマに撮影　結成７年を迎えた「荒川を撮
る会」の代表幹事岩田省三さん（６７）。

埼玉新聞 2006/10/14 15
荒川を撮
る会

関東学童軟式野球秋季大会県予選会　日ハム旗第８回は７、
８、９日の３日間、東松山市営球場など３回戦から決勝まで行わ
れ。▽３回戦　桜井ＪＢクラブ（越谷）８－１５オブスマクラブ（寄
居）　（５回コールド）

埼玉新聞 2006/10/14 9
学童軟式
野球



危険業務従事者叙勲　元警官ら３６００人受章　◇瑞宝単光章
（１４３人）◇消防功労　鈴木　長久６７元寄居地区消防組合消
防司令長　寄居　、深田　　弘６４元寄居地区消防組合消防司

埼玉新聞 2006/10/14 3 叙勲

危険業務従事者叙勲　瑞宝単光章　▽鈴木長久(消防・寄居）
▽深田弘（同・寄居）

朝日新聞 2006/10/14 28 叙勲

危険業務従事者叙勲　１８１人栄誉　１１月３日に発令される。
喜びの受章者　◇瑞宝単光章　[消防]　▽鈴木長久６７（寄居）
▽深田弘６４（寄居）

読売新聞 2006/10/14 32 叙勲

危険業務従事者叙勲　喜びの受章者　▽瑞宝単光章（１４３
人）　◇消防功労　鈴木　長久６７元寄居地区消防組合消防司
令長　寄居、深田　　弘６４元寄居地区消防組合消防司令長

産経新聞 2006/10/14 27 叙勲

危険業務従事者叙勲　▽瑞宝単光章（１４３人）　◇消防功労
鈴木　長久６７元寄居地区消防組合消防司令長　寄居　、深田
弘６４元寄居地区消防組合消防司令長　寄居

東京新聞 2006/10/14 27 叙勲

危険業務従事者叙勲　県関係者１８１人受章　１１月３日付で発
令される。　●瑞宝単光章　▽鈴木長久(６７)寄居地区消防組
合消防司令長＝寄居　▽深田弘（６４)寄居地区消防組合消防

毎日新聞 2006/10/14 24 叙勲

危険業務従事者　叙勲受章者　［埼玉］▽瑞宝単光章　◇消防
功労　鈴木長久６７元寄居地区消防組合消防司令長　寄居、
深田　弘６４元寄居地区消防組合消防司令長　寄居

日本経済
新聞

2006/10/14 34 叙勲

大歓声受け９５０人快走　小鹿野ロードレース　第３６回小鹿野
ロードレース大会が１５日、小鹿野町で行われた。［１㌔］▽小学
男子　浅見圭祐（寄居・城南クラブ）３分２２秒▽同女子　谷津
花菜（寄居・城南クラブ）３分１９秒　［３㌔］▽中学３年男子　設
楽啓太（寄居・男衾中）９分０６秒

読売新聞 2006/10/16 31
ロードレー
ス

第２の人生　待つ大モミジ　推定樹齢３００年　２年前に枯死
専門業者が厚板１５枚に加工　寄居　寄居町指定の名木。この
大モミジはイロハモミジ（高尾モミジ）という種類で、寄居町風布
扇沢の坂本隆雄さん（８０）所有の山林にあった。

埼玉新聞 2006/10/16 13
樹木（大モ
ミジ）

埼玉歌壇　杜澤　光一郎　選　（寄居）　中里　佐和 埼玉新聞 2006/10/17 7 埼玉歌壇
３２チーム　組み合わせ決定　全労済カップ争奪　第３１回埼玉
県スポーツ少年団　小学生軟式野球交流大会　代表者会議と
抽選会がこのほど、上尾市の県スポーツ研修センターで行われ
た。　第１日（１０/２２）　リトルセブンズ（北本市）－オブスマクラ
ブ（寄居町）４③/４（会場＝吉見綜合運動公園野球場４面）・③
（時間　１３：００）。　監督・主将抱負（３）　オブスマクラブ（北部
ブロック・寄居町）　予選の課題克服を　新井導監督の抱負、全
員野球で初戦突破　斉藤俊主将の抱負

埼玉新聞 2006/10/17 9
小学生軟
式野球

創　街を元気に　躍動！埼玉よさこい⑮　音を楽しみ　地域で
輝く　寄居ＹＯＳＡＫＯＩ樂・音　（寄居町）　町田千枝子さん

毎日新聞 2006/10/18 24
埼玉よさこ
い

ロードレース　第３６回小鹿野大会　（１５日・小鹿野町内）≪優
勝者は１６日の県版に掲載済み≫　◇１㌔小学男子　③松山セ
ナ（城南ク）▽同女子　②深沢陽（同）　③高田千絢（同）　◇３
㌔▽中学３年男子　②小川司（寄居男衾中）③設楽悠太（同）

読売新聞 2006/10/18 23
ロードレー
ス

短歌　■加藤　克巳選　寄居･高橋達男、同・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 2006/10/19 21 短歌・俳句

埼玉俳壇　阿部　完市選　（寄居）吉澤 祥匡 埼玉新聞 2006/10/20 9 埼玉俳壇
広重晩年の傑作も　川の博物館で収蔵展　寄居　寄居町の県
立川の博物館では、川に関連する収蔵品集めた企画展「かわ
はくコレクション―川にまつわるお宝・大集合」を１１月１４日まで

埼玉新聞 2006/10/20 15
川の博物
館（企画
展）

いよいよあすＹＯＳＡＫＯＩ　入場無料　よさこいと北海道の祭典
２１日午前１０時半から、行田市前谷のものつくり大学で開かれ
る。出演スケジュール　＜ＹＯＳＡＫＯＩ　　１部＞１１；０９　⑤ＹＯ
ＳＡＫＯＩ楽・音（寄居）、＜同　３部＞１４；３４⑤同

埼玉新聞 2006/10/20 27
ＹＯＳＡＫ
ＯＩ埼玉

全労済カップ争奪第３１回県スポーツ少年団小学生軟式野球
交流大会の県大会が１０月２２日、２９日、１１月３日の３日間、吉
見総合運動公園野球場、県営大宮公園野球場などで行われ
る。　県大会　出場３２チーム　北部ブロック：オブスマクラブ
（寄居町）新井導監督・斉藤俊主将の抱負

埼玉新聞
（特集）

2006/10/20 6・7
小学生軟
式野球



石渡勲県議が不出馬決める　新区割りで選挙区消滅　大里郡
選挙区にお石渡勲県議（７３）が＝自民＝は来春の県議選に立
候補せず。

朝日新聞 2006/10/21 31 県議選

花ポスター　１０月は寄居のみかん山　本県の観光ＰＲの一環と
して県が月替わりで製作し、首都圏主要駅１７３駅で掲示してい
る花ポスター。１０月は大里郡寄居町の「風布・小林みかん山」
が採用されている。

埼玉新聞 2006/10/22 1
花ポスター
（みかん
山）

自然の味満喫　寄居でミカン狩り　大里郡寄居町で「ミカン狩
り」のシーズンが始まった。

埼玉新聞 2006/10/23 1 ミカン狩り

秋の味求めミカン狩り　寄居町風布、小林両地区に広がる観光
ミカン園で今シーズンの営業が始まった。

読売新聞 2006/10/23 31 ミカン狩り

展示　◆第１２回寄居水彩画会展覧会（寄居）１１月４・５日午前
９時～午後４時、中央公民館。

埼玉新聞 2006/10/24 15 絵画

埼玉歌壇　杜澤　光一郎選　（寄居）中里　佐和、（同）松村　章 埼玉新聞 2006/10/24 7 埼玉歌壇
サッカー県社会人リーグ　◇サッカー　県シニア北部４０リーグ
第１１節（２２日・熊谷運動公園陸上競技場）　秩父２－０寄居

埼玉新聞 2006/10/24 11 サッカー

「第１４回県武術太極拳選手権大会」が２１、２２の両日、蕨市民
体育館（蕨市北町）で行われ、県武術太極拳連盟に加盟する３
０団体から、４１０人の選手が参加した。［総合太極拳Ｃ］▽女子
①園田春香（寄居町武術太極拳協会）

読売新聞 2006/10/25 33
県武術太
極拳選手
権

短歌　■加藤　克巳選　寄居・町田節子、俳句　■星野　光二
選　同・小渕美津子

毎日新聞 2006/10/26 25 短歌・俳句

茶の湯に後北条氏しのぶ　傘下城郭の出土品展示　寄居・鉢
形城歴史館で企画展　「後北条氏と茶の湯」が開かれている。１
１月２６日まで。

東京新聞 20006/10/2625
鉢形城歴
史館

中学新人大会　○陸上　（２４、２５日・熊谷スポーツ文化公園陸
上競技場） ［男子］　▽走り高跳び　⑥舎利弗（寄居男衾）１㍍６
５

埼玉新聞
（スポー
ツ）

2006/10/26 10
中学新人
大会（陸
上）

みかん狩りにハイキング　寄居の里は秋色一色！　寄居みかん
狩り（寄居町）　寄居町の布風・小林地区は、低地よりも高地が
温暖という気象の逆転現象を活かし、みかん産地の北限とされ

埼北よみ
うり

2006/10/27 6 ミカン狩り

茶道の歴史にふれる　「後北条氏と茶の湯」展、開催中（寄居
町）　企画展は、１１月２６日（日）まで行っている。

埼北よみ
うり

2006/10/27 3
鉢形城歴
史館（企画

神社境内に子グマ　寄居　捕獲は失敗　２６日午前９時５０分ご
ろ、寄居町藤田の町道で、写真撮影をしていた同町鉢形、旭
政則さん（６９）が道路を歩いているクマを発見した。旭さんが撮
影しようとしたところ、クマは近くの宗像神社の境内にに逃げ込
み、杉の木（高さ約２５㍍）の頂上付近まで登って、下りてこなく

読売新聞 2006/10/27 33 子グマ

寄居にクマ　里山隣接の住宅地　２５㍍の木に　２６日午前１０
時ごろ、寄居町藤田の宗像神社付近で、クマがいるのを写真を
撮っていた近くに住む男性（６９）が見つけ、通行人を通じて１１

産経新聞 2006/10/27 27 子グマ

木登り子グマ下りられな～い　「射殺かわいそう」寄居で捕獲作
戦　寄居町藤田の宗像神社境内で２６日、ツキノワグマの子グ
マが高さ約３０㍍の杉の木に登ったまま下りてこなくなった。町
などでは一時射殺を決意したが、地元猟友会が拒否し、捕獲

東京新聞 206/10/27 26 子グマ

境内に子グマ　「近くに親グマ？」騒然　寄居町役場　防災無
線で注意喚起　寄居町藤田の宗像神社に２６日午前、突然クマ
が現れたことで、「近くに親グマがいる可能性もある」などとし
て、町役場は町民らに防災無線で注意を呼びかけるなど、町
内は一時、騒然となった。現場にも町民ら約１００人がクマの様

朝日新聞 2006/10/27 29 子グマ

子グマ出現し木の上へ逃走　寄居　２６日午前１０時ごろ、大里
郡寄居町藤田の宗像神社近くで、体長約６０㌢の子グマを地元
住民が見つけ、１１０番通報した。

埼玉新聞 2006/10/27 1 子グマ

子グマ捕獲は持久戦　おり設置で生け捕りへ　大里郡寄居町
藤田に２６日現れた子グマは、宗像神社境内の杉の木の上に
逃げ込んだ。県職員が麻酔銃で捕獲しようとしたが失敗、猟銃
での駆除も一時検討されたが、木から下りるのを待って生け捕
りにすることに。地元住民は「こんな人里までクマが下りてくるな

埼玉新聞 2006/10/27 19 子グマ



寄居の宗像神社　子グマ樹上に座り込み　捕獲　構える署員ら
我慢比べ　２６日午前９時５０分ごろ、寄居町藤田の宗像神社
脇の町道を子グマが歩いているのを通りかかった同町に住む
男性（６９）が発見。追いかけると、子グマは境内のスギ（高さ約
２０㍍）に駆け上り、てっぺんんに近い枝の上に座り込んだ。「人
に危害を与える恐れもある」射殺も検討されたが、「幼すぎる」と
猟友会員が反対。同日午後１０時現在も座り込みを続けてお
り、捕獲しようとする寄居署員らとの我慢比べが続いている。寄
居猟友会などによると、子グマはツキノワグマとみられ推定で体
長約４０㌢、体重１５～３０㌔。生後２年たっていないらしい。

毎日新聞 2006/10/27 27 子グマ

中学新人大会（２６日）　○軟式野球（第１日・岩槻川通ほか）３
２チームが参加し開幕）▽１回戦　寄居２－０越谷大袋

埼玉新聞 2006/10/27 11 軟式野球

戦国の茶の湯紹介　鉢形城歴史館で企画展　寄居　１１月２６
日まで。

埼玉新聞 2006/10/27 15
鉢形城歴
史館

親子甲冑ウォーク参加者を募集　寄居　鉢形城歴史館は１１月
３～５の３日間、親子で戦国武将のよろいかぶとを装着体験で
きる「親子甲冑（かっちゅう）ウォーク」を開催するが、参加者を

埼玉新聞 2006/10/27 15
鉢形城歴
史館

由来伝来名刀の一千年　県立歴史と民俗の博物館　特別展
［８］鉢形城落城後仏門へ　大福御前ゆかりの薙刀　薙刀無銘
（大里郡寄居町正龍寺蔵）

埼玉新聞 2006/10/27 18
県立歴史
と民俗の博
物館（特別

県教委は２６日、０７年度の公立高募集定員を発表した。１８年
ぶり増加　来年度公立高募集定員　前年度比で１２０人　募集
停止は、県立高校の中期再編整備計画（１期）で０８年度に他
校と統合予定の、上尾沼南▽鶴ヶ島▽寄居の３校。

毎日新聞 2006/10/27 26
公立高校
募集定員

県教委は２６日、０７年度の公立高募集定員を発表した。１８年
ぶり増加　来年度公立高募集定員　前年度比で１２０人　募集
停止は、県立高校の中期再編整備計画（１期）で０８年度に他
校と統合予定の、上尾沼南▽鶴ヶ島▽寄居の３校。

読売新聞 2006/10/27 32
公立高校
募集定員

県教委は２６日、０７年度の公立高募集定員を発表した。１８年
ぶり増加　来年度公立高募集定員　前年度比で１２０人　募集
停止は、県立高校の中期再編整備計画（１期）で０８年度に他
校と統合予定の、上尾沼南▽鶴ヶ島▽寄居の３校。

朝日新聞 2006/10/27 28
公立高校
募集定員

県教委は２６日、０７年度の公立高募集定員を発表した。１８年
ぶり増加　来年度公立高募集定員　前年度比で１２０人　募集
停止は、県立高校の中期再編整備計画（１期）で０８年度に他
校と統合予定の、上尾沼南▽鶴ヶ島▽寄居の３校。

産経新聞 2006/10/27 26
公立高校
募集定員

県教委は２６日、０７年度の公立高募集定員を発表した。１８年
ぶり増加　来年度公立高募集定員　前年度比で１２０人　募集
停止は、県立高校の中期再編整備計画（１期）で０８年度に他
校と統合予定の、上尾沼南▽鶴ヶ島▽寄居の３校。

東京新聞 2006/10/26 26
公立高校
募集定員

寄居の子グマ保護　攻防３０時間　ついに幕　大里郡寄居町藤
田の宗像神社境内の杉の上に登ったままになった子グマは２７
日午後３時半ごろ、無事に保護された。

埼玉新聞 2006/10/28 19 子グマ

窓　　◎埼玉県寄居町の宗像神社境内の杉の木に約３０時間、
登ったままになっていた子クマを地元の猟友会メンバーが２７日
午後３時半ごろ、ロープを付けた竹ざおで引っ掛けて捕獲し

日本経済
新聞

2006/10/28 43 子グマ

寄居　神社の境内に３０時間　子グマよ木からおりてこい　地上
２０㍍から無事捕獲　回復後は動物園か山へ　寄居署などによ
ると、捕獲されたツキノワグマは体長約５０㌢。体重１０㌔程度
で、雄か雌かわからない。今春生まれた子グマとみられる。２日
間でのべ約６０人を動員した捕獲作戦。

朝日新聞 2006/10/28 35 子グマ

木の上に　ろう城　２９時間半　子グマ無事捕獲　町民ら安堵
寄居の宗像神社一時は射殺案も　寄居町藤田の宗像神社境
内の杉の木（高さ約２５㍍）に、２６日午前から登ったまま下りて
こなくなっていた子グマは２７日午後３時半ごろ、地元猟友会の
メンバーに無事捕獲された。

読売新聞 2006/10/28 33 子グマ



体長５０㌢の寄居の子グマ　３０時間後に無事保護　「まだ幼
い。なんとか生かして森に帰したい」。寄居町藤田の宗像神社
の杉（高さ約２０㍍）に登っていた子グマは、２７日午後３時半過
ぎ、地元の寄居猟友会員によって無事保護された。約３０時間
にわたる人間とクマの攻防に、行方を見守っていた住民は「無
事でよかった」と安どの表情をうかべた。

毎日新聞 2006/10/28 27 子グマ

寄居のクマ捕獲　３０時間後　動物病院へ搬送　寄居町藤田の
宗像神社内の杉の木でクマが見つかった騒動で、クマは２７
日、地元猟友会らによって、発見から約３０時間後に捕獲され

産経新聞 2006/10/28 28 子グマ

町民一体「やったー」　子グマ３０時間ぶり保護　寄居町の宗像 東京新聞 2006/10/28 26 子グマ
県スポーツ少年団サッカー地区予選　　第３５回。２２日までに、
北、南部地区で熱戦が繰り広げられ、北部から４チーム、南部
から２チームの６チームが県大会の出場を決めた。　○北部地
区　[Ｄブロック]▽１回戦　熊谷西５－１寄居男衾

埼玉新聞 2006/10/28 9 サッカー

今週の―ホームラン　１０月２２日＝川副祐太（中町ジュニア）
神谷航平（寄居ビクトリーズ）　根岸佑輔、保泉恭平（用土コル

埼玉新聞 2006/10/28 9
野球（ホー
ムラン）

中学新人大会　（２７日）　○軟式野球　（第２日・川越初雁ほ
か）▽２回戦　寄居７－６立教新座

埼玉新聞 2006/10/28 11 軟式野球

メガロリポート　環状道路整備はや胸算用　圏央道　ホンダ　利
便性で工場建設　　約３０年ぶりに国内工場を造るホンダ。拠
点に選んだのは、関越自動車道花園インターチェンジ（ＩＣ)わ
ずか１５分の埼玉県寄居町だ。

日本経済
新聞

2006/10/28 39 企業誘致

埼玉歌壇　杜澤　光一郎選　（寄居）　中里佐和 埼玉新聞 2006/10/31 6 埼玉歌壇
講演　◆木坂涼さん講演「詩と絵本～ことばのまわりをぐるぐる
りん～」　（寄居）　１１月１４日午後１時３０分～３時、町立図書館
２階視聴覚室。

埼玉新聞 2006/10/31 15 講演

平成１８年度社会福祉功労厚生労働大臣表彰　（１１月１０日）
▽保泉悦子（埼玉療育園地域支援課課長補佐）▽茂木つぎ代
（埼玉療護園生活支援課長）

読売新聞 2006/10/31 30 表彰

空き巣に入ろうとした男を現行犯逮捕　仲良し６人に感謝状
深谷署長「勇敢な行動、今後も自信と誇りを」　下校途中に空き
巣に入ろうとした男を捕まえたとして深谷署は３１日、寄居高の
男子生徒６人に感謝状を贈った。

毎日新聞 2006/11/1 23
防犯（表
彰）

寄居高生に感謝状　空き巣逮捕に協力の６人　深谷署　空き巣
逮捕に協力したとして深谷署は３１日、県立寄居高校２年男子
生徒６人に感謝状を贈った。

埼玉新聞 2006/11/1 15
防犯（表
彰）

お手柄高校生に感謝状　窃盗犯捕らえた寄居高の６人　下校
途中に窃盗犯を追跡して捕らえたとして、深谷署は３１日、県立
寄居高校２年の男子生徒６人に感謝状を贈った。

読売新聞 2006/11/1 31
防犯（表
彰）

肉のみねぎし　℡０４８（５８１）１３７７　埼玉県認定・彩の国優良
ブランド品　寄居名物　豚肉みそ漬け　良質の豚ロースを自家
製味噌で漬けた免品

産経新聞
（折込）

2006/11/2 6 リビング

中学生新人大会　○ラグビー　（第１日・熊谷ラグビー場）　１０
校が参加して開幕。▽１回戦　深谷明戸４０－１２寄居

埼玉新聞 2006/11/2 10 ラグビー

北部スポーツ野球連絡協議会結成記念大会　（第２５回県ス
ポーツ）１０月２９日」、深谷市岡部中央グラウンドで３回戦と
準々決勝の１２試合が行われ、秩父ドリームズ、寄居ビクトリー
ズ、花園（深谷）、神川少年野球が勝ち上がり４強が出そろっ
た。▽３回戦　秩父ドリーム８－６中町ジュニア（寄居）（６回コー
ルド）、上里東０－６寄居ビクトリーズ　（６回コールド）、マッキー
ズ（寄居）１４－６妻沼スラッガーズ（熊谷）(６回コールド）▽準々
決勝　妻沼ホーマーズ４－６寄居ビクトリーズ（６回コールド）、

埼玉新聞 2006/11/2 9 少年野球

親駆除で？単独行動　全国で子グマ騒動　埼玉では木に３０
時間　籠城　先月２６日、埼玉県寄居町の神社の木に登った子
グマが下りてこなくなる騒動があった。　神社の木のうえで籠城
の末捕獲された子グマ。お母さんはどこへ行ったの？＝埼玉県

東京新聞 2006/11/2 24 子グマ

短歌　■加藤　克己選　寄居・大森　カツ子、同・町田　節子、
俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子、同・町田　節子

毎日新聞 2006/11/3 26 短歌・俳句



どの征服が人気は？　生徒がファッションショー　寄居高　寄
居　２００８年度に県立川本高校と統合される県立寄居高で１０
月３１日、新しい制服のファッションショーが行われた。

埼玉新聞 2006/11/3 15
寄居高校
（制服）

山水画の世界を楽しんで　「岩井昇山展」が開催中　美　里　美
里町遺跡の森館特別常設展示室で。三里町美術愛好会の主
催。２９日まで。昇山は昭和初年期に東京から寄居町に移り住

埼玉新聞 20006/11/3 15
日本画（岩
井昇山展）

小・中学校作文コンクール埼玉県審査㊦　入選１２人　喜びの
声　大好きなお父さん　寄居町立寄居小３年　木村　友美さん、
元気をくれた歌詞　寄居町立男衾中３年　坂本侑美さん　［入
選］◇小学校低学年の部　▽「お父さんと夏休み」寄居町立寄
居小３年　木村友美（大森準一郎教諭）◇中学校の部　▽「元
気の源」　寄居町立男衾中３年　坂本侑美（古沢正巳教諭）

読売新聞 2006/11/3 34
小・中学校
作文コン
クール

秋の叙勲　県内１９８人　３日発表された。［瑞宝小授章］　岩田
明（教育）７０寄　居　、［旭日双光章］　吉田　勇（地方自治）７６

朝日新聞 2006/11/3 28 叙勲

秋の叙勲　旭日章３６人、瑞宝章１６２人　県内喜びの受章者
［旭日双光章］▽吉田勇（７６）寄居町議＝寄居　［瑞宝小授章］
▽岩田明（７０）公立高校長＝寄居

毎日新聞 2006/11/3 26 叙勲

秋の叙勲１９８人に栄誉　３日付けで発表され１９８人が受章し
た。▽瑞宝小授章（５９人）岩田　明７０元公立高校長　寄居　▽
旭日双光章（２５人）吉田　勇７６元寄居町議　寄居

産経新聞 2006/11/3 27 叙勲

秋の叙勲　県内関係者２００人受章　▽瑞宝小授章　岩田　明
７０元公立高校長　寄居　▽旭日双光章　吉田　勇７６元寄居

埼玉新聞 2006/11/3 1・3 叙勲

秋の叙勲　県関係２００人　喜びの受章者　◇旭日双光章　吉
田　勇７６　寄居町（元寄居町議）　◇瑞宝小授章　岩田　明７０
寄居町（元公立高校長）

読売新聞 2006/11/3 32 叙勲

秋の叙勲受賞者　埼玉　▽瑞宝小授章　岩田　明７０元公立高
校長　寄居　▽旭日双光章　吉田　勇７８元寄居町議　寄居

日本経済
新聞

2006/11/3 32 叙勲

秋の叙勲県内１９８人受章　▽瑞宝小授章（５９人）　岩田　明７
０元公立高校長　寄居　▽旭日双光章（２５人）　吉田　勇７６元
寄居町議　寄居

東京新聞 2006/11/3 26 叙勲

◆氏邦大学芸能鑑賞会（寄居）　１１日午後１時３０分～３時、中
央公民館ホール。

埼玉新聞 2006/11/4 16 催し

また子グマ出没　鳩山では捕獲失敗　ロープ巻き付き死ぬ　４
日午前１０時ごろ。県内では、先月２６日、大里郡寄居町の宗像
神社近くで。　ときがわ町の養鶏場でも、２７日から２８日かけて
クマらしい動物に鶏数羽が食べられる被害が。　日高は生け捕
り　おりに移され元気　日高市では４日午後６時４５分ごろ。

埼玉新聞 2006/11/5 17 子グマ

親子で武者姿「かっこいい」　寄居町で体験企画　寄居町の町
立鉢形城歴史館で４日、戦国時代の武士の姿に変身する「親
子甲冑ウォーク」が開かれ、親子らがよろい、かぶと姿を楽しん
だ。５日も行われる。

東京新聞 2006/11/5 22
鉢形城歴
史館

▼畑からハクサイを盗んだ男を逮捕・寄居　寄居署は４日、窃
盗の疑いで、寄居町寄居、無職男を逮捕した。

埼玉新聞 2006/11/5 13
犯罪（窃
盗）

クマ出没　過去最多に　人間社会のひずみ影響？ 朝日新聞 2006/11/6 33 子グマ
花園、寄居に競り勝ちⅤ 北部スポ少野球連絡協議会結成記
念大会（第２５回県スポーツ少年団北部地区軟式野球）は３
日、深谷市岡部中央グラウンドで準決勝と決勝が行われ、花園
（深谷）と寄居ビクトリーズで争われた決勝は、互いに譲らず延
長サドンデス戦の末、花園が優勝した。　▽準決勝　秩父ドリー
ムズ３－４寄居ビクトリーズ（６回コールド）　▽決勝　花園５－５
寄居ビクトリーズ（花園のサドンデス勝ち）　[個人賞]▽敢闘賞

埼玉新聞 2006/11/7 9 軟式野球

埼玉歌壇　今月の選者　関田　史郎　（寄居）中里佐和 埼玉新聞 2006/11/7 7 埼玉歌壇
寄居　寄居町風布の観光農園で、ミカン狩りが盛んになってい
る。山すそに点在する計２０戸。

朝日新聞 2006/11/7 31 ミカン狩り

荒城の満月　楽しむ　寄居町・鉢形城跡で月見の会に２００人
寄居町鉢形の国史跡鉢形城跡で５日夜、月見の会が開かれ、
２００人余りが満月の下で琴の演奏などを楽しんだ。写真＝中
日写真協会埼玉支部・武内道直さん写す。

東京新聞 2006/11/7 22
鉢形城歴
史館（月
見）



この一品　後を引くほのかな甘さ　三宝軒（寄居）のみそラーメ
ン　「師匠の教えをしっかり守っていきたい」と話す田中啓友さ
んと、自慢のみそラーめん

埼玉新聞 2006/11/8 15 グルメ

団地から転落か　寄居で男性死亡　６日午後８時５０分ごろ、深
谷地区消防本部から１１０番があり、大里郡寄居町内にある団
地の階段脇に倒れていた同町の無職男性（５２）を寄居署員が

埼玉新聞 2006/11/8 19 事故

けがを見逃し保護男性死亡　埼玉・寄居　６日午後１１時ごろ、
埼玉県警寄居署の保護室で一時保護中の同県寄居町鉢形、
無職、原正一さん（５２）が息をしていないのに署員が気付い
た。原さんは病院に搬送されたが、７日午前０時４０分ごろ死亡

毎日新聞 2006/11/8 27 事故

自宅から転落？保護中男性死亡　６日午後１１時ごろ、寄居署
の保護室で、収容中の同町の無職男性（５２）が動かないことに
署員が気づき、病院に搬送したが死亡が確認された。

産経新聞 2006/11/8 25 事故

警察で保護男性死亡　寄　居　寄居署は７日、同署で保護して
いた無職男性（５２）が死亡したことを発表した。保護室で男性
が動かなくなっている見回りの署員が気づき、病院に運んだが

朝日新聞 2006/11/8 31 事故

荒川流域の中学生環境テーマに交流　秩父でサミット　「第２回
荒川中学生サミット」が７日、秩父市立荒川中体育館などで開
かれた。荒川流域の寄居町、熊谷市、さいたま市、草加市、東
京都荒川区の中学生２０人と、秩父市内の中学生代表３００人

読売新聞 2006/11/8 35
荒川中学
生サミット

◆走行距離８０㌔、タクシー無賃乗車　寄居署は８日、住所不
詳、職業不詳の男（６４）を詐欺の現行犯で逮捕した。

読売新聞 2006/11/9 35 詐欺

タクシー料金不払いで逮捕　８日午後１時ごろ、寄居町露梨で
「タクシー代金を払わない者がいるとタクシー運転手（６０）から１
１０番ん通報があった。寄居署員が駆けつけたところ、男が無賃
乗車を認めたため、詐欺（無賃乗車）の現行犯で男を逮捕し

産経新聞 2006/11/9 27 詐欺

▼無賃乗車の男を逮捕・寄居署　寄居署は８日、詐欺の現行
犯で、住所・職業不詳の男（６４）を逮捕した。

埼玉新聞 2006/11/9 15 詐欺

リトルシニア　＜フレッシュマン大会＞日本リトルシニア北関東
支部（１年生大会）は３－５日、越谷シニアグラウンドなどで１回
戦から３回戦までの３８試合が行われ、ベスト８が決まった。▽１
回戦　庄和０－７寄居（５回コールド）　▽２回戦　寄居８－４蕨
１－５　寄居 ▽３回戦　佐野８－２寄居

埼玉新聞 2006/11/9 11 野球

稔　みのり　前線　ミカン狩り　●埼玉　★風布・小林ミカン山
（寄居町風布、金尾、秩父鉄道波久礼駅から徒歩３０分）合わ
せて２０軒がある。１２月中旬まで。

東京新聞 2006/11/9 21 ミカン狩り

気分は戦国武将！　親子甲冑ウォーク行われる。（寄居町）１１
月３日から５日にかけて。（鉢形城歴史館主催)

埼北よみ
うり

2006/11/10 3
鉢形城歴
史館（甲冑
ウォーク）

埼玉歌壇　　星野　光二　選　（寄居）石澤邦彦、(同）吉澤　祥 埼玉新聞 2006/11/10 7 埼玉歌壇
○柔道（第１日・県武道館）[男子]▽個人５５㌔級準決勝　加
賀（さいたま東浦和）　優勢　新　井（寄居男衾）▽同６６㌔級準
決勝　丹　下（同）　一本勝ち　小　川（川口西）▽同決勝　富
沢　一本勝ち　丹　下　[女子]▽個人４４㌔級準決勝　関　口
（同)　優勢　星　川（川口西）▽同決勝　太　田　一本勝ち　関
口　▽同４８㌔級準決勝　南　（川口戸塚）　優勢　新　井（同）
▽同６３㌔級準決勝　鳥　塚（同）　一本勝ち　中　島（草加谷
塚）▽同決勝　鳥　塚　優勢　福　島▽同７０㌔級準決勝　与古
田（朝霞三）　一本勝ち　片　田（同）▽同７０㌔超級準決勝　内
田（同）　一本勝ち　池田（行田西）、西　沢（（さいたま上大久
保）　一本勝ち　橋　本（同）▽同決勝　西　沢　優勢　内田

埼玉新聞 2006/11/10 9
中学生新
人大会

全国中学駅伝県予選１２日号砲　第１４回全国中学駅伝予選を
兼ねた第７２回埼玉駅伝中学の部は１２日、熊谷スポーツ文化
公園陸上競技場および公園内特設コースに男女各６２校が参
加して行われる。スタートは女子が午前９時３０分、男子は同１０
時５０分。男子　小川東、男衾など混戦必至　男子は小川東、
寄居男衾、熊谷富士見を軸に混戦だ。

埼玉新聞 2006/11/10 9 中学駅伝



園児らに生演奏　県立寄居高吹奏楽部　誕生会プレゼント　寄
居　県立寄居高校ブラスバンド部が８日、寄居町赤浜の星の子
幼児園の誕生会に出演し、園児たちに生演奏のプレゼントをし

埼玉新聞 2006/11/10 15 演奏会

イベント情報　■ハイキング■　◆味覚狩りハイキング「秋の里
山を訪ねる（風布みかん狩り）ハイキング（寄居）１１日、寄居駅

埼玉新聞 2006/11/10 15 ミカン狩り

わくわくさ～くる　１２日に結成２０周年の舞台　混声合唱よりい
（寄居）　今月１２日には、寄居町中央公民館ホールで記念の
チャリティーコンサートを開催する。

埼玉新聞 2006/11/10 15
混声合唱
よりい

男子生徒を　ＹＥＳ係　埼玉県北部の町立中学校の男性教諭
（４１）が、担任する３年生のクラスで、男子生徒３人を「ＹＥＳ係」
と呼び、教材を運ばせるなどしていたことが１０日、分かった。

読売新聞
（夕刊）

2006/11/10 18
教育（学
校）

地名を歩く（２４）　風　布(ふうっぷ)（寄居町）　～豊かな自然名
水の里～　寄居西部の山間部。寄居町観光協会の石川光男さ
ん（６４）によると、地名の由来は、山あいからわき出てくる雲が、
風に棚引く布のように見えたことから、その名が付いたとの説が

読売新聞 2006/11/11 32 地名を歩く

「ＹＥＳ係」生徒に雑用　中学教諭注意　埼玉県寄居町の町立
中で３年生の担任の男性教諭（４１）が、クラスの男子生徒３人を
言いなりになるかのように「ＹＥＳ係」と呼び、教材運びなどの雑
用をさせていたことが１０日、分かった。

産経新聞 2006/11/11 30
教育（学
校）

○柔道　（最終日・県武道館）　女子の東松山南は準決勝で寄
居男衾に１－１の内容勝ち。　［男子］▽団体準々決勝　寄居男
衾２－１さいたま田島　▽同準決勝　川口西３－０寄居男衾
［女子］団体準々決勝　寄居男衾３－０川口十二月田　▽同準
決勝　東松山南１－１寄居男衾　（内容勝ち）

埼玉新聞 2006/11/11 9
中学生新
人大会

今週のホームラン　１１月４日＝野沢光輝（寄居リトルシニア）
埼玉新聞 2006/11/11 13

野球（ホー
ムラン）

寄居　自然の中散策　寄居町で町民ハイキングが１１日開催さ
れ、町民ら２５人が川や山など自然の中で散策を楽しんだ。

朝日新聞 2006/11/12 37
町民ハイキ
ング

ツキノワグマ　出没急増　崩れる人里との垣根　捕獲、過去最
高２８頭　餌の木の実不作　放棄の農耕地増える　県内でこの
秋、ツキノワグマの出没が急増し、秩父市や寄居、鳩山町、日
高市などで捕獲が相次いだ。　「捕獲・対処法マニュアルを」

読売新聞 2006/11/12 35 子グマ

子熊助けた男性に共感　インターネットで埼玉ニュースを見る
と、それは寄居町藤田の宗像神社脇の町道で、発見追い掛け
ると２０㍍の杉の木のてっぺんに登ってしまい、下りることができ
なくなったというものでした。町などから射殺案が出されたとこ
ろ、猟友会の杉山隆さんが「撃ち殺すには幼すぎる、共存でき
るものは共存した方がいい」と提案して、無事保護となりました。

埼玉新聞 2006/11/12 18 子グマ

寄居男衾、大会新で初Ｖ　県中学駅伝　第１４回全国中学駅伝
の県予選を兼ねた第７４回埼玉県駅伝中学の部葉１１日、熊谷
スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内周回コース（男子６
区間１８・２６㌔、女子５区間１２・２６㌔）に、各地地区予選を勝
ち抜いた男女各６２校が参加して行われ、男子は寄居男衾が
大会新記録を樹立する５６分５６秒で初優勝。チーム一丸、夢
つかむ　３位でたすきを受けたアンカー小山が熊谷富士見、小
川東」を逆転。そのまま右手を突き立てゴールに飛び込んだ。
［男子総合成績］①寄居男衾　５６分５６秒（設楽啓、野島、伊

埼玉新聞 2006/11/12 6
県中学駅
伝

　寄居男衾　男子　坂戸住吉　女子　初Ｖ　県駅伝競走大会
中学校の部　来月、全国大会へ　山口で１５、１６日　（第７４回）
１１日、熊谷スポーツ文化公園で開かれた。県内の代表１２４
チーム（男女各６２チーム）。男子は、寄居男衾が初の栄冠に輝
いた。［男子１０位まで］（１区３・２６㌔、２～６区３・０㌔）　①寄居
男衾　１区：③設楽　啓太　２区：⑭野島　　敦　３区：①伊藤　銀
河　４区：①設楽　悠太　５区：⑱轟　和幸　６区：①小山　　司

読売新聞 2006/11/12 34
県中学駅
伝

◆寄居地区労働講座（寄居）　１４日午後６時３０分～８時、同中
央公民館。

埼玉新聞 2006/11/14 15 講座



新人体育大会中学軟式野球大会　（１１月１日、さいたま市）埼
玉県中学校新人体育大会兼第１９回県民総体体育大会中学
校野球の部の最終日、さいたま市営球浦和球場で準決勝、決
勝の３試合が行われた。［野球］(ベスト１６の記録）寄居中７－６
立教新座中　（サドンデス）　▽準々決勝　（１０月３１日）　横瀬

朝日新聞
（埼玉少
年少女ス
ポー）

2006/11/15 ２２３Ａ
中学軟式
野球

●寄居の荒川に女性の遺体　１５日午前１０時２０分ごろ、寄居
町末野の荒川で、遺体を寄居署員が発見した。調べでは、遺
体は近くに住む無職の女性（８１）で。

朝日新聞 2006/11/16 35 事故・事件

◆横断中の８８歳女性はねられ死亡　１５日午前９時半ごろ、寄
居町寄居の県道を横断していた、同町富田の、無職女性が乗
用車にはねられ。

朝日新聞 2006/11/16 35 交通事故

８１歳女性を遺体で発見　寄居の荒川河川敷　１５日午前１０時
２０分ごろ、寄居町末野の荒川左岸の河川敷で、１３日から行方
が分からなくたっていた近くの女性が。

東京新聞 2006/11/16 24 事故・事件

犬の散歩の方も、ぜひ、明かりを　主婦　沼倉左恵子７９（埼玉
県寄居町）

毎日新聞 2006/11/16 6
「記者の
目」への意

俳句　■星野　光二選　　寄居・小渕美津子、同・町田　節子 毎日新聞 2006/11/16 25 俳句
いいいろ塗装の日　◆寄居◆１１月１６日は、「いいいろ塗装の
日」。日本塗装工業会埼玉支部は同日、身体障害者療護施設
「埼玉療護園で塗装ボランティアを行った。

読売新聞 2006/11/17 33
いいいろ
塗装の日

埼玉俳壇　星野　光二　選　（寄居）石澤　邦彦 埼玉新聞 2006/11/17 7 埼玉俳壇
地元産ハーブ茶も販売　あすから産業文化祭　寄　居　寄居町
の産業と文化の祭典「第３３回産業文化祭」が１８、１９日、同町
寄居の町立総合体育館・アタゴ記念館と特設会場で開催され

埼玉新聞 2006/11/17 15
産業文化
祭

わくわく　さ～くる　おしゃべりまで楽しく　寄居町カラオケ愛好
会　活動場所＝寄居町中央公民館　活動日＝毎週水曜午後７
時３０分から９時４５分。

埼玉新聞 2006/11/17 15
寄居町カラ
オケ愛好
会

花火を幻想的に　来月１０日まで　岩田さんが写真展　寄　居
寄居町在住の写真家岩田省三さん（６８）の写真展「華飾り」が１
２月１０日まで、同町寄居の「日本料理店「喜楽」で開催中。　展
示作品は縦長全紙大の１０点。「今後は横位置の作品にも挑戦
してみたい」と話す岩田省三さん＝寄居町寄居の日本料理店

埼玉新聞 2006/11/17 15 写真展

あす決勝　第８６回全国高校埼玉大会は１８日、熊谷ラグビー
場で決勝が行われ、２年連続２度目の栄冠を目指す第１シード
深谷と２年ぶり１１回目のタイトルを狙う正智深谷が対戦する。
深谷：バックスはＵ－１９（１９歳未満）日本代表候補のＷＴＢ大
久保が、俊足を飛ばしてトライ。　俊足を生かした決定力を誇る
深谷のＷＴＢ大久保（寄居町在住）

埼玉新聞
（スポー
ツ）

2006/11/17 10
高校ラグ
ビー

高校ラグビー・サッカーの全国大会出場をかけた県大会決勝
が今週末に行われる。第８６回全国高校ラブビー県大会決勝は
１８日午後２時３５分から熊谷ラグビー場であり２年連続２回目の
出場目指す深谷と、２年ぶり１１回目の全国を狙う正智深谷が
対戦。深谷：５０㍍５秒８のＷＴＢ大久保教全選手がトライゲッ

朝日新聞 2006/11/17 28
高校ラグ
ビー

短歌　太田　絢子　選　寄居町　町田　節子 読売新聞 2006/11/18 32 よみうり文
施設の壁や天井をボランティア塗装　いいいろ塗装の日　１１月
１６日の「いいいろ塗装の日」にちなみ日本塗装工業会県支部
の会員らが同日、寄居町藤田の身体障害者療護施設「埼玉療
護園」の壁や天井の塗装をボランティアで行った。

毎日新聞 2006/11/18 23
いいいろ
塗装の日

死因は水死　寄居・荒川の水死体　大里郡寄居町末野の荒川
で死亡しているのが見つかった同町の無職女性（８１）につい
て、寄居署は１６日、死因を水死とする解剖結果を発表した。

埼玉新聞 2006/11/18 18 事故・事件

★寄居町の荒川の女性遺体は水死 東京新聞 2006/11/18 24 事故・事件
荒川図画コンクール　受賞作２１６点決まる　「平成１８年度荒川
図画コンクール」の表彰式が１７日、川越市の川越東武ホテル
で行われた。今年で１７回目。今年も県内３３自治体の１９１小
学校から１１３３７点の応募があり。　［特選］関根朱音（寄居小１
年）　受賞作品の展示会場は、７会場を巡回。県立川の博物館

埼玉新聞 2006/11/18 18
荒川図画
コンクール



◇第３６回小鹿野ロードレース（１０月１５日・小鹿野町役場前発
着）、参加者９５９人）▽小学生男子（１㌔）①浅見恵祐（寄居
町）③松山セナ（同）④内田健太（同）⑤大塚熱（同）▽中学生２
年男子（３㌔）⑦松山健吾（同）▽中学３年生男子（３㌔）①設楽
啓太（同）②小山司（同）③設楽悠太（同）⑦奥優貴（同）▽小学
生女子（１㌔）①谷津花菜（同）②深沢陽（同）③高田千絢（同）
⑤岡村香菜（同）⑦池野咲真（同）

さいたま
報知

2006/11/19 6
ロードレー
ス

第１４回全国中学駅伝埼玉県予選　１１月１１日、熊谷スポーツ
公園特設コースで行われ、女子の坂戸住吉が初優勝を飾っ
た。男子は寄居男衾が初優勝、男女とも優勝校が全国大会（１
２月２５日・山口）、上位３校が関東大会（１２月３日・栃木）に出
場する。　男子　接戦制し初Ｖ　寄居男衾　右手を突き上げ
ゴールする寄居男衾のアンカー、小山

さいたま
報知

2006/11/19 8 中学駅伝

県中学ラグビー・ベスト１５　県ラグビー協会は１８日、本年度の
県中学生ベストフィフティーンを発表。［ベストフィフティーン］
ＢＫ⑮大久保規全（寄　居）

埼玉新聞 2006/11/20 6
中学ラグ
ビー

景気ウオッチ　埼玉、工業県に変貌中　ホンダの福井威夫社長
はこう話す。同社が約３０年ぶりとなる国内新工場の建設場所
に選んだのは、埼玉県北西部の寄居町。

日本経済
新聞

2006/11/20 26 工場誘致

埼玉歌壇　関田　史郎　選　（寄居）　吉澤　祥匡 埼玉新聞 2006/11/21 7 埼玉歌壇
◆宮城道雄の世界を訪ねて～朗読と筝曲演奏の集い（寄居）１
２月３日午後２時から町立図書館２階視聴覚室。

埼玉新聞 2006/11/21 15 催し

寄居が優勝　行田を８－４で破る　［リトルシニア］＜北部ブロッ
ク長杯＞日本リトルシニア北関東支部北部ブロック長杯は１８、
１９日行田総合公園野球場などで決勝までが行われ、着実に
得点を重ねた寄居が行田を８－４で下し、優勝した。▽準々決
勝　寄居４－０加須▽準決勝　宇都宮０－４寄居　▽決勝　行
田４－８寄居　甲子園目指して頑張れ寄居・常木正浩監督の話
気持ちよく卒団できる　寄居・田島一成主将の話

埼玉新聞
（スポー
ツ）

2006/11/21 9
北部リトル
シニア

俳句　■星野　光二選　寄居・町田　節子 毎日新聞 2006/11/23 24 俳句
「荒川」テーマに６６点　小学生コンクール優秀作品　都県７カ
所を巡回　今回１７回目の開催となる。展示作品は、応募総数１
万１千３３７点の中から選ばれた最優秀賞受賞作品など計６６
点。▽寄居町の県立川の博物館（１２月２日－１７日）

東京新聞 2006/11/23 27
荒川図画
コンクール

県北　ホンダ効果　地元に　受け入れへ推進組織　ＯＢ長竹氏
アドバイザーに　寄居町商工会　ホンダ新工場の進出でビジネ
スチャンスを切り開こうと、寄居町商工会は２１日、地元で　ホン
ダ効果　を上げるためのプロジェクトチームを立ち上げた。

埼玉新聞 2006/11/23 15 工場誘致

関東高校駅伝　２５日号砲　男子第５９回、女子第１５回　千葉
県総合ＳＣ東総運動場折り返しコースでに関東一都７県の予選
を勝ち抜いた男女各４８校が参加して行われる。男子は、県予
選で１３連覇を飾った埼玉栄に４ねんぶりの優勝の期待がかか
るほか、東農大三は４年連続、武蔵越生は初の入賞を目指す。
武蔵越生　区：４　選手名：宇野博之　年：２　出身中：寄居男
衾、補　奈良優希　２　寄居城南、補　坂本寛幸　２　寄居城南

埼玉新聞
（スポー
ツ）

2006/11/23 7
関東高校
駅伝

子育てママも楽しんで　託児所付き　陶芸などの体験講座　中
央公民館　寄　居　育児に忙しいお母さんを対象に体験講座と
託児をセットにした「子育てママのチャレンジ教室」が寄居町中
央公民館で開かれている。

埼玉新聞 2006/11/24 9

体験講座
（中央公民
館ママチャ
レンジ）

〔とっておき〕　よるべ　寄居店　大里郡寄居町寄居１６２３－５
創作料理でおもてなし…ランチもスターと★

埼北よみ
うり

2006/11/24 ６８３（7）
グルメス
ポット

寄居町　平成１１年から白鳥が飛来するようになった寄居町の
かわせみ河原（県立川の博物館そば）。１月をピークに３月中旬
ごろまで見られる。〔立ち寄りスポット〕日本の里風布館

埼北よみ
うり

2006/11/24 ６８３（12）
県北の白
鳥飛来地

癒しの世界「透明水彩画展」開催　寄居町在住の画家・清澤正
孝さんの透明水彩画展が１２月４日（月）より１０日（日）まで、本
庄市児玉町のレストラン「夢工房仲町」の２階ギャラリーにて行

埼北よみ
うり

2006/11/24 ６８３（12） 絵画展



公明区議６人全員辞職へ　政務調査費　不適切に支出　目黒
区　２４日、辞職願を議会に提出した。辞職願を提出した区議：
島崎孝好氏（６４）埼玉県寄居町の中学卒業後。

東京新聞 2006/11/25 1
目黒区議
の辞職

寄居・非現住建造物等放火容疑で男を追送検　２４日、寄居町
富田、無職を逮捕。（寄居署調べ）

毎日新聞 2006/11/25 27 放火

東松山少年野球連盟会長杯争奪　第１８回。１９日、中原球場
などで３回戦と準々決勝の１２試合が行われ、」４強が出そろっ
た。▽３回戦　一小フランドリー（（飯能）８－１マッキーズ（寄居）

埼玉新聞
（スポー
ツ）

2006/11/25 9 少年野球

今週のホームラン　１１月１９日＝加藤六磨（マッキーズ） 埼玉新聞
（スポー
ツ）

2006/11/25 9 少年野球

▼３件連続放火の男を送検・寄居署　寄居署は２４日までに、
非現住建造物等放火容疑で、寄居町富田、無職を。

埼玉新聞 2006/11/25 15 放火

◆放火容疑で追送検　　寄居署は２４日、寄居町富田、無職 読売新聞 2006/11/25 35 放火
寄居工場から世界へ　本田技研製作所所長が講演　さいたま
第４回埼玉ビジネスネットワークセミナーが２８日、さいたま市浦
和区で行われ約１００人が参加。大里郡寄居町にできる同社の
新工場について解説。

埼玉新聞 2006/11/29 2 工場誘致

伝統芸能愛好家１年の成果披露　寄　居　寄居町の寄居ﾐｭｰ
ｼﾞｯｸ協会は２６日、町中央公民館で第２３回合同発表会を開い

東京新聞 2006/11/29 27
寄居ミュー
ジック協会

埼玉県中学校駅伝大会　寄居男衾（男子）と坂戸住吉（女子）
初Ⅴ　［１１月１１日、熊谷市］第１４回全国中学校駅伝競走大会
埼玉県予選兼第７４回埼玉県駅伝競走大会が熊谷スポーツ文
化公園陸上競技場（周回コース）で行われ。　駅伝　男衾中、
設楽悠が区間新の力走　〔〔男子の記録〕①寄居男衾（設楽啓
太・野島敦・伊藤銀河・設楽悠太・轟和幸・小山司）５６分５６秒
＝大会新　〔男子区間賞〕▽３区　伊藤銀河（寄居男衾）９分２１
秒＝区間新▽３区　設楽悠太（同）９分５秒＝区間新▽６区　小

朝日新聞
（埼玉少
年少女ス
ポー）

2006/11/29 3・２２４
県中学校
駅伝

ラグビー　■中学校新人ラグビー大会（１１月１日～１８日、県営
熊谷ラグビー場）〔対戦トーナメントの記録〕▽１回戦（１１月１
日）深谷明戸中４０－１２寄居中

朝日新聞
（埼玉少
年少女ス
ポーツ）

2006/11/29 3・２２４ ラグビー

柔道　新人大会中学柔道　（１１月１０日、上尾市）中学校新人
体育大会兼県民総体柔道の部の個人戦と団体戦が１１月９日、
１０日、上尾市の県立武道館で行われ。〔男子団体ベスト１６の
記録〕寄居男衾中５－０三芳藤久保▽準々決勝　同２－１さい
田島中▽準決勝　川口西中３－０同　〔女子団体ベスト１６の記
録〕同３－０加須西中▽準々決勝　同３－０十二月田中▽準決
勝　東松山南中１（内容）－１同　〔男子５５キロ級〕▽準決勝
加賀俊将（東浦和）　判定　新井　翔（同）　〔男子６６キロ級〕▽
準決勝　丹下大輔（同）　一本勝　沼　稜太（（嵐山菅谷）▽決
勝　富沢祐一（田島）　一本勝　丹下大輔　〔女子４４キロ級〕▽
準決勝　関口千春（同)　有効　星川文江（（川口西）▽決勝　太
田千鶴　一本勝　関口千春　〔女子６３キロ級〕▽準決勝　鳥塚
成美（同）　一本勝　中島佳奈（草加谷塚）▽決勝　鳥塚成美
判定　福島萌衣　〔女子７０キロ級〕▽準決勝　与古田花愛（朝
霞三）　一本勝　片田彩加（同）　〔女子７０キロ超級〕▽準決勝
内田　光（同)　一本勝　池田　歩（行田西）、西澤さゆり（上大久

朝日新聞
（少年少
女スポー
ツ）

2006/11/29 ２・２２４ 中学柔道

歌壇　川口美根子　選　（寄居）旭　政則　、水野　昌雄　選
（同）安良岡正二

朝日新聞 2006/11/30 32 歌壇

短歌　■加藤　克巳選　寄居・高橋　達男　、（同）・大森カツ子
俳句　■星野　光二選　同・小渕美津子

毎日新聞 2006/11/30 25 短歌・俳句

木登り子グマ　やっと新居に　県営大宮公園小動物園へ　寄居
町、各地の動物園にべもなく… 寄居町でスギの木に登り、約３
０時間後に捕獲されたツキノワグマの子グマが３０日、受け入れ
先に決まった県営大宮公園の小動物園に引き取られた。

東京新聞 2006/12/1 24 子グマ



寄居の子グマ　引越し　大宮公園の小動物園へ　「幸せになっ
てほしい」　大里郡寄居町と日高市で捕獲された野生の子グマ
について、県は３０日、２頭を山に戻さず、動物園などで飼育す
ることを発表した。いずれも１歳未満で「山で生きるのは難しい」

埼玉新聞 2006/12/1 1 子グマ

寄居の子グマ、大宮へ　なれるまで展示見合わせ　寄居町で１
０月２７日に捕獲され、動物病院に保護されていたメスの子グマ
が３０日、県営大宮公園の小動物園に収容された。山へ返すこ
とも一時検討されたが、県みどり自然課は「幼いため、単独で
生きていくのは不可能で、やむを得ない」と説明。

産経新聞 2006/12/1 27 子グマ

寄居、日高で捕獲の子グマ２頭　動物園などで飼育　１０月２７
日に寄居町、１１月４日に日高市で捕獲された子グマ２頭が動
物園などで飼育されることになった。寄居町の子クマ（体長６０
㌢、体重８・５㌔）は３０日、動物病院から県営大宮公園小動物

毎日新聞 2006/12/1 25 子クマ

ろう城　子グマ、動物園に　寄居町の宗像神社境内で１０月、高
さ約２５㍍の木の上で約２９時間半にわたって　ろう城　後捕獲
された子クマが３０日、県営大宮公園・小動物園に収容された

読売新聞 2006/12/1 32 子クマ

開けるときワクワク　アマ陶芸家　松崎さん　「遊芸窯」で火入れ
寄　居　寄居町桜沢のアマチュア陶芸家松崎秀広さん（５７）の
「遊芸窯」で３０日、陶器を焼く窯の火入れが行われた。

埼玉新聞 2006/12/1 11 陶芸

◆宮城道雄の世界を訪ねて　３日（日）午後２時、寄居町立図 朝日新聞 2006/12/1 32 催し
◆岩田省三　写真展　１０日（日）までの（前）１１時半～（後）９
時　寄居町寄居の日本料理喜楽。同町在住

朝日新聞 2006/12/1 32 写真展

俳句　東城伸吉選　▽入選　寄居・石澤　邦彦、同・田中美枝
子、同・真下　安雄、同・清水きみ子、同・福田　秋子、同・山田
静子、同・出牛　一郎、同・瀬上　幸子、同・町田　節子

お茶の間
ジャーナ
ル

2006/12/1 第５１３号 俳句

★同僚刺した造園会社社員の男を殺人未遂で逮捕　　寄居署
は１日、殺人未遂の疑いで、寄居町用土、造園会社社員（３４）
を逮捕した。

東京新聞 2006/12/2 22 犯罪

県内１０大ニュース　９月　（３６）寄居町で子クマ捕獲騒動（２６
日）。　地元猟友会が翌２７日に捕獲。

読売新聞 2006/12/2 32
県内１０大
ニュース

関東中学駅伝　第１５回関東中学駅伝は３日、栃木県奈須野
が原公園周回コースに一都７県の予選を勝ち抜いた男女各２５
校が参加して行われた。県予選で初優勝した寄居男衾は振る
わず、１２位に終わった。［県勢区間最高成績］▽１区　（３・７８
㌔）③設楽啓太（寄居男衾）１０分５９秒▽２区　（２・９５７㌔）②

埼玉新聞
（スポー
ツ）

2006/12/4 11 中学駅伝

埼玉歌壇　今月の選者　加藤　克巳　　（寄居）　中里　佐和 埼玉新聞 2006/12/5 6 埼玉歌壇
さいたまシティマラソン大会　［１１月１９日、さいたま市］駒場スタ
ジアム行われ、県内外から３８３２人が参加した。小学５・６年の
部は宮津旭（川越名細小）と谷津花菜（寄居鉢形小）が優勝を
かざった。　小学５・６年女子優勝谷津花菜選手（寄居鉢形小）
の話　［女子の記録］▽小学５･６年（３ｋｍ）①谷津花菜（寄居

朝日新聞
（埼玉少
年少女ス
ポ）

2006/12/6 225Ｂ マラソン

寄居町中学生女子ソフトボール大会［１１月１９日、寄居町]第４
回寄居町体育協会会長杯中学女子ソフト大会の決勝が寄居
町立城南中学校グラウンドで行われた。　［順位決定戦］▽５、６
位決定戦　寄居中２３－５熊谷大幡中　［個人賞］優秀選手　宮

朝日新聞
（埼玉少
年少女ス
ポ）

2006/12/6 225Ｂ
ソフトボー
ル

どうなん!?そうなん　寄居・姥宮神社　山里守るカエルのこま犬
「姥」の文字からユニーク連想　寄居町風布の姥宮（とめみや）
神社にカエルのこま犬がいる。　■建立は１３年前

埼玉新聞 2006/12/7 15
カエルのこ
ま犬

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）石澤　邦彦 埼玉新聞 2006/12/8 9 埼玉俳壇
楽しく体を動かせ　シニア体操教室　寄　居　寄居町中央公民
館主催の「シニアのための健康体操教室」が７日、全５回の日
程を終えた。「笑顔で健康に」をテーマにした教室。

埼玉新聞 2006/12/8 15
シニア体
操教室（中
央公民館）

グルメ情報　うどん　めん小屋（寄居町）　寄居町富田２９３９－５
℡０４８－５８２－５５１８

埼北よみ
うり

2006/12/8 684・12 グルメ

小中学生俳句コンクール　第１３回　感性豊か１万２３１３人応募
表彰式は、１０日午後２時から桶川市のさいたま文学館で行わ
れる。　佳　作　［小学生低学年の部］高橋海友（寄居・鉢形）

朝日新聞 2006/12/9 28 俳句

◆ゴルフ＆クリスマスコンサート（寄居）１９日午前８時から、同町
牟礼の森林公園ゴルフ倶楽部。

埼玉新聞 2006/12/12 15 催し



埼玉歌壇　加藤　克巳選　（寄居）松村　章子 埼玉新聞 2006/12/12 6 埼玉歌壇
短歌　■加藤　克己選　寄居・大森カツ子　俳句　■星野　光
二選　同・小渕美津子、同・町田　節子

毎日新聞 2006/12/14 23 短歌・俳句

大宮公園で待っているよ！　寄居で保護　木登り子グマ　１６日 東京新聞 2006/12/14 24 子グマ
県会一般質問から主なやりとり　県北企業に技術支援必要　岡
部　三郎氏（自民、熊谷市）［質問］県の企業誘致の結果、ホン
ダ進出が決まるなど、経済効果が期待される。［飯島産業労働
部長答弁］ホンダが寄居町に進出することが決まり、関連企業
の立地も期待されている。

埼玉新聞 2006/12/14 2
県会一般
質問

町史普及版増刷し販売　寄　居　寄居町教委は、「寄居町の歴
史」（３７６㌻、１５００円）を増刷し、同町鉢形の鉢形城歴史館受
付で販売している。

埼玉新聞 2006/12/15 18
町史（普及
版）

「寄居」の子グマ公開　あすから県営大宮公園小動物園　大里
郡寄居町の住宅街に出没史、捕獲されたツキノワグマの子グマ
１６日から、公開される。同時に名前の投票を行い、クリスマスイ
ブに決定する。

埼玉新聞 2006/12/15 19 子グマ

寄居の子グマ　名前付けて！あす公開、投票　寄居町で１０月
に保護され、県営大宮公園に引き取られたツキノワグマの子供
が、あす１６日から同公演内の小動物園で公開される。名前は
園が「ツキ子」「クー子」「カンナ」「ヨリー」（寄居町から）「クマリ

産経新聞 2006/12/15 27 子グマ

県スポ少　過去最多の９４人　長年の指導者に敬意と激励　平
成１８年度県スポーツ少年団の表彰式が９日、さいたま市の県
民健康センターで約１００人参加して行われた。　[表彰者]「北
部ブロック」　鳥塚精子（寄居鉢形ジュニアバレー）

埼玉新聞
（スポー
ツ）

2006/12/16 9 県スポ少

◆おはなし会（寄居）１６日、午前１１時～正午　町立図書館視
聴覚室。

埼玉新聞 2006/12/16 15
催し（おは
なし）

◆ミニシアター（寄居）２１日午後３時から、町立図書館視聴覚 埼玉新聞 2006/12/16 15 催（映画）
◆親子ミニシアター（寄居）来年１月５日午後２時から、町立図
書館視聴覚室。

埼玉新聞 2006/12/16 15
催し（映
画）

わたしの名前選んでね　寄居で保護の子グマ　大宮公園小動
物園で公開　埼玉県寄居町で今年１０月末に保護された子グ
マが１６日から、県営大宮公園小動物園（さいたま市）で一般公

日本経済
新聞

2006/12/16 35 子グマ

ろう城　クマ　一般公開　大宮の動物園　きょうから　２４日、命
名　寄居町で１０月、神社境内の高さ約２５㍍の木の上に約２９
時間半。ろう城し、捕獲された雌の子グマが、大宮公園・小動
物園（さいたま市＝大宮区）で１６日から一般公開される。

読売新聞 2006/12/16 33 子グマ

木の上が好き?　保護の子熊公開　さいたまの動物園　　寄居
町で１０月末、木の上で丸１日以上動けなくなり保護された子熊
が１６日、さいたま市大宮区の県営大宮公園・小動物園で公開

朝日新聞 2006/12/17 35 子グマ

女子　坂戸住吉、。逆転許し３位　男子　寄居男衾が１０位
全国中学駅伝　第１４回全国中学校駅伝は１６日、山口県セミ
ナーパーククロスカントリーコースで行われた。男子は寄居男衾
が５８分２６秒で１０位。　男子　９人抜きを演じ、１０位でゴール
する寄居男衾のアンカー小山　◆寄居男衾の区間、通過記録
◆　区間：１　選手名：設楽　啓太　区間記録：(３)９分１０秒８（区
間新記録）　通過記録、２　伊藤　銀河　(８)９分２３秒　(４）１８分
３５秒、３　野島　　敦　（３９)１０分２１秒　(２３)２８分５６秒、４　設
楽　悠太　(２)９分３３秒　(１２）３８分２９秒、５　轟　和幸　(３５)１０
分２８秒　(１９)　４８分５７秒、６　小山　　司　(２)９分２９秒　(１０）

埼玉新聞
（スポー
ツ）

2006/12/17 10
全国中学
駅伝

▼酒気帯び運転で会社員を逮捕・寄居署　寄居署は１６日、業
務上過失傷害と道交法違反（酒気帯び逮捕）の現行犯で寄居
町寄居、会社員の男（４８）を逮捕した。

埼玉新聞 2006/12/18 13
交通（酒気
帯び）

よみうり文芸　俳句　榎本　好弘　選　寄居町　町田節子 読売新聞 2006/12/19 30 よみうり文
ホンダ　埼玉にエンジン工場　０９夏稼動　生産能力、年２０万
基　ホンダの福井威夫社長は１９日の会見で、埼玉県小川町に
四輪車用エンジン工場を新たに建設すると発表した。ホンダは
同県寄居町に完成車工場（１０年稼動予定）を建設することを

毎日新聞 2006/12/20 8 工場誘致



身近な話題　地域ニュース　ホンダ、小川に新工場　０９年稼動
低燃費車エンジン製造　ホンダの福井威夫社長は１９日、東京
都港区の本社で記者会見し。当初は寄居町に建設する四輪工
場内にエンジン工場を造る予定だったが、低燃費車の需要が
拡大し１０年以前に生産体制を整える必要が生じたという。寄
居町だけでなく、小川町にも経済効果が期待される。

毎日新聞 2006/12/20 23 工場誘致

寄居・振り込め詐欺で４３０万円だまし取られる　１９日午前１１
時半ごろ、寄居町の無職女性（７２）方に，同居する長男（３６）
の上司を装う男から

毎日新聞 2006/12/20 25 詐欺

ホンダ小川町進出　エンジン生産２００９年にも　寄居工場と一
体の体制も　１９日、小川町に自動車用エンジン工場を新設す
ると発表した。２０１０年に寄居町で自動車工場の稼動を予定し
ているが、この工場のエンジン生産部門を隣接する小川町に
移し、一足早い０９年の稼動を目指す。

読売新聞 2006/12/20 35 工場誘致

マラソン　第１４回小川和紙大会（１０日・埼玉伝統工芸会館発
着）[２㌔]◇小学生▽女子　①深沢陽（城南クラブ）７分１２秒

読売新聞 2006/12/20 33 マラソン

ホンダ　小川町にも新工場　エンジン生産　「寄居」から分離
本田技研工業は１９日、比企郡小川町に四輪車用の新エンジ
ン工場を建設することを明らかにした。　喜び　心から歓迎　小
川町　計画変更に落胆　寄居町

埼玉新聞 2006/12/20 1 工場誘致

エンジン工場１年前倒し　埼玉で２００６年稼動　ホンダ海外好
調、増産急ぐ　ホンダの福井威夫社長は１９日記者会見し。ホ
ンダは今年５月に埼玉県寄居町に総額７００億円を投じて、年
間２０万台規模の自動車工場を新設すると発表だったが、隣接
する小川町に新たな土地を購入、エンジン工場だけ独立して

日本経済
新聞

2006/12/20 9 工場誘致

ホンダ小川町に新エンジン工場　寄居の生産機能移管　県内３
拠点体制に

日本経済
新聞

2006/12/20 39 工場誘致

寄居でも７２歳女性が４３０万円　１９日午前１１時半ごろ寄居町
の無職女性（７２）方に、同居している教員の長男（３６）の学校
の教頭を名乗る男から。

東京新聞 2006/12/20 22 詐欺

玉淀ダム「撤去を」　荒川中流部　地元首長や住民が要望
「昔の川」回復求める　荒川中流部の玉淀ダム（寄居町）を撤去
し、自然の流れを回復するよう求める運動が、地元の寄居、長
瀞両町や秩父市の住民の間で高まっている。■「生態系分断」

朝日新聞 2006/12/20 35
荒川（玉淀
ダム）

長男の示談金　寄居で４３０万円　７２歳女性が被害　寄居町の
無職女性（７２）から１９日夕、寄居警察署に「だまされて４３０万
円を振り込んだ」と届け出があった。

朝日新聞 2006/12/20 35 詐欺

マラソン〔１２月３日、加須市〕第１１回加須こいのぼりマラソン大
会が加須市市民運動公園で行われた。　小学５～６年女子優
勝の谷津花菜（寄居鉢形小）　〔女子の記録〕▽２ｋｍ小学３～４
年　②野平梓　（寄居町城南クラブ）８分００秒　▽２ｋｍ小学５～
６年　①谷津花菜（寄居鉢形小）７分１０秒

朝日新聞
（埼玉少
年少女ス
ポー）

2006/12/20 226・１ マラソン

ホンダ　小川にも新工場　計画２町に分離　歓迎の小川　早々
と土地計画変更　縮小の寄居　「他部門で充実」期待　津久井
幹雄町長は「エンジン工場の２０㌶分は他の部門を充実させる
事も考えれれる。工場全体の規模は大きくなるので喜ばしい」と

朝日新聞 2006/12/21 35 工場誘致

短歌　■加藤　克己選　寄居・高橋　達男、同・町田　節子　俳
句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子、同・町田　節子

毎日新聞 2006/12/21 25 短歌・俳句

読者が選んだ県内１０大ニュース　⑩寄居町で子グマの捕獲騒
動　〔集計結果〕⑩寄居町で子グマの捕獲騒動　１６７票、⑳寄
居町にホンダの新工場建設計画　５２票

読売新聞 2006/12/21 30
県内１０大
ニュース

よみうり文芸　短歌　太田　絢子　選　寄居町・町田　節子 読売新聞 2006/12/22 33 よみうり文
埼北の七福神・十二支めぐりにでかけよう！　武州寄居七福
神、武州寄居十二支　守り本尊霊場めぐり　問い合わせ/寄居
町観光協会　℡０４８（５８１）３０１２

埼北よみ
うり

2006/12//22685・8
埼北の七
福神・十二
支めぐり

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）石澤邦彦 埼玉新聞 2006/12/22 9 埼玉俳壇
わくわく　さ～くる　活動時間はフレックス　陶彩会（寄居）　結成
８年を迎える陶芸サークル。活動場所：寄居町中央公民館

埼玉新聞 2006/12/22 15 サークル

２００６首長が選んだわが街５大ニュース 　寄居町　津久井幹雄 埼玉新聞 2006/12/22 14



エキナセアを特産品に　お茶とジャム商品化　寄　居　寄居町
で栽培されたハーブの一種。　エキナセアを使ったお茶とジャ
ム。栽培３年目からは、栄養分が豊富な根の部分も使えるように
なるため、新たな商品化を検討するという。

埼玉新聞 2006/12/22 19
寄居町の
特産品

みゅーじあむ　鉢形城歴史館（寄居町）２００４年１０月のオープ
ンから歴史ファンの人気を集め、４カ月足らずで入館者１万人

埼玉新聞 2006/12/22 19
鉢形城歴
史館

平成１８年埼玉ビジネスワーク第４回セミナーは、埼玉県への企
業誘致とモノづくりをテーマに２人の講演者を迎えて開催した。
埼玉県産業労働部企業誘致推進室長　星野喜治　氏　講演
「埼玉への企業誘致は今」、本田技研株式会社取締役常務執
行役員埼玉製作所長　小鷲照雄　氏　講演「県北埼玉からグ
ローバルへ新たな展開」　（講演は平成１８年１１月２８日）出席
者　津久井幹雄（寄居町長）、根岸安和（同助役）、加藤守利
（同企業誘致推進室長）、関根薫（同室長補佐）、松村義之（同

埼玉新聞 2006/12/22 6・7
埼玉ビジ
ネスネット
ワーク

◇サッカー　県少年新人戦大会北部地区予選（１０日・神川町
営グラウンドほか）［Ｂブロック]▽１回戦　寄居ＦＣ４－１熊谷西
▽準々決勝　寄居ＦＣ１－０フェヅンツＦＣ

埼玉新聞
（スポー
ツ）

2006/12/23 9 サッカー

▼窃盗の男を逮捕・寄居署　寄居署は２１日、窃盗の疑いで、
住所不定、無職（２７）を逮捕した。

埼玉新聞 2006/12/23 15 犯罪

寄居駅前にイノシシ　にぎわう商店街で大捕物　２３日午後３時
ごろ、寄居町寄居のＪＲ寄居駅南側約２００㍍の地点にイノシシ
が出現。買い物客などでにぎわう商店街で大捕物が展開され
た。イノシシは体長７０㌢のメス。２５日に寄居町役場に引き渡

東京新聞 2006/12/24 22 イノシシ

寄居駅近く　メスの子イノシシ大暴れ　２３日午後３時ごろ、寄居
町の寄居駅南口付近の道路で「イノシシが走り回っている」と寄
居署に通報があった。イノシシは体長約７０㌢のメスで、子どもと
みられる。２５日に町役場に引き渡すまで、同署で保護するとい

朝日新聞 2006/12/24 29 イノシシ

今度はイノシシ捕獲　市街地駐車場で７人がかり　寄居　２３日
午後３時ごろ、大里郡寄居町寄居の町営駐車場でイノシシが
走り回っているのを近くの住民が見つけ、寄居署に通報。同署
によると、イノシシは体長約７０㌢の雌で子どもらしい。

埼玉新聞 2006/12/24 17 イノシシ

子グマに「ヨリー」と命名　[大宮公園小動物園]　寄居町で１０月
に保護され、大宮公園小動物園で飼われている子グマの名前
が決まり、命名式が２４日あった。

毎日新聞 2006/12/25 23 子グマ

酒酔い運転容疑　中学教諭を逮捕　民家の庭先に車「覚えて
いない」　２３日午前３時２０分ごろ、熊谷市上之の民家で「庭先
で知らない車が動いている」と住人の男性から１１０番があっ
た。熊谷署員が駆けつけると、寄居町富田、熊谷市立三尻中
教諭（４４）がワゴン車の近くにいた。

毎日新聞 2006/12/25 23
交通（酒酔
い運転）

名前は「ヨリー」です　ろう城　子グマ　寄居町の宗像神社境内
で１０月、高さ約２５㍍の木の上に約２９時間半ろう城し、捕獲さ
れた雌の子グマの名前が決まった。２４日、さいたま市大宮区の
大宮公園小動物園で命名式があった。

読売新聞 2006/12/25 25 子グマ

酒酔い運転容疑　中学教諭を逮捕　熊谷署　２４日、寄居町富
田、熊谷市立三尻中学校教諭（４４）を道交法違反（酒酔い運
転）の疑いで逮捕した。

読売新聞 2006/12/25 25
交通（酒酔
い運転）

子グマの「ヨリー」です　「ヨリーです。よろしく」―。大宮公園事
務所は２４日、寄居町で１０月に保護された後、大宮公園小動
物園に引き取られたメスの子グマの名前が「ヨリー」に決定した

産経新聞 2006/12/25 19 子グマ

酒酔い運転で中学教諭逮捕　熊谷署は２４日、道交法違反（酒
酔い運転）の疑いで、寄居町富田、中学教諭（４４）を逮捕し

産経新聞 2006/12/25 19
交通（酒酔
い運転）

木登り子グマ　名前は「ヨリー」に　大宮公園小動物園　２４日の
命名式では、子グマ舎の前で名前を発表。（総投票数は８５１
票でヨリーが２０７票を獲得した）

東京新聞 2006/12/25 20 子グマ

酒酔い運転容疑中学教諭を逮捕　熊　谷　熊谷署は２４日、道
交法違反（酒酔い運転）の疑いで、寄居町富田、熊谷市立三
尻中学校教諭（４４）を逮捕した。

東京新聞 2006/12/25 20
交通（酒酔
い運転）



「ヨリー」です　よろしくね　寄居で捕獲の子グマに命名　県営大
宮公園小動物園で一般公開中の子グマの名前が２４日、「ヨ
リー」に決まった。

埼玉新聞 2006/12/25 16 子グマ

保護の子グマに「ヨリー」と命名　寄居町で保護され、さいたま
市の大宮公園・小動物園で公開されている子熊の名前が決ま
り、２４日、命名式が同園であった。

朝日新聞 2006/12/25 23 子グマ

●中学校教諭が酒酔い運転の疑いで逮捕　熊谷署は２４日、
熊谷市立三尻中学校教諭（４４）＝寄居町富田＝を道交法違
反（酒酔い運転）の疑いで逮捕した。

朝日新聞 2006/12/25 23
交通（酒酔
い運転）

◆寄居で民家全焼　２５日午後５時４０分ごろ、寄居町用土の民
家から出火、木造２階建て約７５平方㍍を全焼した。

読売新聞 2006/12/26 27 火災

埼玉歌壇　加藤　克巳選　（寄居）　中里佐和 埼玉新聞 2006/12/26 7 埼玉歌壇
◆新春干支展（寄居）　３、４日午前１０時～午後４時　同町寄
居のさいめん。干支にちなんだイノシシの雰囲気のある石など

埼玉新聞 2006/12/26 15 展示

寄居で建物火災　２５日午後５時４０分ごろ、大里郡寄居町用
土で改築中の建物から出火。

埼玉新聞 2006/12/26 19 火災

土砂災害警戒　新たに３６カ所　県が指定　県県土整備部は２
６日、土砂災害防止対策法に基づき、本庄市、大里郡寄居町、
児玉郡神川町内の３６カ所を警戒区域に指定した。市町村別
では、寄居町鉢形地内などが土石流４・急傾斜地２。

埼玉新聞 2006/12/27 1 災害

この一品　のどごしで味わう辛さ　市川ホルモン（寄居）のホル
モン　炭火焼　市川ホルモン　寄居町寄居９５９の１　℡０４８-５

埼玉新聞 2006/12/27 15 グルメ

攻撃力で上位を狙う　３年ぶり出場　埼玉中学選抜　あすからラ
グビー全国ジュニア大会　第１２回全国ジュニア大会は２９、３１
の両日、東大阪市の花園ラグビー場で行われる。１８チームが
参加。３年ぶり６度目の出場となる埼玉中学校選抜は実力上位
の８チームで争う第１ブロックに入り。[埼玉中学校選抜メン
バー]　ＢＫ　背番：⑫　選手名：大久保規全　学年：３　身長：１６
６　体重：６０　学校名：寄居、補欠　⑯　小林　太陽　３　１７６　７
２　同　[第１ブロック]２９日　①１２：４５　埼玉中学校選抜×九州

埼玉新聞
（スポー
ツ）

2006/12/28 10 ラグビー

国家公務員との給与差　県内市町村やや縮小　０６年平均９
５．７　埼玉県はさいたま市を除く、２００６年の県内市町村のラ
スパイレス指数を発表した。上昇率のトップは行田市の２．５ポ
イントで指数９７．４になつた。一方、低下率の最も大きいのは
寄居町の３．６ポイント。職員の給与カットなどが影響し、指数は

日本経済
新聞

2006/12/28 31
県内市町
村スパイラ
ル指数

山には戻れないけど…　元気いっぱい　子グマの「ヨリー」　さい
たま市・大宮公園小動物園　ことし１０月、埼玉県寄居町の住宅
街で木に上がったまま約３０時間とどまり捕獲されたツキノワグ
マの子グマが、大宮公園小動物園で公開されています。　人里
にクマ　ことしは過去最多の５０００頭を捕獲 　[クマ駆除件数]環
境省のまとめによると、４月から１１月末までに２７都道府県で５０
５９頭が捕獲。内訳は、北海道にしかいないヒグマが３２７頭、本
州のツキノワグマは４７３２頭。ヒグマは全頭、ツキノワグマは４２５
１頭が殺され、４８１頭が山に返されました。おそわれた人は、全
体で１４７人。そのうち５人が亡くなっています。

朝日小学
生新聞

2006/12/28 1 子グマ

記者ノート２００６＜１１＞　知恵絞り救った命　「神社にクマが出
た！」　１０月２６日の昼、先輩記者からの連絡で、寄居町の宗
像神社に急行した。現場に着き、境内にある高さ約２５㍍のスギ
の木を見上げると、上の方に黒い物体が……。子グマらしかっ

読売新聞 2006/12/29 23
子グマ（記
者ノート）

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）　石澤　邦彦　（同）吉澤　紀子 埼玉新聞 2006/12/29 7 埼玉俳壇
彩の国、成長へ分岐点　展望　２００７年の埼玉県　[工場誘致]
ホンダなど着工　ホンダの寄居町・小川町の新工場、カルソニッ
クカンセイ、キャノンファインテックの本社・研究所などの大型案
件の誘致につなげた。　埼玉県・２００６年の出来事　＜５月＞
〇ホンダが寄居町での工場建設発表

日本経済
新聞

2006/12/29 27



１２畳の大凧　元旦の空へ　多世代交流で感動共有　オヤジ３２
人、今年も制作　寄　居　寄居町今市地区の「竹とんぼの会」
（堀口義夫会長）は、正月の大凧（だこ）作りを進めている。今年
も元旦の空に舞い上がる。

埼玉新聞 2006/12/30 15 大凧

イノシシそっくり　来月３、４日寄居で自然石の展示会　２００７年
の干支（えと）・亥（い）年にちなんで、イノシシの形をした自然石
が１月３・４日、寄居町寄居の「さいめん」２階で展示される。

埼玉新聞 2006/12/30 15 展示会

輝け　埼玉の未来　⑤ホンダ、寄居に新工場建設へ　町の活性
化にひと役　　[番外]熊の出没相次ぐ　秩父地方を中心に。１０
月には大里郡寄居町の神社境内の木の上で、メスの子グマが
ろう城。２９時間半もかけた大捕り物もあった。

埼玉新聞 2006/12/30 6
０６県内１０
大ニュース

０６回顧　下　１０月２６日　寄居町の神社に子グマ出没。大宮公
園小動物園に送られ、「ヨリー」と命名。

朝日新聞 2006/12/30 25 06回顧

新春ガイド　行ってみよう　［寄居］大凧揚げ、１月１日午後１時、
折原の寄居運動公園。畳１２畳、２５畳の大凧揚げに挑戦。

読売新聞 2006/12/30 20 催し

急傾斜地など３６か所土砂災害警戒区域に　県が指定　県は、
寄居町鉢形の急傾斜地など３６か所について。県内での指定
は、７市町村で計２２３か所となった。警戒区域となったのは、寄
居町鉢形、本庄し児玉町河内などの延べ約８２㌶で。

読売新聞 200612/30 20 急傾斜地

０６回顧　＜６＞話題　木登り子グマやイノシシ疾走　野生動物
の出没多発　寄居町で杉の木から下りられなくなった。　木登り
子グマ　のヨリーをはじめ、野生動物の出没が話題になった。

東京新聞 2006/12/31 18 06回顧

平成１８年ダイジェスト　＜１０月＞◇寄居で子グマ捕獲騒動　２
６日、寄居町の神社境内で、木の上に子グマが篭城、やく３０時
間後捕獲された。１２月、「ヨリー」と名付けられ。

産経新聞 2006/12/31 20
平成１８年
ダイジェス
ト

新しい年の幸福祈願　布袋尊の福々しい笑顔　武州寄居七福 埼玉新聞 2006/12/31 5 寄居七福
ラグビー全国ジュニア　ラグビーの第１２回全国ジュニア大会最
終日は３１日、東大阪市の花園ラグビー場で行われ、３年ぶり６
度目出場の埼玉中学校選抜は実力上位の第１ブロックで５位
決定戦を争い、東京スクール選抜に１４－２９で破れ、６位にと
どまった。［埼玉中学校選抜のメンバー］▽ＢＫ　大久保＝寄居

埼玉新聞
（スポー
ツ）

2006/12/31 16 ラグビー


