
記事見出し 紙名 掲載日 面 件名
本物そっくり！干支（イノシシ）石展　きょうとあす寄居　　　イノ
シシの形をした石を集めた「新春干支（イノシシ）石展」が３、４
日、寄居町寄居の「さいめん会館」で開かれる。

毎日新聞 2007/1/3 27 展示会

街ふれあい　イノシシに似た石　◆寄居◆　亥年にちなんで、
イノシシに似た石を集めた「新春干支（えと）（イノシシ）石展」
３、４日の両日、寄居のさいめん会館で開かれた。

読売新聞 2007/1/5 35 展示会

◆おはなし会（寄居）　２０日と２月３日午前１１時～正午　町
立図書館２階視聴覚室。

埼玉新聞 2007/1/6 15 おはなし会

選挙展望㊦　今春の統一地方選は、４月８日投票の県議選と
さいたま市議選の「前段」に続き、同２２日投票の「後段」でそ
の他の首長選、議員選が実施される。　「統一率」３割切る
統一地方選の後段選挙（４月２２日投票）予定　自治体：寄居
町　議員：○　定数：１６　前回選挙時からの削減数：５

読売新聞 2007/1/7 30 統一地方選

短歌　■加藤　克巳選　寄居・鷲見　晴子　俳句　■星野　光
二選　同・町田　節子

毎日新聞 2007/1/11 21 短歌・俳句

２００７　埼玉県市町村　年頭抱負　来て！見て！楽しんで！
花いっぱい埼玉　咲いたまはなマップ　［春］桜（４月）⑳円良
田湖（寄居町　秩父鉄道波久礼駅徒歩２０分）つつじ（５月）３

埼玉新聞 2007/1/11 6 年頭抱負

２００７　埼玉県市町村　年頭抱負　寄居町 埼玉新聞 2007/1/11 7 年頭抱負
埼玉俳壇　金子　兜太選　（寄　居）石澤　邦彦 埼玉新聞 2007/1/12 7 埼玉俳壇
世代間の交流にも一役　「昔の遊び教室」行われる（寄居町）
寄居町の桜沢地区・山崎区の自治会が主催する「昔の遊び
教室」が１２月２４日に行われた。毎年末に行われ、今回で８

 埼北よみう
り

2007/1/12 686（3）

自治会活動
（世代間交
流）

住宅など全焼８２歳女性死亡　寄居　１０日午後１０時４５分ご
ろ、寄居町寄居の木造平屋建て共同住宅の。

朝日新聞 2007/1/12 31 火災

先輩と後輩が祝福　若者がつくる成人式　寄居　７日に寄居
町中央公民館で行われた同町の成人式。

埼玉新聞 2007/1/12 15 成人式

型紙取りから親切指導　わくわく　さ～くる　寄居町洋裁クラブ
主な活動場所＝寄居町中央公民館▽活動日＝毎週木曜午
後１時３０分から５時

埼玉新聞 2007/1/12 15 サークル

俳句　鈴木　貞雄　選　寄居町　町田　節子 読売新聞 2007/1/12 29 よみうり文芸
埼玉歌壇　川口美根子選　（寄居）　吉澤　祥匡 埼玉新聞 2007/1/16 6 埼玉歌壇
県議選北５区　神尾氏出馬へ　元岡部町長の神尾高善氏（５
６）が１５日、記者会見し、４月８日の県議選北５区（深谷市、
寄居町）に無所属で出馬することを表明した。　「大学誘致や
寄居ホンダ工場進出効果を引き出す環境整備などに取り組

読売新聞 2007/1/16 31 県議選

短歌■加藤　克巳選　寄居・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 2007/1/18 23 短歌・俳句

埼玉俳壇　金子　兜太選　（寄居）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2007/1/19 7 埼玉俳壇
「一緒に始めましょう」子育てママの輪広がる　寄　居　寄居町
中央公民館で開催された「子育てママのチャレンジ教室」の
参加者が１５日、同町の鉢形財産区会館での子育てサークル
の集まりに参加した。

埼玉新聞 2007/1/19 15
子育てサーク
ル

埼玉駅伝２１日号砲　８７チ－ム参加　「第７４回埼玉県駅伝
競走大会」２１日、寄居町から上尾市までのコースで開かれ
る。一般男子は、午前９時４５分に寄居町立総合体育館をス
タートし、上尾運動公園までの６区間５０．９㌔で争う。

読売新聞 2007/1/19 32 埼玉駅伝

埼玉駅伝　あす号砲　第７４回埼玉県駅伝競走大会は２１日、
男女４部門に計８８チームが参加して行われる。　一般男子
（寄居町総合体育館－上尾運動公園陸上競技場・９時４５

埼玉新聞
（スポーツ）

2007/1/20 9 埼玉駅伝

記録のページ　◇第１４回小川和紙マラソン大会（１２月１０
日、小川町・埼玉伝統工芸会館発着）全国から４２００人以上
が参加▼小学生男子（２㌔）④松山セナ（寄居町）▼小学生
女子（２㌔）①深澤陽（同）④岡村香奈（同）

さいたま報
知

2007/1/21 6 マラソン

最ラマ駅伝　第７４回埼玉県駅伝は２１日、寄居町総合体育
館―上尾運動公園陸上競技場コースに男女４部門、計８４
チームが参加して行われた。

埼玉新聞
（スポーツ）

2007/1/22 11 埼玉駅伝
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埼玉駅伝　埼玉駅伝の名で親しまれている「第７４回埼玉県
駅伝競走大会」が２１日、寄居町などをスタート地点に開催さ

読売新聞 2007/1/22 35 埼玉駅伝

ちょっと北から　自然が描く不思議　面白いものを見せても
らった。　「川蝉（かわせみ）と銘打った木島さんの石」白く浮
かび上がったカワセミは目やくちばし、尾羽まで見える　持ち
主の木島さん（７２）＝寄居町＝はよく『描いたんでしょう』と言

埼玉新聞 2007/1/22 13 石

埼玉駅伝実行委公式記録を訂正　２１日に行われた「第７４回
埼玉駅伝競走大会」の「一般・高校女子の部の公式記録に誤
りがあったとして、同大会実行委員会は２２日、記録を再発表

読売新聞 2007/1/23 34 埼玉駅伝

寄居レトロが売り　フィルムコミッション設立へ　映画で町興し
目指す　昭和のムードが色濃く残る商店街＝寄居町内で

朝日新聞 2007/1/23 31
フイルムコミッ
ション設立

寄居・警備員を殴った容疑で７５歳逮捕　２３日、寄居町赤
浜、無職（７５）を強盗致傷容疑で現行犯逮捕した。

毎日新聞 2007/1/24 25 犯罪

統一選展望　０７選択の年に　④県議・首長　北５区（３）＝深
谷市、寄居町　現職２人が引退し、新元５人による混戦の様

朝日新聞 2007/1/24 6 統一地方選

水辺の宝石カワセミ　寄居の木島さんが写真集発刊　一瞬の
美とらえる

埼玉新聞 2007/1/24 15 写真

埼玉経済　ホンダ工場移転　全県的な協力が重要　ぶぎん地
研レポート　県内経済に好影響　　ぶぎん地域経済研究所
は、自動車メーカーのホンダが大里郡寄居町と比企郡小川
町に製造拠点を整備する計画に対して、経済や社会的影響
についてのレポートをまとめた。

埼玉新聞 2007/1/24 4 企業誘致

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・町田　節子、同・小渕美津子

毎日新聞 2007/1/25 27 短歌・俳句

歌壇　加藤　克巳　選　（寄　居)安良岡正二 朝日新聞 2007/1/25 28 歌壇
街角アイ　小さくかわいい子グマのヨリー　▼大　宮　ずいぶ
ん人にも慣れて来たヨリー

東京新聞 2007/1/25 25 子グマ

どうなん!?そうなん　ロマンに満ちた　もう一つの顔　関東屈指
の平山城　寄居・鉢形城　逸話の数々、地元で語り継がれる

埼玉新聞 2007/1/25 15 鉢形城公園

住民１人当たり将来財政負担　市町村平均２９万１７８６円　２
００５年度普通会計決算から試算した、県内各市町村の「住民
１人当たりの将来にわたる財政負担額」が２５日、に県市町村
課の資料から明らかになった。　県内７１市町村の将来負担
額　※数字は人口１人当たり将来負担（円）　寄居町：２４万７

読売新聞 2007/1/26 28
将来財政負
担額

よみうり文芸　俳句　鈴木　貞雄　選　寄居町　町田　節子 読売新聞 2007/1/26 30 よみうり文芸
映画で福祉考えよう　中央公民館２８日に上映　寄　居　寄居
町の町民有志でつくる「つぼみ会」は２８日、映画「石井のおと
うさん　ありがとう」の特別上映会を同町中央公民館大ホール

埼玉新聞 2007/1/26 15 映画

◆車誘導中の警備員はなられ死亡  ２５日午後５時５０分ご
ろ、本庄市児玉町吉田林の国道２５４号で。児玉署は、乗用
車の寄居町用土、農業　容疑者（５６）を業務上過失傷害の現
行犯で逮捕した。

読売新聞 2007/1/27 35 交通事故

県広報紙で有料道が安く　来月　県道路公社は２月１日か
ら、県内に４つある有料道路で交通料の５０円割引きキャン
ペーンを行う。　対象となる有料道路は①富士見川越②狭山
環状③新見沼大橋④皆野寄居の４線。

産経新聞 2007/1/28 28 県有料道路

埼玉歌壇　川口美根子選　（寄 居）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2007/1/30 6 埼玉歌壇
クマ、冬眠知らず　１月目撃各地で相次ぐ　暖冬影響、他にも
要因？　昨年は人里に現れるクマが急増。１０月に埼玉県寄
居町で子グマが捕獲され、県営大宮公園小動物園に引き取
られた。＝昨年１２月、さいたま市の同園

産経新聞 2007/1/31 29 クマ

短歌　■加藤　克巳選　寄居・高橋　達男　俳句　■星野　光
二選　同･小渕美津子

毎日新聞 2007/2/1 23 短歌・俳句

俳句　東城伸吉選　▽入選　寄居　中村　ゆき、同　吉田初
美、同　町田　節子、同　中村　茂

お茶の間
ジャーナル

2007/2/1 515（2） 俳句

埼玉俳壇　今月の選者　星野　光二　　（寄居）石澤　邦彦、
（同）　吉澤　祥匡

埼玉新聞 2007/2/2 7 埼玉俳壇
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埼玉・ごみ発電　最新施設から鉛流失　昨年８月基準の２７倍
住民に説明なし　日本一厳しい環境対策と徹底した情報公
開を掲げた埼玉県の総合リサイクル施設「彩の国資源循環工
場」＝同県寄居町三ヶ山＝敷地内の調整池付近で、環境基
準の２７倍の鉛が検出されていることが、１日分かった。

東京新聞 2007/2/2 1
彩の国循環
工場（鉛流
失）

「彩の国循環工場」鉛検出　住民説明会要求へ　周辺住民で
作る市民団体＝「彩の国資源循環工場と環境を考えるひろ
ば」が、「大部分の住民は鉛流失の事実を知らない」として、
近く県に説明会開催を要求する。

東京新聞 2007/2/2 22
彩の国循環
工場（鉛流
失）

鉛流失の埼玉施設　「最先端」崩れた信頼　監視・公開体制、
機能せず　鉛流失が明らかになった彩の国資源循環工場の
民間リサイクル施設＝埼玉県寄居町で

東京新聞 2007/2/2 27
彩の国循環
工場（鉛流
失）

動物と遊べるお寺　良秀寺（高岡堅一　住職）　ヤギやウサギ
も　寄　居　寄居町鉢形にある良秀寺ではヤギやウサギの動
物園を設置し、檀家や子どもたちを楽しませている。

埼玉新聞 2007/2/2 15
動物と遊べる
お寺

環境基準の２７倍　彩の国資源循環工場　県と民間企業で運
営するごみ処理施設「彩の国資源循環工場」（寄居町）内の
貯水池周辺で昨年８月、環境基準（１㍑中０．０１㎎）の２７倍
の鉛が検出されていることが２日、分かった。

産経新聞 2007/2/3 28
彩の国循環
工場（鉛流
失）

鉛流失問題で事業者が陳謝　彩の国資源循環工場（寄居
町）

毎日新聞 2007/2/3 27
彩の国循環
工場（鉛流

彩の国循環工場　基準の２７倍、鉛検出　昨年８月　外部影
響なく未公表　（寄居町三ヶ山）

朝日新聞 2007/2/3 26
彩の国循環
工場（鉛流

鉛流失　付着の製品　雨ざらし　埼玉の施設運営会社「高濃
度化は予想外」　（埼玉県寄居町）

東京新聞 2007/2/3 28
彩の国循環
工場（鉛流

基準超す鉛の検出で排出元施設が陳謝　県の総合リサイク
ル施設「彩の国資源循環工場」（寄居町三ケ山）

読売新聞 2007/2/3 32
彩の国循環
工場（鉛流

ベスト１５を表彰　正智深谷から最多の７人　県ラグビー協会
は３日、本年度の高校ベストフィフティーンなどを表彰した。
［ベストフィフティーン］　大久保　教全　［特別表彰］大久保

埼玉新聞
（スポーツ）

2007/2/4 10 ラグビー

環境保全の象徴にホタルの池　寄居の鉢形城公園　３０人
スコップで３年計画　大里郡寄居町の鉢形城公園で、町民ら
の手による大規模なホタル池づくりが進んでいる。「豊かな自
然環境のシンボルに」と熊谷や深谷、本庄などからも参加し。

埼玉新聞 2007/2/5 17
鉢形城公園
（ホタルの池）

「秩父伝統窯」を継承　障害者施設で炭焼き　寄居・はぐくみ
園　寄居町末野の知的障害者通所授産施設で、通所生が炭
づくりに取り組んでいる。

埼玉新聞 2007/2/7 15
炭焼き（はぐく
み園）

情報公開ルールきょうから協議　寄居の循環工場　大里郡寄
居町の総合リサイクル施設「彩の国資源循環工場」で基準値
を超える鉛が検出された問題で。

埼玉新聞 2007/2/7 19
彩の国循環
工場（鉛流
失）

「管理や情報開示改善」　寄居の鉛流失問題で県発表　県の
総合リサイクル施設「彩の国資源循環工場」（寄居町）で、調
整池に流れ込む雨水から環境基準値を超える鉛が検出され
ながら、大半の周辺住民への説明がなかった問題で、県は６
日、管理体制や情報開示のあり方を改善すると発表した。

毎日新聞 2007/2/7 27
彩の国循環
工場（鉛流
失）

県が鉛問題で情報隠し否定　「彩の国資源循環工場」（寄居
町）内の貯水池周辺で平成１８年８月に環境基準の２７倍の鉛
が検出された問題で。

産経新聞 2007/2/7 27
彩の国循環
工場（鉛流
失）

短歌　■加藤　克巳選　寄居・高橋　達男　俳句　■星野　光
二選　同・町田　節子

毎日新聞 2007/2/8 21 短歌・俳句

寄居ＣＣ元社長ら逮捕　会費６２００万円虚偽報告容疑
毎日新聞 2007/2/8 23

犯罪（虚偽容
疑）

鉛検出　県が謝罪　地元住民に報告遅れで　県は７日、地元
住民による監視委員会の臨時全体会合で経緯を改めて説明
し、住民全体に報告が遅れたことを謝罪した。（寄居町役場で
開かれた会合で）

読売新聞 2007/2/8 30
彩の国循環
工場（鉛流
失）

ダイオキシンも検出　資源循環工場　基準の６倍、住民批判
朝日新聞 2007/2/8 31

彩の国循環
工場（鉛流
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寄居カントリー倶楽部　管財人に嘘の会計報告　更生法適用
朝日新聞 2007/2/8 31

犯罪（虚偽容
疑）

鉛流失の資源循環工場　基準６倍ダイオキシンも　ホウ素も５
倍検出　埼玉県公表せず　環境基準の２７倍の鉛が検出され
た埼玉の総合リサイクル施設「彩の国資源循環工場」（同県寄
居町）で、新たに基準の６．１倍のダイオキシンと５倍のホウ素
が検出されたことが７日、分かった。

東京新聞 2008/2/8 29
彩の国循環
工場（鉛流
失）

中日写真協埼玉支部　テーマは獅子舞　撮影会入賞作品決
まる　◇特別賞２席　高橋徳三（寄居町）◇入選▽青木徹朗
（同）　▽制野明義（同）

東京新聞 2007/2/8 25 写真

埼玉俳壇　星野　光二選　（寄居町）石澤　邦彦　（同）吉澤 埼玉新聞 2007/2/9 7 埼玉俳壇
よみうり文芸　短歌　篠　　弘　選 　寄居　町田　節子 読売新聞 2007/2/9 31 よみうり文芸
ダイオキシンとホウ素も検出　寄居・資源循環工場　県の総合
リサイクル施設「彩の国資源循環工場」（寄居町）で、調整池
に流れ込む雨水から環境基準値を超える鉛が検出された問
題で、同工場から新たに基準値上回るダイオキシンとホウ素
が検出されたことが８日分った。

毎日新聞 2007/2/9 27
彩の国循環
工場（鉛流
失）

夫婦で初の二人展　地元の関口さん　妻が油絵、夫は鎌倉
彫 ２８日まで　くましん支店　寄　居　寄居町桜沢の熊谷信商
工信用組合寄居支店で。

埼玉新聞 2007/2/9 15
展覧会（夫婦
二人展）

▼酒気帯び運転の男を逮捕・寄居署　寄居署は９日、道交法
違反の現行犯で寄居町藤田の建設業の男を逮捕した。

埼玉新聞 2007/2/10 15
交通（酒気帯
び）

平均所得　本社調査　さいたま市全国６４位　県最低は両神
村、全国１９３９位　全国順位：７１９　自治体：寄居町　平均所
得：３１３　※単位：万円

毎日新聞 2007/2/11 25
平均所得調
査

寄居で山林火災　１２日午後零時５０分ごろ、大里郡寄居町
金尾の山林から出火。

埼玉新聞 2007/7/14 18 山林火災

★寄居で山林火災　１２日午後零時５０分ごろ、寄居町金尾
の山林が燃えているのを付近の住民が見つけ、１１９番通報し

東京新聞 2007/7/14 26 山林火災

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　同・町田　節子

毎日新聞 2007/2/15 25 短歌・俳句

有害物質検出時の公表基準を発表　県の総合リサイクル施
設「彩の国資源循環」（寄居町三ヶ山）の調整池で、環境基準
を超える鉛が検出された問題を受け、県は１４日。

読売新聞 2007/2/15 31
彩の国循環
工場（鉛流
失）

環境基準超えは２時間以内公表　県資源環境工場新規則
「彩の国資源循環工場」（寄居町三ケ山）で環境基準を上回
る鉛などが検出されたのに未公表だった問題で。県は１４日。

朝日新聞 2007/2/15 29
彩の国循環
工場（鉛流
失）

大気、水質環境基準超　２４時間以内に公表　寄居の循環工
場問題で県　大里郡寄居町の総合リサイクル施設「彩の国資
源循環工場」敷地内の排水口から環境基準値を超える鉛な
どが検出された問題で、県は１４日。

埼玉新聞 2007/2/15 1
彩の国循環
工場（鉛流
失）

▼バイクの男性、衝突し死亡・深谷　１３日午後６時２５分ご
ろ、深谷市小前田の国道１４０号バイパス交差点で、寄居町
富田会社員女性（３１）の乗用車と同町牟礼飲食店経営の男
性（５０）の原付バイクが衝突。

埼玉新聞 2007/2/15 15 交通事故

深谷・乗用車と衝突しバイクの男性死亡　１３日午後６時２５分
ごろ、深谷市小前田の国道１４０号バイパス交差点で、寄居町
牟礼、飲食店経営、男性（５０）のバイクと同町富田、会社員、
女性（３１）の乗用車が衝突。

毎日新聞 2007/2/15 27 交通事故

大気や水質調査の結果　２４時間以内に公表　彩の国資源
循環工場問題受け　県がルール定める

東京新聞 2007/2/15 22
彩の国循環
工場（鉛流

大気・水質　基準超過なら即公表　県、調査結果開示ルール
昨年夏にリサイクル施設で構成する「彩の国資源循環工場」
（埼玉県寄居町）から鉛を含んだ排水が外部流失した問題を
受けて、埼玉県は大気や水質の調査結果の開示ルールを作

日本経済新
聞

2007/2/15 39
彩の国循環
工場（鉛流
失）
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白鳥飛来　調査地に寄居を追加　県が今年から　ほぼ正確な
数を把握　県が毎年１月に実施している県内のガンカモ科鳥
類生息調査地点に、今年から白鳥飛来地の寄居町荒川が加
わり。　朝の陽光を浴びて飛び立つコハクチョウ。ここで夜明
けを迎えた白鳥は深谷市本田か、寄居町小園へ向かう＝１２

朝日新聞 2007/2/16 25 白鳥

埼玉歌壇　杜澤　光一郎選　（寄居）松村　章子 埼玉新聞 2007/2/16 6 埼玉歌壇
埼玉俳壇　星野　光二選　（寄居）石澤　邦彦　（同）吉澤　祥 埼玉新聞 2007/2/16 7 埼玉俳壇
わくわく　さ～くる　手工芸クラブ（寄居）　趣味から実用品まで
幅広く　主な活動場所＝寄居町中央公民館▽活動日＝第２・
４木曜午後１時半から４時

埼玉新聞 2007/2/16 15 サークル

山の緑イメージ　「乙姫ちゃんのお茶」販売　寄居　寄居町商
工会でブランド化を進めるキャラクター「乙姫ちゃん」のお茶
が、町内で販売されている。菓子店ちゃがまの「乙姫まんじゅ
う」に続く第二弾のキャラクター商品で。

埼玉新聞 2007/2/16 15 乙姫ちゃん茶

寄居町　町民が１個ずつ皮むき　みかんジュース　「手作り」が
人気　農産物加工研　ＪＡ工場借り受け　寄居町の農産物加
工研究会が地元農産物で作った「みかんジュース」など手作
り加工品が人気を呼んでいる。

東京新聞 2007/2/17 23
みかんジュー
ス

まい　ひと　であい　映　画　◆ミニ・シアター（寄居）２２日午
後３時図書館２階視聴覚室。上映作品は「かあちゃん」６０分

埼玉新聞 2007/2/17 15 映画

車両火災２件　未明に相次ぐ　寄居町で１７日未明、駐車中
の車が燃える不審火が２件続いた。

朝日新聞 2007/2/18 31 車両火災

◆寄居で車２台焼く　１７日午後０時半ごろ、寄居町鉢形の駐
車場で、とめてあった乗用車１台が焼けた。その約１時間半
後、約５㌔離れた同町牟礼の駐車場でも。

読売新聞 2007/2/18 27 車両火災

★寄居で２件連続自動車火災　１７日午前零時半ごろ 東京新聞 2007/2/18 24 車両火災
◇第１８回読売杯大里郡市スポーツ少年団野球駅伝競走大
会（２月４日、大里行政センター周回コース）参加４０チーム）
上位の結果は次の通り。　②寄居ビクトリーズスポーツ少年団
Ａ　３１分２２秒　⑦寄居ビクトリーズスポーッ少年団Ｂ　３３分３
９秒　⑫オブスマクラブスポーツ少年団Ａ　３４分２１秒　⑮用
土コルツスポーツ少年団Ａ　３５分１２秒

さいたま報
知

2007/2/18 6 駅伝

◆生活に役立つ折り紙工作教室（寄居）　３月１７日午後１時
～３時、町立図書館２階会議室。

埼玉新聞 2007/2/20 15
折り紙工作教
室

寄居で早朝にまた車燃える　連続放火の疑いも　１９日午前６
時１５分ごろ、寄居町鉢形の月ぎめ駐車場に止めてあった同
町の男性運転手（３５）の乗用車が燃えているのを通行人が

朝日新聞 2007/2/20 25 車両火災

寄居でも不審火か　１９日午前６時１５分ごろ、大里郡寄居町
鉢形の駐車場で、同町の運転手男性（３５）の乗用車が燃え
ているのを通行人が発見、１１０番した。

埼玉新聞 2007/2/20 18 車両火災

★寄居で車両火災　１９日午前６時１５分ごろ、寄居町鉢形の
月決め駐車場で、同町の男性運転手（３５）の普通乗用車が

東京新聞 2007/2/20 22 車両火災

企業誘致　大作戦終了後の課題（１）　埼玉県が誘致した主
企業　企業名：ホンダ　立地場所：寄居町・小川町　機能：四
輪車・エンジン製造　投資額：７００億円

日本経済新
聞

2007/2/20 35 企業誘致

◎記録◎ファイル　マラソン　第３８回みさとシティハーフマラ
ソン（４日・三郷市役所発着）【１．２㌔】◇小学５年▽女子　①
深沢陽（寄居）４分１３秒　◇小学４年▽女子　①野平梓（寄

読売新聞 2007/2/21 29 マラソン

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

毎日新聞 2007/2/22 25 短歌・俳句

県議選北５区に志村氏出馬表明　寄居町の造園業志村利行
氏（５０）は２１日、記者会見し。

読売新聞 2007/2/22 35 県議選

寄居郵便局　小学生が郵便局見学　社会科見学に協力、区
域内の小学校低学年の児童の見学を実施しています。先月
１７日には、寄居町立用土小学校の２年生３９人が訪れ、ポス
トに投函された郵便物が区分され配達される様子を順を追っ

埼玉新聞 2007/2/22 6 郵便局
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企業誘致　大作戦終了後の課題（３）　亀山市の轍を踏むな
胸算用前に街づくりを　ホンダの受け入れ態勢整備が優先
し、「街づくりは二の次になっている」（寄居町関係者）との指

日本経済新
聞

2007/2/22 39 企業誘致

俳壇　落合　水尾　選　（寄居）安良岡正二 朝日新聞 2007/2/23 俳壇
埼玉俳壇　星野　光二　選　（寄居）石澤　邦彦　（同）吉澤 埼玉新聞 2007/2/23 7 埼玉俳壇
現場に子育て経験も　教委がサポーター募集　寄　居　１年
生の生活科の授業でコマ回しの指導をする新井久美子さん
＝寄居町桜沢の町立桜沢小学校

埼玉新聞 2007/2/23 19
学校サポー
ター

水しぶき上げ快走　乾武マラソンに１５１２人　上　里　第１６回
上里町乾武（けんむ）マラソン大会がこのほで、雨の中、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。【２．
５㌔】▽女子小学５年　深沢陽（城南クラブ）９分２７秒　▽女
子小学６年　谷津花菜（城南クラブ）９分４秒

埼玉新聞 2007/2/23 19 マラソン

カドミウム六価クロム　高濃度の煙流出　彩の国資源循環工
場　先月、通常の６倍　環境基準の２７倍の鉛が流失した彩の
国資源循環工場（寄居町）で、先月２４日に煙突から通常の６
倍のカドミウム、六価クロムなどが流失していたことが２２日分

東京新聞 2007/2/23 24
彩の国循環
工場（鉛流
失）

県議選情勢　０７統一地方選　５区　元・新６氏　激戦か　■北
５区（定数３）＝深谷市、寄居町

東京新聞 2007/2/23 24 県議選

スポット★ライト　寄居町出身のＪリーガー　Ｊ１リーグ・アル
ディージャ　期待の新人選手　川辺隆弥さん（１８）　（寄居町） 埼北よみうり 2007/2/23 689-4

サッカー（わ
が町のＪリー
ガー）

寄居町駅伝競走大会（寄居町）　２月１１日、第５２回寄居町
駅伝大会が行われた。６区間、合計およそ１６キロのコース
を、町内の老若男女８２チームがかけぬけた。各部部門の優
勝チームは以下の通り　【中学男子】男衾中学校陸上部Ａ【一
般男子】ザ・ドラえもんズ、【公民館】用土公民館、【中学女子】
城南中学校陸上部、【小学男子】鉢形小Ａ、【小学女子】鉢形
小Ａ、総合優勝は男衾中学陸上部Ａ（男子）５２分１７秒

埼北よみうり 2007/2/23 689-3 寄居町駅伝

０７統一地方選　直前情勢（５）　第１部　県議選　北５区　元
新６人の混戦に　▼北５区・定数３・深谷市・寄居町　新しく選
挙区に加わった岡部、川本、花園の旧３町と寄居町の攻防戦
が鍵になりそう。

埼玉新聞 2007/2/24 1 県議選

埼玉歌壇　杜澤　光一郎選　（寄居）　中里　佐和 埼玉新聞 2007/2/27 14 埼玉歌壇
リトルシニア　＜ブロック春季大会＞日本リトルシニア北関東
支部ブロック春季大会は２４、２５の両日、東西南北すべての
ブロックで開幕。○北部ブロック　騎西町田ケ谷サンスポーツ
ランドなどで。▽１回戦　行田１１－０寄居（四回コールド）

埼玉新聞
（スポーツ）

2007/2/27 15
少年野球（リト
ルシニア）

寄居カントリー元社長ら起訴　会社更生法違反の罪　さいた
ま地検は２７日。

朝日新聞 2007/2/28 29
会社更生法
違反

マラソン　第１６回上里町乾武大会（１８日・上里東小発着）≪
５㌔≫◇男子▽中学①設楽啓太（男衾中陸上部）１５分８秒
②設楽悠太（同）▽小学６年　②浅見圭祐（寄居町城南ＲＣ)
◇女子▽小学４年　②野平梓（城南ク）▽小学５年　①深沢陽
（城南ク）９分２７秒▽小学６年　①谷津花菜（城南ク）９分４秒

読売新聞 2007/2/28 33 マラソン

俳句　東城伸吉選　▽入選　寄居　大久保公英、（同）　安良
岡正二、（同）　真下　信子

お茶の間
ジャーナル

2007/3/1 2 俳句

寄居カントリー　元社長親子、再逮捕　会社更生手続き中の
ゴルフ経営「寄居カントリー倶楽部」を巡る会社更生法違反事
件で、県警捜査２課と寄居署は２８日。

読売新聞 2007/3/1 33
会社更生法
違反

寄居カントリー元社長ら再逮捕　会社の財産隠した疑い
朝日新聞 2007/3/1 29

会社更生法
違反

寄居ＣＣ事件　再逮捕中の「寄居カントリー倶楽部」の元社長
らが、会員から集めた会費について更生管財人にうその報告
をした事件で。

毎日新聞 2007/3/1 25
会社更生法
違反

資産隠した疑い元社長ら再逮捕　寄居カントリー　会社更生
法違反事件で、県警捜査２課と寄居署は２８日、資産を隠した
として同法違反（詐欺更生）の疑いで。

東京新聞 2007/3/1 26
会社更生法
違反
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ゴルフ場資産隠蔽　元社長ら再逮捕　使途不明３億円か　再
建中のゴルフ場「寄居カントリー倶楽部」　県警捜査２課など
は２８日、会社更生法違反（詐欺更生）の疑いで。

産経新聞 2007/3/1 27
会社更生法
違反

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

毎日新聞 2007/3/1 27 短歌・俳句

北部スポ小野球駅伝大会　第１６回北部地区野球スポーツ少
年団は駅伝大会は２月２５日、深谷市の岡部中央グラウンドで
Ａチーム、Ｂチーム合わせて６４チームが参加。Ａチームの部
の１区で高山輝（オブスマクラブ）が区間賞を獲得。「Ａチーム
の部」【総合順位】③寄居ビクトリーズ３１分５４秒④折原イーグ
ルス３２分２７秒⑧オブスマクラブ３２分５５秒⑲マッキーズ３４
分５５秒　【区間賞】▽１区　高山輝（オブスマクラブ）５分１３秒
▽２区　石川大樹（折原イーグルス）４分５９秒▽４区　戸沢誉
士（寄居ビクトリーズ）５分１５秒　「Ｂチームの部」【総合順位】
⑨寄居ビクトリーズ３５分８秒⑭折原イーグルス３６分３６秒⑳
マッキーズ３８分４秒（２８）用土コルツ４０分５７秒　【区間賞】▽

埼玉新聞
（スポーツ）

2007/3/1 10
スポ少野球駅
伝大会

川博で環境地図展　４日まで、入賞作３６点展示　寄居　小中
高が身の回りの自然、環境などを調べて作る環境地図の作
品展入賞作が４日まで、寄居町小園の県立川の博物館に展

埼玉新聞 2007/3/2 15 川の博物館

埼玉俳壇　今月の選者　松本　　旭　（寄居）石沢　邦彦 埼玉新聞 2007/3/2 7 埼玉俳壇
小学生対象に自然交流体験　深谷ＪＣが企画　深谷青年会議
所は、深谷市と寄居町の小学生を対象にした「青空と大地の
もとで２００７～風を感じて～」を開く。

埼玉新聞 2007/3/3 15
自然交流体
験

◆ワンクリック詐欺で２５歳男を再逮捕　寄居署は３日、東京
都港区南麻布、会社役員（２５）を詐欺の疑いで再逮捕した。

読売新聞 2007/3/4 33 詐欺

２９００人健脚競う　深谷で第１回シティハーフマラソン　４日、
仙元山公園陸上競技場を発着とするコースで開かれた。【３
㌔】中学男子　設楽啓太（寄居男衾中学校）１０分３２秒

埼玉新聞 2007/3/5 15 マラソン

リトルシニア　＜ブロック春季大会＞日本リトルシニア北関東
支部ブロック春季大会は３日、東西南北のブロックで熱戦が
繰り広げられ。○北部ブロック　宇都宮シニアグラウンドなど
で。▽１回戦　行田１１－０寄居（四回コールド）

埼玉新聞 2007/3/6 9
少年野球（リト
ルシニア）

埼玉歌壇　今月の選者　関田　史郎　（寄居）中里　佐和 埼玉新聞 2007/3/6 7 埼玉歌壇
リトルシニア　＜ブロック春季大会＞日本リトルシニア北関東
支部ブロック春季大会は３日。〇北部ブロック　宇都宮シニア
グラウンドなどで。【敗者復活戦】▽２回戦　寄居０－５加須

埼玉新聞 2007/3/6 9
少年野球（リト
ルシニア）

深谷・酒気帯び運転の車が踏切上で脱輪　５日午後０時４０
分ごろ、深谷市国済寺のＪＲ高崎線芝野踏切で、寄居町用
土、飲食店店員（２７）の乗用車が脱輪。

毎日新聞 2007/3/6 27
酒気帯び運
転

◆踏切で酒気帯び運転の乗用車脱輪　深谷署は５日、寄居
町用土、飲食店店員（２７）を道交法違反の現行犯逮捕した。

読売新聞 2007/3/6 35
酒気帯び運
転

●踏切で脱輪、酒気帯び運転容疑で逮捕　深谷署は５日、
寄居町用土、居酒屋店員（２７）を道交法違反の疑いで現行

朝日新聞 2007/3/6 35
酒気帯び運
転

◎記録ファイル　マラソン　第１回ふかやシティハーフ大会（４
日・仙元山公園陸上競技場発着）　◇３㌔中学男子　①設楽
啓太（男衾中陸上）１０分３２秒②小山司（同）▽同女子　③小
池志歩（寄居城南中）◇２㌔▽小学４年女子③野平梓(城南
ク）▽小学５年女子　①野沢陽（城南ク）７分０秒

読売新聞 2007/3/7 33 マラソン

加藤氏が出馬表明　　県議選北５区　４月８日に行われ県議
選北５区（深谷・寄居町）に。

読売新聞 2007/3/8 31 県議選

俳句　■星野　光二選　寄居・町田　節子、（同）小渕美津子 毎日新聞 2007/3/8 25 俳句
特集　読者オススメ　地元の人が教えるとっておきの　さくら
寄居町　鉢形城公園　園内に１本、堂々とそびえる町指定天
然記念物「エドヒガン」推定樹齢１５０年を超える古木。〔見頃：
３月中旬～４月上旬〕　石塚三夫さん（寄居町）

埼北よみうり 2007/3/9 690-7
埼北のお花
見スポット

グルメ情報　ラーメン　ＪｉＮｙＡ（じんや）（寄居町）　寄居町桜
沢　２０－４　℡０４８-５８１－４００２

埼北よみうり 2007/3/9 690-12 グルメ
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６件が県指定文化財に　▽三十二間筋兜＝秩父市椋神社所
有、鉢形城主(大里郡寄居町）の北条氏邦が使用したといわ
れる。　「三十二間筋兜」（県有形文化財に指定された）秩父
で公開１２、１３日　秩父市の吉田生涯学習センターで特別公

埼玉新聞 2007/3/10 10
県指定文化
財

県指定文化財に６件　戦国時代の兜など　県文化財教委は９
日、秩父市に残る戦国時代の鉄製兜など６件を、１６日付けで
県指定文化財に指定することを決めた。新たな指定文化財の
うち、「三十二間筋兜」は、今の寄居町にあった鉢形城城主の
北条氏邦のものと伝えられ、秩父市の椋神社に奉納されてい

読売新聞 2007/3/10 32
県指定文化
財

県文化財新たに６件　県教委は９日、秩父市下吉田の椋神社
所有の「三十二間筋兜」、ときがわ町大野の伝統行事「大野
の送神祭」など。県教育局生涯学習文化財課によると、三十
二間筋兜は、椋神社に伝わるもので、戦国時代に鉢形城主
だった北条氏邦が用いたと言い伝えられる。

朝日新聞 2007/3/10 34
県指定文化
財

銅像誕生釈迦仏立像や室町時代の兜　県文化財新たに６点
県教育委員会は９日。椋神社（秩父市)所有の三十二間筋兜

産経新聞 2007/3/10 28
県指定文化
財

「三十二間筋兜」など指定　県教委は９日、県文化財保護審
議会の答申を受け、秩父市の椋神社所蔵「三十二間筋兜」な
ど６件を。同神社などは指定記念して１２、１３日の両日、同市
下よしだ生涯学習センターで筋兜を特別公開する。北条氏邦
が着用したと伝わっている。氏邦は戦国時代末に、鉢形城
（寄居町）を拠点とし、秩父など北武蔵周辺を領した。筋兜は
氏邦が椋神社に奉納したものという。

東京新聞 2007/3/10 22
県指定文化
財

酒酔い運転で民家に突っ込む　寄居署、男を逮捕　寄居署
は１０日、」道交法違反の現行犯で、大里郡寄居町鉢形、
パート容疑者（２８）を逮捕した。

埼玉新聞 2007/3/11 17
酒気帯び運
転

●住宅に衝突の男を酒酔い運転容疑で逮捕　寄居署は１０
日、寄居町鉢形、金属会社パート従業員（２８）を道交法違反
の疑いで現行犯逮捕した。

朝日新聞 2007/3/11 37
酒気帯び運
転

〇ホビー　◆生活に役立つ折り紙工作　１７日（土）午後１時、
寄居町立図書館

朝日新聞 2007/3/11 34
ホビー（町立
図書館）

埼玉歌壇　関田　史郎選　（寄居）中里　佐和 埼玉新聞 2007/3/13 8 埼玉歌壇
埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）福島　信一 埼玉新聞 2007/3/13 7 埼玉俳壇
県内から２５００人参加　羽生さわやかマラソン　第２４回藍の
まち羽生さわやかマラソンが１１日、羽生市の羽生中央公園
陸上競技場を発着点に行われた。【５㌔男子】中学①設楽啓
太（男衾）②設楽悠太（同）③小山司（同）

毎日新聞 2007/3/13 26 マラソン

竹ざお束に接触運転を一時停止　ＪＲ高崎線　１３日午後１１
時１０分ごろ、熊谷市石原のＪＲ高崎線熊谷－籠原駅間の「第
二寄居街道」踏切内、竹ざおの束に列車が接触し、緊急停止
した。けが人はなかった。熊谷署によると、竹ざおは、寄居町
の材木商の男性（６５）が運転するトラックが踏切を通過した際

朝日新聞 2007/3/14 35 踏切事故

荷台から竹ざお落下、電車急停止　熊谷の高崎線踏切　１３
日午前１１時ごろ、熊谷市石原のＪＲ高崎線第２寄居街道踏切
で、通過中の寄居町の材木販売業の男性（６５）のトラックの
荷台から竹ざお（長さ約６㍍）６束計１２本がレール周辺に落

毎日新聞 2007/3/14 27 踏切事故

竹の束をひき高崎線緊急停止　熊谷の踏切　１３日午前１１時
１０分ごろ、熊谷市石原のＪＲ高崎線踏切で、、高崎発上野行
き電車が線路に落ちていた竹の束をひき緊急停止した。大里
郡寄居町の運転手男性（６５）のトラックが通過する際、４０束
を積んでいた荷台から落ちたらしい。

埼玉新聞 2007/3/14 19 踏切事故

高崎線の踏切に竹　熊谷、乗客にけがなし　１３日午前１１時
１０分ごろ、熊谷市石原のＪＲ高崎線踏切で、高崎発上野行き
普通電車が、踏み切りに落ちていた竹の束を踏みつぶし、緊
急停車した。乗客約６００人にケガはなかった。寄居町の材木
業の男性（６５）が、さいたま市桜区から同町までトラックの荷
台に載せて運ぶ途中だった。

読売新聞 2007/3/14 35 踏切事故
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踏切に竹ざお落下　７２本高崎線６本が運休　１３日午前１１
時１０分ごろ熊谷市石原」のＪＲ高崎線の踏切で、寄居町の自
営業男性（６５）のトラックが横断中、荷台に積んでいた垣根用
の竹ざお束が落下。

産経新聞 2007/3/14 27 踏切事故

寄居の木本さんに日本蕎麦協会長賞　無農薬で手刈り　全
国そば生産優良地区表彰で、寄居町赤浜の木本雅久さん（５
６）が「日本蕎麦会長賞を受賞した。

東京新聞 2007/3/14 25 蕎麦

卒業控え各地で「行事　「中学校は楽しいよ」小６に先輩が体
験談　寄居男小

埼玉新聞 2007/3/14 15 学校

０７統一地方選　直前情勢（３）　第５部　町議選　現元新、２３
人の戦いに　寄居町　（定数１６）

埼玉新聞 2007/3/14 1 統一地方選

有名スポットから穴場まで　埼玉花紀行を発刊　県職員の大
久根さん

埼玉新聞 2007/3/14 18 出版

短歌　■加藤　克巳選　寄居･鷲見　晴子、（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 2007/3/15 25 短歌・俳句

０７統一地方選　点描展望２　②　北５区(深谷市・寄居町）
現職不在　元新６人、小差の勝負　「新人が多く、票が読めな
い。難しい選挙だ」北５区（定数３、深谷市・寄居町）で、

産経新聞 2007/3/15 27 統一地方選

埼玉俳壇　松本　　旭選　（寄居）吉澤　紀子、（同）吉澤　祥 埼玉新聞 2007/3/16 7 埼玉俳壇
駅ホームに花飾る　小中高生が共同で植栽　寄　居　　　　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１３日、秩父鉄道桜沢駅に飾るプランターの花の植
え替え作業を行った。

佐玉新聞 2007/3/16 15 奉仕活動

ベルク、今期５店出店　県外にも既存店売上高上向く　埼玉
県を中心に食品スーパー展開してるベルクは２００８年２月期
に５店を出店。

日本経済新
聞

2007/3/16 37 商業（ベルク）

県内お花見スポット　【寄居・中間平緑地公園】①３月下旬～
４月上旬②山桜も含め約４００本

埼玉新聞 2007/3/17 15 花見スポット

第２５回鴻巣パンジーマラソン　３月３日、鴻巣市立陸上競技
場を発着点に行われた。【男子▼小学５･６年生（２㌔）⑥浅見
圭祐（寄居城南クラブ）６分５２秒【女子】▼小学５･６年生(２
㌔）⑦岡村香菜（寄居鉢形）７分４５秒

さいたま報
知

2007/3/18 5 マラソン

０６年度　県体育賞授与式　３１団体５７９人を表彰　授与式が
１７日、さいたま共済会館で行われ。功労賞【郡市体育協会】
▽大里郡　大沢儀言（寄居町陸上副会長）

埼玉新聞
（スポーツ）

2007/3/18 11
０６年度体育
賞

この一品　はしで味わう《昔の味》　洋食つばき（寄居）のＡラ
ンチ　寄居町桜沢４９９－８　℡０４８-５８１-１３６１

埼玉新聞 2007/3/21 15 グルメ

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）・町田　節子

毎日新聞 2007/3/22 25 短歌・俳句

埼玉俳壇　松本　　旭選　（寄居）福島　真一、（同）吉澤　祥 埼玉新聞 2007/3/23 7 埼玉俳壇
小・中・高生が力を合わせて　駅に花植え　（寄居町）３月１３
日、桜沢小学校、寄居中学校、寄居高校の三校合同連絡会
による秩父鉄道桜沢駅のプランター花植え作業が行われた。

埼北よみうり 2007/3/23 691-2 地域活動

公示地価　埼玉の地価　単価：１平方㍍当たり。単位１００円
で１００円未満は切り捨て。左：２００７年　右：２００６年　◇寄居
町◇［住］寄居町常木１６４５－１４　４５４　４６３、［住］桜沢字
並木１０３４－２　４２０　４２７

毎日新聞 2007/3/23 26 公示地価

統一選直前展望　０７選択の年に　⑤県議（北１～６区）北５区
元職新顔６人で混戦　北５区（３）＝深谷市、寄居町　現職２
人が引退で、現職と新顔５人による混戦の様相だ。

朝日新聞 2007/3/24 29 統一地方選

リトルシニア　〈ブロック春季大会〉日本リトルシニア北関東支
部春季大会　〈北部ブロックリーグ〉２１日。宇都宮シニアグラ
ウンドなどで６試合を行い。　太田市（２敗）３－１１寄居（１勝）
（６回コールド）、寄居（１勝１敗）１－２加須（２勝）

埼玉新聞
（スポーツ）

2007/3/24 7
少年野球（リト
ルシニア）

知事賞に山口さん　きょうまで寄居で県北書道展　県北書道
人連盟主催の県北書道展が２３日、寄居町立総合体育館・ア
タゴ記念館で始まった。２５日まで。４４回目。

埼玉新聞 2007/3/25 13 県北書道展

9 / 54 ﾍﾟｰｼﾞ



熊谷さくらマラソン　雨をはねのけ力走　ハーフ一般女子の部
新城さんが連覇　第１７回熊谷さくらマラソン大会が２５日、同
市小島の運動公園陸上競技場周辺のコースで行われ、５種
目２０部門に５０２７人が参加した。【５㌔】▽中学の部＝①設
楽啓太０・１５・１０②設楽悠太０・１５・２０③小山司０・１５・４１
【２・５㌔】▽小学５年女子＝①深沢陽０・０９・０９

埼玉新聞 2007/3/26 13 マラソン

雨模様５０２７人が力走　熊谷さくらマラソン　第１７回。２５日、
熊谷運動公園を発着点に開かれた。各部門の１位：【５㌔】▽
中学男子　設楽啓太（男衾中陸上部）１５分１０秒【２・５㌔】小
学５年女子　深沢陽（城南クラブ）９分９秒

読売新聞 2007/3/26 33 マラソン

埼玉歌壇　関田　史郎選　（寄居）中里　佐和 埼玉新聞 2007/3/27 12 埼玉歌壇
十二神将６体など展示　寄居　企画展「北条氏邦の信仰」　寄
居町鉢形の町立鉢形城歴史館で、春季企画展「鉢形城主北
条氏邦の信仰―木造十二神将立像を中心にが開かれてい
る。５月６日まで。

東京新聞 2007/3/27 27
鉢形城歴史
館

消しゴムで不振　帳消し　県内にある博物館で、来月１日から
来館者に記念グッズを無料配布サービスを始める。対象とな
るのは県立歴史と民俗の博物館（さいたま市大宮区）、同川
の博物館（寄居町）など６つの施設。４種の特製消しゴムを先
着順に配る。限定６３０個。

朝日新聞 2007/3/27 35
県立博物館
（記念品）

資産１億４７００万円　隠匿容疑追送検　寄居カントリー元社長
ら　会社更生法違反事件で、会社者所有の不動産売却を
装って資産を隠したなどとして、県警捜査２課などは２７日。

朝日新聞 2007/3/28 35
会社更生法
違反

仮装売却で財産１億９０００万円隠す　寄居ＣＣ
東京新聞 2007/3/28 22

会社更生法
違反

元社長親子を追送検　寄居カントリー倶楽部　詐欺更生容疑
産経新聞 2007/3/28 27

会社更生法
違反

マラソン　第１７回熊谷さくら大会（２５日・熊谷運動公園発着）
２、３位入賞者（優勝者は２６日付県版に記載済み）【５㌔】▽
中学男子　②設楽悠太　（男衾中）③小山司（同中陸上部）
【２・５㌔】▽小学５年男子③内田健太（城南ク）

読売新聞 2007/3/28 34 マラソン

ピアノ　和幸ピアノコンクール　予選　本戦への出場をかけ、
県内３会場で行われた第７回和幸ピアノコンクール予選。■
熊谷予選　２月１８日　熊谷市立文化センター◇Ｃ部門（小５
～小６）　大石　　恵（寄居男衾小６年）

朝日新聞
（埼玉少年

スポ）
2007/3/28 232-3 ピアノ

歌壇　加藤　克巳　選　（寄居）安良岡正二 朝日新聞 2007/3/29 34 歌壇
短歌　■加藤　克巳選　寄居・大森カツ子、同・町田　節子
俳句　■星野　光二選　同・町田　節子

毎日新聞 2007/3/30 26 短歌・俳句

よみうり文芸　俳句　鈴木　貞雄　選　寄居町　出牛　一郎 読売新聞 2007/3/30 34 よみうり文芸
埼玉歌壇　今月の選考　松本　旭選　（寄居）吉澤　紀子、
（同）石黒　邦彦

埼玉新聞 2007/3/30 16 埼玉俳壇

県内有権者　５７３万９０８人（男２８７万８７４４人、女２８５万２１
６４人）　前回比で２．５％（１４万５５１人）増　県選管は２９日、
県内の選挙人名簿を登録者数をまとめた。　県議有権者数
（２９日現在）　選挙区：北５区　深谷市　（男５８，４４９　女５９，
００９　計１１７，４５８）寄居町（男１５，０７３　女１５，３１６　計３
０，３８９）両市町合計（男７３，５２２　女７４，３２５　計１４７，８４

東京新聞 2007/3/30 26
県内有権者
数

県議選告示　統一地方選の前半戦、県議選とさいたま市議
選が３０日告示された。　総選挙のしこり　どう影響　◇北５区
◇郵政民営化をめぐり自民が分裂した２年前の総選挙のしこ
りが残る北５区（深谷市、大里郡寄居町）

埼玉新聞 2007/3/31 21 県議会告示

妻沼西部工業団地にエイチワンの新工場　ホンダ関連の第１
号　大手自動車企業ホンダが寄居町に新工場を建設するの
に関連し、自動車部品メーカー「エイチワン」が３０日。

朝日新聞 2007/3/31 29 企業誘致

ホンダ系、集積開始　エイチワン、熊谷新工場　県１億円助成
（産業立地促進補助金制度に基づき）　新工場を建設予定
で、２～３年後の稼動を目指す。ホンダは同じく県北の寄居町
にに２０１０年、新工場を稼動する予定。系列メーカーの集積

日本経済新
聞

2007/3/31 37 企業誘致
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県議選立候補者　北　北５区　深谷市、寄居町　（定数３－６）
―各紙に同様の記載あり―

埼玉新聞 2007/3/31 7 県議選

携帯からの１１９番即座に位置特定　深谷、川口、所沢３消防
本部、きょうから運用

毎日新聞 2007/4/1 29 消防

２８２８人健脚競う　行田鉄剣マラソン　行田市小針の「古代は
蓮の里」周辺を舞台に「第２３回行田鉄剣マラソン大会」が１
日、行われ、過去最高の２８２８人が参加した。【１．３㌔】▽小
学６年生女子　深沢陽（城南クラブ）

読売新聞 2007/4/2 33 マラソン

カタクリの花　寄居で見ごろ　大里郡寄居町折原の雑木林斜
面で。１日には、保護運動に取り組む「寄居町カタクリの会」が
年に一度の観察会を開き、町内外から４５人が参加。

埼玉新聞 2007/4/2 17 カタクリ

深谷市」消防本部　携帯の１１９番に対応　位置情報通知シス
テム運用スタート

埼玉新聞 2007/4/2 13 消防

日本リトルシニア野球北関東支部　チーム紹介　５年ぶり全国
目指す　寄　居　▽代表者渡辺勲▽連絡先　大里郡寄居町

埼玉新聞
（スポーツ）

2007/4/2 8
少年野球（リト
ルシニア）

埼玉歌壇　今月の選者　加藤　克己　（寄居）松村章子 埼玉新聞 2007/4/3 7 埼玉歌壇
リトルシニア　（ブロック春季大会）＜北部ブロックリーグ＞１
日、寄居高校などで９試合が行われた・　寄居（１勝２敗）２－
３前橋（１勝）、寄居（２勝２敗）６－３熊谷（２敗）

埼玉新聞
（スポーツ）

2007/4/3 9
少年野球（リト
ルシニア）

寄居の味たっぷり紹介　町商工会が情報誌　寄居町商工会
が情報誌「よりい」を発刊した。

朝日新聞 2007/4/3 30
情報誌「より
い」

県立博物館や美術館など　オリジナル消しゴム製作　施設の
認知度向上へ　１日に試験的に各施設で無料提供したとこ
ろ、好評だったという。（川の博物館でも）

日本経済新
聞

2007/4/4 33
県立博物館
（記念品）

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 2007/4/5 25 短歌・俳句

０７　県議選終盤情勢　４氏つば競り合い　５　区　▼定数３・
深谷市、大里郡寄居町

埼玉新聞 2007/4/5 6 県議選

埼玉歌壇　今月の選者　阿部　完市　　（寄居）吉澤　紀子 埼玉新聞 2007/4/6 7 埼玉歌壇
酒も「乙姫ちゃん」　３商品発売　土産の起爆剤に期待　寄
居　寄居町商工会がキャラクター化を進める「乙姫ちゃん」の
酒の販売が町内酒店で始まった。

埼玉新聞 2007/4/6 15
商工会（キャ
ラクター）

外国人来県年２５万人に　３年目標　１６市町村指定。ＰＲ　県
は、２０１０年までに年間２５万人を目標とした「外客来訪促進
計画」をスタートさせ、今年度から外国人観光・来訪客の県内
誘致に本腰を入れる。　計画では、さいたま、川越、川口、行
田、秩父、飯能、東松山、新座、日高、小川、横瀬、皆野、長
瀞、小鹿野、東秩父、寄居の１６市町村を「来訪促進地域」に

読売新聞 2007/4/6 35
外客来訪促
進計画

審判待つ県議選１５２候補　北５区　深谷市、寄居町（定数３ 埼玉新聞 2007/4/7 7 県議選
審判待つ県議選１５２候補　北５区　深谷市、寄居町（定数３ 朝日新聞 2007/4/7 32 県議選
審判待つ県議選１５２候補　北５区　深谷市、寄居町（定数３ 東京新聞 2007/4/7 23 県議選
審判待つ県議選１５２候補　北５区　深谷市、寄居町（定数３ 毎日新聞 2007/4/7 22 県議選
審判待つ県議選１５２候補　北５区　深谷市、寄居町（定数３ 産経新聞 2007/4/7 24 県議選
審判待つ県議選１５２候補　北５区　深谷市、寄居町（定数３ 読売新聞 2007/4/7 34 県議選
■県議選　開票予想　　４９選挙区　北５区（深谷市寄居町）
開票終了　２３：３０

産経新聞 2007/4/8 25 県議選

県議選の得票と当選者　北５区（３）＝確定　神尾　高善　５６
無新①（自）（元）岡部町長・造園業、加藤　裕康　６１　無元
②ＪＲふかや理事（元）旧市議、小島　　進、４６　無新①（民）
菓子卸問屋役員（元）市議会議長

朝日新聞 2007/4/9 17
県議選（当選
者）

県議選の得票と当選者　北５区（３）＝確定　神尾　高善　５６
無新①（自）（元）岡部町長・造園業、加藤　裕康　６１　無元
②ＪＲふかや理事（元）旧市議、小島　　進、４６　無新①（民）
菓子卸問屋役員（元）市議会議長

東京新聞 2007/4/9 13
県議選（当選
者）

県議選の得票と当選者　北５区（３）＝確定　神尾　高善　５６
無新①（自）（元）岡部町長・造園業、加藤　裕康　６１　無元
②ＪＲふかや理事（元）旧市議、小島　　進、４６　無新①（民）
菓子卸問屋役員（元）市議会議長

日本経済新
聞

2007/4/9 25
県議選（当選
者）
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県議選の得票と当選者　北５区（３）＝確定　神尾　高善　５６
無新①（自）（元）岡部町長・造園業、加藤　裕康　６１　無元
②ＪＲふかや理事（元）旧市議、小島　　進、４６　無新①（民）
菓子卸問屋役員（元）市議会議長

毎日新聞 2007/4/9 16
県議選（当選
者）

県議選の得票と当選者　北５区（３）＝確定　神尾　高善　５６
無新①（自）（元）岡部町長・造園業、加藤　裕康　６１　無元
②ＪＲふかや理事（元）旧市議、小島　　進、４６　無新①（民）
菓子卸問屋役員（元）市議会議長

埼玉新聞 2007/4/9 1
県議選（当選
者）

県議選の得票と当選者　北５区（３）＝確定　神尾　高善　５６
無新①（自）（元）岡部町長・造園業、加藤　裕康　６１　無元
②ＪＲふかや理事（元）旧市議、小島　　進、４６　無新①（民）
菓子卸問屋役員（元）市議会議長

産経新聞 2007/4/9 15
県議選（当選
者）

県議選の得票と当選者　北５区（３）＝確定　神尾　高善　５６
無新①（自）（元）岡部町長・造園業、加藤　裕康　６１　無元
②ＪＲふかや理事（元）旧市議、小島　　進、４６　無新①（民）
菓子卸問屋役員（元）市議会議長

読売新聞 2007/4/9 15
県議選（当選
者）

埼玉歌壇　加藤　克巳選　（寄居）　松村　章子、（同）　中里 埼玉新聞 2007/4/10 7 埼玉歌壇
有給の「休息」廃止　県と川口市なだ今月から　国家公務員
の有給の「休息時間」が昨年７月で廃止されたのを受けて。
県市町村課の３月２３日現在の調べでは、関係条例を改定し
て休息を廃止したのは、さいたま市を除く県内６９市町村のう
ち、川口、朝霞、志木、和光、八潮、の５市と寄居、宮代の２町

朝日新聞 2007/4/10 33
有給「休息」
廃止

俳句　■星野　光二選　寄居・町田　節子、（同）小渕美津子 毎日新聞 2007/4/12 25 俳句
県が来訪促進計画　２０１０年までに年間２５万人目標　外国
人観光客誘致へ　１６市町村１８３カ所を指定　外国語案内板
や宿泊施設整備　外国人向けの観光資源を有し、誘致に積
極的な▽さいたま▽川越▽川口▽行田▽秩父▽飯能▽日高
▽小川▽横瀬▽皆野▽長瀞▽小鹿野▽東秩父▽寄居の計
１６市町村を「来訪促進地域」に指定。

毎日新聞 2007/4/12 26
県外客来訪
促進

フォトギャラリー　豊穣に舞う　寄居町、制野明義さん　豊作を
祝う勇壮な獅子舞

東京新聞 2007/4/12 27 写真

春季高校野球　地区大会（１１日・熊谷公園ほか）　北部が開
幕し、１回戦計６試合が行われた。▽Ｂ組１回戦　寄居２５－０
妻沼（５回コールド）

埼玉新聞 2007/4/12 10 高校野球

埼玉俳壇　阿部　完市選　（寄居）吉澤　紀子、（同）石澤　邦
彦、（同）吉澤　祥匡

埼玉新聞 2007/4/13 9 埼玉俳壇

鉢形城守れ！攻防戦再現　１５日玉淀河原で北條まつり　寄 埼玉新聞 2007/4/13 15 北條まつり
◇ギャラリー◇　◆清沢正孝　水彩画展　１７日まで、熊谷市
仲町の八木橋百貨店５階アートギャラリー。（寄居町在住）

読売新聞 2007/4/13 34 水彩画展

戦国時代の攻防戦を手作り再現　４/１５北條まつり（寄居町） 埼北よみうり 2007/4/13 692－2 北條まつり
危険業務従事者叙勲　瑞宝双光章　▽小桜邦彦（防衛・寄
居）▽出牛一郎（警察・寄居）

朝日新聞 2007/4/14 30 叙勲

県内１９２人が受章　危険業務従事者叙勲　元警察官ら全国
で３６００人　▽瑞宝双光章　（４９人）◇防衛功労　小桜　邦彦
６１元３等陸尉　寄居　◇警察功労　出牛　一郎７６元警視正

埼玉新聞 2007/4/14 3 叙勲

危険業務従事者叙勲　▽瑞宝双光章（４９人）◇防衛功労
小桜　邦彦６１元３等陸尉　寄居　◇警察功労　出牛　一郎７
６元警視正　寄居

東京新聞 2007/4/14 23 叙勲

危険業務従事者　叙勲受章　埼玉県　▽瑞宝双光章　◇防
衛功労　小桜　邦彦６１元３等陸尉＝寄居　◇警察功労　出
牛　一郎７６元警視正＝寄居

日本経済新
聞

2007/4/14 30 叙勲

県内から１９２人が受章　警察官や消防士ら　危険業務従事
者叙勲　◇瑞宝双光章　▽小桜邦彦（６１）３等陸尉＝寄居
▽出牛一郎（７６）警視正＝寄居

毎日新聞 2007/4/14 22 叙勲

危険業務従事者叙勲　１９４人に栄誉　喜びの受賞者　　　◇
瑞宝双光章◇　【自衛官】▽出牛一郎７６（寄居）【自衛官】▽
小桜邦彦６１（寄居）

読売新聞 2007/4/14 30 叙勲
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危険業務従事者叙勲　▽瑞宝双光章　◇防衛功労　小桜
邦彦６１　元３等陸尉　　寄居　◇警察功労　出牛　一郎７６
元警視正　寄居

産経新聞 2007/4/15 24 叙勲

武者の攻防戦再現　きょう北条まつり　寄居・鉢形城跡　寄居
町の鉢形城跡で１５日。

毎日新聞 2007/4/15 25 北條まつり

統一選後半戦　首長市町議の改選ＭＡＰ　寄居町：議員を改
選（定数＝１６）

読売新聞 2007/4/16 35 統一地方選

◇春季高校野球大会地区予選（１５日、県営大宮球場など）
▽北部地区代表決定戦　熊谷商６－５寄居

朝日新聞 2007/4/16 37 高校野球

埼玉歌壇　加藤　克巳　選　（寄居）松村　章子 埼玉新聞 2007/4/17 7 埼玉歌壇
２町長選きょう告示　１５町議選も実施　町長選、町議選が行
われる町の選挙人名簿登録者数（２００７年４月１６日現在）
町名：寄居町　定数：１６　男：１５,０７１　女：１５，３０７　計３０，
３７８　増減（％）：１,１０

埼玉新聞 2007/4/17 1 統一地方選

町議選の候補者　◇寄居町（定数１６－候補者数２２） 朝日新聞 2007/4/18 30 統一地方選
１５町議選に２５１人　横瀬、長瀞で２２人無投票当選町議選
立候補者　◇寄居町◇（定数１６－候補者数２２）

読売新聞 2007/4/18 28 統一地方選

町議選立候補者の顔ぶれ　◇寄居町（定数１６－２２） 埼玉新聞 2004/4/18 12 統一地方選
町議選立候補者　◇寄居町　（定数１６－２２） 毎日新聞 2007/4/18 24 統一地方選
２００７　統一選　１３町議選「椅子１９１」に２２９人　寄居町議
選　届け出順　（１６-２２）

産経新聞 2007/4/18 26 統一地方選

町議選立候補者　●寄居町（定数１６－候補２２）定数５減 東京新聞 2007/4/18 25 統一地方選
俳句　■星野　光二選　寄居・町田　節子 毎日新聞 2007/4/19 25 短歌・俳句
リーダー　『まちづくりおじさん』　柴崎　猛　シバサキ製作所
社長（寄居町）　地域を動かす仕掛け人　ホンダ進出を歓迎
商工会で受け皿作り　朝の効用を説く　倫理法人会活動
環境保全運動に先駆け　トンボ公園

東上沿線物
語（Ｈ１９．

５）
2007/4/20発行1号－２ リーダー

電気店改装、熱い演奏、寄居のライブハウス「オリオン」　毎週
土曜　音楽好き集う　寄居町寄居のライブハウス「オリオン」が
評判を呼んでいる。オーナー朝比奈隆さん（５８）が経営する
電気店の一部をスタジオに改装し、年明けから週一度のペー

埼玉新聞 2007/4/20 14
寄居ライブハ
ウス

埼玉俳壇　阿部　完一　選　（寄居）吉澤　紀子、（同）石澤 埼玉新聞 2007/4/20 9 埼玉俳壇
十二神将像を間近に　鉢形城歴史館で企画展　寄居　寄居
町の鉢形城歴史館は、春季企画展「鉢形城主北条氏邦の信
仰」を開催している。５月６日まで。

埼玉新聞 2007/4/20 15
鉢形城歴史
館

わくわく　さ～くる　寄居フォトクラブこもれび　技術より楽しさ
追求　和やかに気持ちよく　主な活動場所＝寄居町中央公
民館　▽活動日＝毎月第４土曜午後１時半～５時

埼玉新聞 2007/4/20 15 サークル

寄居カントリー　資産隠し認める　元社長親子初公判
読売新聞 2007/4/20 33

会社更生法
違反

自分流　スーパー「ベルク」社長　原島功　氏（５７）　残業抑え
社員に笑顔を　寄居町に本社を構えたのはどうしてか。

読売新聞 2007/4/20 32 自分流

寄居ＣＣ元社長ら起訴事実認める　更生法違反初公判
毎日新聞 2007/4/20 34

会社更生法
違反

会社更生法違反　元社長ら認める　「寄居カントリー」初公判
朝日新聞 2007/4/20 29

会社更生法
違反

俳句　鈴木　貞雄　選　寄居町　町田　節子 読売新聞 2006/4/20 34 俳句
町議選立候補者の顔触れ　寄居町（定数１６-２２） 埼玉新聞 2007/4/21 10 統一地方選
町議選立候補者の顔触れ　寄居町（定数１６-２２） 朝日新聞 2007/4/21 35 統一地方選
町議選立候補者の顔触れ　寄居町（定数１６-２２） 読売新聞 2007/4/21 30 統一地方選
町議選立候補者の顔触れ　寄居町（定数１６-２２） 毎日新聞 2007/4/21 26 統一地方選
町議選立候補者の顔触れ　寄居町（定数１６-２２） 東京新聞 2007/4/21 27 統一地方選
町議選立候補者の顔触れ　寄居町（定数１６-２２） 産経新聞 2007/4/21 26 統一地方選
０７選挙　統一地方選　４市町長選３３市町議選　きょう投開票
市長選　大勢判明　午後１１時ごろ　大勢判明予測＝２３：００
寄居（議員選）

読売新聞 2007/4/22 33 統一地方選
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第１７回熊谷さくらマラソン（３月２５日、熊谷運動公園陸上競
技場発着）　【男子】▽２・５㌔小学５年生　③内田健太（城南
クラブ）９分６秒⑤大塚熱（寄居鉢形）９分３５秒⑦中畝拓哉
（城南クラブ）９分４２秒⑨伊藤達矢（寄居鉢形）９分５３秒▽２・
５㌔小学６年生⑩中島輝（城南クラブ）９分２秒▽５㌔中学生
①設楽啓太（寄居男衾）１５分１０秒②設楽悠太（同）１５分２０
秒③小山司（同）１５分４１秒④伊藤銀河（同）１５分４２秒【女
子】▽１・２㌔小学４年生⑤野平梓（城南クラブ）４分３４秒▽２・
５㌔小学５年生①深沢陽（同）９分９秒⑧前田伽南（寄居鉢
形）１０分１１秒⑨野平楓（城南クラブ）１０分１３秒▽小学６年
生⑦谷津花菜（寄居鉢形）９分５５秒⑧岡村香菜（同）１０分４

報知新聞 2007/4/22 第３４号－1・2 マラソン

町議選開票結果　◇寄居町（１６－２２）
◆投票率◆寄居＝６６．６７％（６９．８１％）カッコ内は前回

読売新聞 2007/4/23 15 統一地方選

町議選の得票　◇寄居町（定数１６－候補者数２２） 朝日新聞 2007/4/23 17 統一地方選
首長・議員選の投票者数・率　寄居町　当日有権者数：２９，９
１５　投票者数：１９，９４３　投票率（％）：６６.６７

東京新聞 2007/4/23 12 統一地方選

埼玉　町議選　開票結果　●寄居町（定数１６） 東京新聞 2007/4/23 13 統一地方選
町議選の開票結果　◆寄居町　定数１６－２２ 埼玉新聞 2007/4/23 10 統一地方選
市町村議会選挙投票速報集計表（結果）　寄居町：投票者数
＝男　９，６４４　女　１０，２９９　計１９，９４３　投票率　男　６５.
１３　女　６８.１３　平均　６６.６７

埼玉新聞 2007/4/23 12 統一地方選

２００７　統一選　町議選　市町別投票率　（選管確定）　町議
選　寄居町＝今回：６６.６７　前回：６９.８１

産経新聞 2007/4/23 15 統一地方選

２００７　統一選　３３市町の未来託し　７０４議席に期待込めた
一票　◇寄居町　開票終了（１６-２２）

産経新聞 2007/4/23 14 統一地方選

町議選開票結果　◇寄居町　（定数１６－２２） 毎日新聞 2007/4/23 16 統一地方選
埼玉歌壇　加藤　克巳選　（寄居）中里　佐和 埼玉新聞 2007/4/24 10 埼玉歌壇
市町議選の党派別当選者数　寄居町＝定数：１６　公明党　２
（２）、共産党　１（１）、無所属　１３（１）、計　１６（４）　※（　）内
は女性数

埼玉新聞 2007/4/24 2 統一地方選

町議選　確定得票　●寄居町　（定数１６） 東京新聞 2007/4/24 27 統一地方選
寄居、前橋が４勝目　日本リトルシニア北関東支部北部ブロッ
クリーグは２２日、羽生シニアグラウンドなどで６試合が行われ
た。寄居（３勝２敗）１４－２足利（２勝３敗）　（６回コールド）　寄
居（４勝２敗）１０－０佐野（２勝４敗）（５回コールド）

埼玉新聞 2007/4/24 15 少年野球

▼無免許、酒気帯び運転で男逮捕・深谷　寄居署は２３日、
道交法違反の現行犯で、深谷市武蔵野、無職男性（３６）を逮
捕した。

埼玉新聞 2007/4/25 15
交通（無免
許、酒気帯び
運転）

第１８回関東クラブ大会県予選会（１５・本庄市山王堂グラウン
ド）▽準決勝　プリンス倶楽部（本庄）１７－０塚越ファンキーズ

埼玉新聞 2007/4/25 34 ソフトボール

県社会人リーグ（８、１５・深谷仙元山多目的グラウンドほか）
シニア(同日・熊谷市運動公園サッカー場ほか）◇県北４０リー
グ▽第３節　吉見１－０寄居

埼玉新聞 2007/4/25 34 サッカー

■第８回武蔵野杯選抜中学女子ソフトボール大会（３月１７日
～１８日、新座馬場球場ほか）　【予選ブロックの順位】▽Ａブ
ロック③寄居城南中

埼玉新聞
（少年少女
スポーツ）

2007/4/25 2 ソフトボール

東上線沿線の魅力　発信　月刊情報紙を創刊　鳩山町など
特集　月刊「東上線物語」が４月下旬、創刊された。インタ
ビュー記事が、中心で、今回は寄居町、朝霞市、志木市、新
座市、川越市など地元で活躍する経営者や文化人らが写真

日本経済新
聞

2007/4/25 39
東上線物語
発刊

東上線沿線の話題を紹介する地域紙創刊　富士見市の元新
聞記者（日本経済新聞社）金子雄一さん（５６）が東上線沿線
の話題を紹介する月刊地域情報紙「東上線物語」を創刊し
た。２０日発行。今後も、東京・から池袋から寄居町、越生町ま
での東上線と越生線の沿線エリアの情報を掲載していく。

読売新聞 2007/4/25 33
東上線物語
発刊

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 2007/4/26 25 短歌・俳句
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埼玉　ものづくり特集　挑戦から生まれる夢と感動の実現　講
演　小鷲照雄氏　ホンダ技研工業株式会社　常務執行役員
県北埼玉からグローバルへ　新たな展開　埼玉新聞社が主
催する異業種交流会「埼玉ビジネスネットワーク」第４回セミ
ナーでの講演。０６年１１月２８日、さいたま市「浦和東武ホテ
ル」で。　ホンダの企業戦略の中における寄居新工場の役割
や、地域との関係性などについて。

埼玉新聞 2007/4/26 12 企業誘致

埼玉　ものづくり特集　「Ｈｏｎｄａパワー」で世界の拠点に！
寄居町、小川町に新工場　高まる期待　（座談会　出席者）
上田清司：県知事、津久井幹雄：寄居町長、笠原喜平：小川
町長、小鷲照雄：本田技研工業常務執行役員　　［津久井幹
雄寄居町長］町民から歓迎の声　町を挙げてバックアップ

埼玉新聞 2007/4/26 10・１１ 企業誘致

模型の説明や植物の管理まで　県立川の博物館ボランティア
【寄居】寄居町小園。「かわはくボランティア」を募集中。５月１
３日に説明会を実施する。

埼玉新聞 2007/4/27 15
川の博物館
（ボランティア
募集）

わくわく　さ～くる　カッター１本で作る世界　切り絵の会（寄
居）　集中すると時間を忘れる　主な活動場所＝寄居町中央
公民館▽活動日＝第３水曜午前１０時～正午

埼玉新聞 2007/4/27 15 サークル

短歌　篠　　弘　選　寄居町　柴崎　計子 読売新聞 2007/4/27 37 よみうり文芸
各地で春まつり行われる　北條まつり（寄居町）４月１５日に寄
居町内で行われた。

埼北よみうり 2007/4/27 4
各地の春ま
つり

歌壇　加藤　克巳　選　（寄居)安良岡正一、（同）中村　茂 朝日新聞 2007/4/27 28 歌壇
◆萌える新緑・寄居の鐘撞堂山　５月１２日午前９時半、ＪＲ八
高線、東武東上線、秩父鉄道寄居駅前、寄居町役場前の広
場集合。

読売新聞 2007/4/28 34 歩く

飲酒の小学校教諭ひき逃げ容疑逮捕　寄居　寄居署は２７
日、寄居町用土、教諭（５１）を業務上過失傷害と道交法違反
の疑いで逮捕した。調べによると、容疑者は２６日午後１１時２
０分ごろ、乗用車を運転し、同町桜沢の町道で。

読売新聞 2007/4/28 33
交通（道交法
違反）

寄居・小学校教諭をひき逃げ容疑で逮捕　２７日、寄居町用
土、教諭（５１）を業務上過失傷害と道交法違反容疑で逮捕。

毎日新聞 2007/4/28 23
交通（道交法
違反）

★小学校教諭がひき逃げ容疑で逮捕　寄居署は２７日夜、業
務上過失傷害と道交法違反の疑いで、寄居町用土、教諭を

東京新聞 2007/4/29 24
交通（道交法
違反）

▼小学校教諭をひき逃げで逮捕　寄居署は、２７日、業務上
過失傷害と道交法違反容疑で、大里郡寄居町用土、教諭（５
１）を逮捕した。

埼玉新聞 2007/4/29 13
交通（道交法
違反）

懐かしの昭和３９年代　再び　故・山田えいじ遺作展　３０日ま
で秩父市の矢尾百貨店５階美術サロンで。　秩父　団坤世代
に好評　山田えいじさんは、２０年ほど前から寄居町に移住。
昨年９月、心臓病で他界した。８４歳だった。

産経新聞 2007/4/29 25 遺作展

深谷南など４強　県中学ラグビー　第２３回県中学生大会兼
関東中学生大会予選は２９日、熊谷ラグビー場でＡ組準々決
勝４試合が行われ、４強が決まった。▽準々決勝　深谷上柴５

埼玉新聞 2007/4/30 10
県中学ラグ
ビー

４月１日現在の県推計人口（県統計課調べ）　市町村：寄居町
世帯数：１３，２４０　人口（総数：３６，７８６　男：１８，２２０　女：
１８，５６６

埼玉新聞 2007/4/30 3 県推計人口

リストラシンガー「世の中の端」からサラリーマンの星へ　馬場
俊英（寄居出身）　共感読んだ契約解除でもあきらめない

スポーツ
ニッポン

2007/4/30 23
シンガーソン
グライター

＜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
ロックリーグは４月２９日、行田総合運動公園野球場で３試合
が行われた。　行田（４勝３敗）１－２寄居（５勝２敗）

埼玉新聞
（スポーツ）

2007/5/1 9 少年野球

子供の医療費　自治体　助成競争　対象年齢など格差も　最
近、乳幼児医療費支給の対象年齢を拡大した主な自治体＝
【入院】小学校卒業まで→中学校卒業まで：寄居町　【通院】
就学前→小学校卒業まで：寄居町

読売新聞 2007/5/1 25
子供の医療
費

涼　求めて　熊谷２８．５度　全国各地で今年一番の暑さと
なった３０日、県内各地でも軒並み２５度を越す夏日を記録し
た。熊谷地方気象台によると、寄居町で２８.２度。

読売新聞 2007/5/1 25 気温
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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 2007/5/3 23 短歌・俳句

埼玉俳壇　星野　光二氏　（寄居）石沢　邦彦、（同）吉澤紀子 埼玉新聞 2007/5/4 7 埼玉俳壇
熊谷などで夏日　熊谷地方気象台によると、３日の最高気温
は各地で平年より３～４度ほど高く、熊谷市、秩父市、寄居
町、鳩山町では、それぞれ２５度以上の夏日に。

読売新聞 2007/5/4 23 気温

踏切で耕運機はねられ死亡　４日午後５時ごろ、寄居町桜沢
の秩父鉄道小前田２号踏切で、近くに住む農業、男性（７８）
の耕運機が、三峰口発羽生行き普通電車に衝突。

産経新聞 2007/5/5 24 踏切事故

耕運機と電車が衝突し男性死亡　寄居の秩父鉄道　４日午後
５時半ごろ、寄居町桜沢の秩父鉄道小前田２号踏切で、近く
の農業、男性（７８）の耕運機が、三峰発羽生行き普通電車と

毎日新聞 2007/5/5 24 踏切事故

踏切で列車と衝突　耕運機の７８歳死亡　４日午後５時半ご
ろ、寄居町桜沢、秩父鉄道桜沢－小前田駅間の踏切で。

読売新聞 2007/5/5 25 踏切事故

◆記録写真展「養蚕のいま」（寄居）　１１－１３日、１８－２０
日、２５－２７日の午前１０時～午後４時、同町用土の里山ギャ

埼玉新聞 2007/5/5 15 記録写真展

寄居の踏切で事故　耕運機の男性死亡　４日午後５時半ご
ろ、大里郡寄居町桜沢秩父鉄道小前田２号踏切で、同町桜
沢、農業男性（７８）の耕運機が三峰駅発羽生行き三両編成
の普通列車に衝突。

埼玉新聞 2007/5/5 19 踏切事故

各地で初夏思わせる暑さ　熊谷で２８．９度　熊谷地方気象台
によると、県内では熊谷で２８．９度、寄居で２８．７度だった。

埼玉新聞 2007/5/5 19 気温

さんてこの原点探る　あす、熊谷でフェス　９団体が囃子競演
６日、熊谷市仲町の八木橋百貨店で開かれる。お囃子フェス
ティバル「さんてこの響き」は、熊谷山車屋台祭研究会の主
催。２００５年に続き２回目の開催となる。当日、埼玉から武州
寄居茅町神田囃子保存会（寄居町）

埼玉新聞 2007/5/5 15 囃子

今年一番の暑さ　熊谷　真夏日　５日の県内は勢力の強い高
気圧に包まれ、朝から気温が上昇。熊谷地方気象台による
と、最高気温は、熊谷市で平年より７.７度高い３０．１度となっ
たほか、寄居町で２９．１度。

読売新聞 2007/5/6 37 気温

熊谷で真夏日　本庄、ボタン見ごろ　移動性高気圧に覆われ
た県内は５日、熊谷市で最高気温が３０．１度まで上がり、今
年で初めての「真夏日」（３０度以上）を記録した。熊谷地方気
象台によると、寄居町で２９．１度、鳩山町で２８．８度に達すな
ど、県内全域で「夏日」（２５度以上）となった。

毎日新聞 2007/5/6 29 気温

埼玉歌壇　川口美根子選　（寄居）吉澤祥匡 埼玉新聞 2007/5/8 7 埼玉歌壇
★駐車場８カ所でタイヤ８１本パンク　寄居町の半径３㌔内に
ある８カ所の駐車場で７日朝、乗用車など４１台のタイヤ計８１
本がパンクしているのが見つかった。

東京新聞 2007/5/8 26 犯罪

タイヤパンク４１台寄居　５日から７日早朝にかけ、寄居町の駐
車場で。

産経新聞 2007/5/8 27 犯罪

寄居・車４１台のタイヤ８１本がパンクさせられる　７日午前６時
５０分ごろ、寄居町富田の女性から「駐車場に止めていた車
のタイヤ２本がパンクさせれれている。駐車場の他の車も被害
に遭っている」との１１０番通報あった。

毎日新聞 2007/2/8 27 犯罪

◆寄居で乗用車４１台のタイヤに穴開けられる　７日午前６時
５５分ごろ、寄居町富田の月極め駐車場に止めていた男性か
ら「車のタイヤに穴が開けられている」との寄居署に通報が

読売新聞 2007/5/8 35 犯罪

駐車場の車　４１台がパンク　寄居　半径５㌔内　突き刺した
跡共通　連続器物損壊容疑で捜査　７日午前７時半ごろ、寄
居町富田の男性会社員（３４）から、「タイヤをパンクさせられ
た」と寄居署に通報があり。

朝日新聞 2007/5/8 35 犯罪

アウトドア　◆もえる新緑　寄居鐘撞堂山　１２日（土）午前９時
半　寄居町役場前の広場（寄居駅）に集合。（上福岡歩こう

朝日新聞 2007/5/8 33 ハイキング

日本リトルシニア＜北関東支部春季大会＞６日までに、新座
市営球場などで１回戦から３回戦までの３０試合が行われた。
▽２回戦　寄居１６－６富士見　▽３回戦　寄居２－９春日部

埼玉新聞
（スポーツ）

2007/5/8 8 少年野球
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ぐるり駅探訪　〔寄居駅〕（寄居町）酔客万来いまは昔　週末は
ハイカー客らでにぎわう　＜駅データ＞１９０１（明治３４）年開
業。１日平均乗降客数９３０９人（０６年度）。１日に１００食出る
ホーム内のそば店、食事目的だけの出入りも可能

朝日新聞 2007/5/9 28 ぐるり駅探訪

ＴＯＫＹＯ発　赤トンボ赤信号?　１２日から江東区で　全国サ
ミット（今年で１８回目）　埼玉県寄居町の「おぶすまトンボの里
公園」。公園を管理する「寄居町にトンボ公園を作る会」の幹
事で、今回の市民サミット事務局長を務める新井裕さん（５８）
は。サミットは１２、１３の両日、江東区東陽の区文化センター
などで開かれる。減少目立ち、一斉調査へ（全国調査の対象
となる赤トンボの代表種「アキアカネ」。

東京新聞 2007/5/9 28 赤とんぼ

暑いっ！寄居などで真夏日　移動性高気圧覆われた９日、県
内全域で気温が上昇し、寄居町で今年最高の３０．３度を記
録するなど暑い一日になった。

毎日新聞 2007/5/10 25 気温

プール開き　待ちきれない　熊谷　また真夏日　全国的に今
年一番の暑さとなった９日、県内でも軒並み３０度を超えいっ
きょに夏ムードを迎えた。熊谷市では今年最高の３０．２度を
記録。熊谷地方気象台によると、寄居町３０．３度。

朝日新聞 2007/5/10 29 気温

ひと　彩々　手間かけ守る小粒の風味　そば栽培で日本蕎麦
協会長賞　木本雅久さん　寄居町赤浜の農業木本雅久さん

朝日新聞 2007/5/10 28 そば栽培

◆「かわはくボランティア」希望者　毎週（土・日）を中心に、寄
居町の県立川の博物館で活躍するボランティアを。

朝日新聞 2007/5/10 31
かわはくボラ
ンティア募集

短歌　■加藤　克巳選　寄居・高橋　達男　俳句　■星野　光
二選　同･町田　節子

毎日新聞 2007/5/10 26 短歌・俳句

全国スポーツ少年団軟式野球大会県予選（第２９回）　〇北
部ブロック　花園総合運動公園野球場などで５日、開会式と１
回戦から３回戦までの２７試合が行われた。▽２回戦　長幡
イーグルス（上里）０－２７オブスマクラブ（寄居）〈４回コール
ド）、折原イーグルス（同）１－１６根住少年野球（深谷）〈５回
コールド）、用土コルツ（同）４－１４中町ジュニア（同）（５回
コールド）、妻沼スラッガーズ（熊谷）１２－１３マッキーズ（同）
（４回コールド）、寄居ビクトリーズ６－７川本南小（深谷）（６回
コールド）▽３回戦　オブスマクラブ３５－１根住少年野球（４回
コールド）、上里マッハ１０－３中町ジュニア（６回コールド）

埼玉新聞
（スポーツ）

2007/5/10 9
少年野球（ス
ポーツ少年
団）

埼玉俳壇　星野　光二選　（寄居）吉澤　紀子 埼玉新聞 2007/5/11 7 埼玉俳壇
きょうから春の交通安全運動　多彩な行事で注意喚起　今年
は　寅さん　寄居のドール手作りで５３体目　きよう１１日から始
まる春の全国交通安全運動を前に、県内各地では１０日、出
発式や大里郡寄居町には「寅さん」が登場するなど、多彩な
関連行事が行われた。

埼玉新聞 2007/5/11 19 交通安全

春の交通安全運動スタート　なくせ追突事故　携帯電話ダメ
適正な車間　春の全国交通安全運動が、１１日始まった。県
警は２０日までの期間中、適正な車間距離を保っための指導
の強化、悪質な違反ドライバーについては、厳しく取り締ま
る。　大トラ懲らしめるフーテンの寅さん　寄居に人形登場　寄
居町の桜沢交差点脇に登場した「フーテンの寅さん」人形

読売新聞 2007/5/12 29 交通安全

今週のホームラン　５月５日＝木村将悟、神田凌汰、小林達
也、松原寿希（オブスマクラブ）鈴木佳祐（用土コルツ）伊藤慶
２本、菱沼晃太（中町ジュニア）上野友也（マッキーズ）田島洸
成、長林勲、山口晃平（寄居ビクトリーズ）　５月６日＝松原寿
希、田島将武、木村将悟（オブスマクラブ）会田拓哉（中町
ジュニア）上野友也（マッキーズ）

埼玉新聞 2007/5/12 9 野球

飲酒運転やっちゃあ　おしまいョ　寅さんが大トラ退治　寄居
署が恒例人形　１１日から始まった春の全国交通安全運動に
合わせ、寄居署は、恒例の交通安全啓もう人形を今年も制作
し、寄居町桜沢の国道１４０号桜沢交差点に設置した。人形
は８１年から春と秋に毎年作られ、５３代目の今年は故渥美清
さんが演じた「フーテンの寅さん」。

毎日新聞 2007/5/13 25 交通安全
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写真でつづる　秩父の養蚕　記録　後世に伝えたい　長瀞の
元高校教諭　長谷部晃さん　寄居で写真展も　２７日までの
金、土、日曜日に寄居町用土の里山ギャラリーノアで写真展

毎日新聞 2007/5/14 29 写真展

埼玉歌壇　川口美根子選　（寄居）中里佐和 埼玉新聞 2007/5/15 29 埼玉歌壇
菊池プレス工業　深谷に新工場用地　ホンダ寄居進出視野
に取得　菊池プレス工業は１４日に取締役会を開き、県から
工場用地を取得することを決めた。

埼玉新聞 2007/5/15 1 企業誘致

ホンダ系車部品メーカー　深谷に工場用地取得　２年以内に
稼動　「菊池プレス工業」は１４日、この日、県庁を訪れた菊池
プレス工業の社長は記者団に対して「今回の工場新設は、
（自動車大手の）ホンダ寄居工場（の新設）が動機付けになっ
た」と述べ、ホンダの県内立地がきっかけとなったと説明した。

読売新聞 2007/5/15 30 企業誘致

菊池プレス　新工場建設　深谷に本社工場の機能　自動車
部品のプレスや溶接　ホンダ向け中核に　１４日、埼玉県深谷
市に工場を建設すると正式に発表した。ホンダが埼玉県寄居
町に工場を建設すると発表して以来、ホンダ系ではエイチワ
ンが工場立地を表明しているが、県外企業では菊池プレスが

日本経済新
聞

2007/5/15 31 企業誘致

「彩の国だより」一席に入選　広報誌コンクール　全国の自治
体が発行するコンクールで、県が毎月発行する「彩の国だよ
り」（２００６年６月号）が広報紙部門の特選に次ぐ一席に入選
した。今回の入選は４回目。０６月号は、大里郡寄居町に建設
された「彩の国資源循環工場」を特集した。親子の会話形式
で工場を分かりやすく紹介、「資源循環社会について考える
きっかけとなるよう企画した」（県広聴広報課）という。

埼玉新聞 2007/5/16 18
広報誌コン
クール

埼玉県中学生ラグビー大会　〔５月１３日、熊谷市〕第２３回埼
玉県中学生ラグビーフットボール大会最終日の１３日、県営
熊谷ラグビー場で決勝が行われ。〔対戦トーナメントの記録〕
▽２回戦（４月２９日）　深谷上柴中５０－０寄居中

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポー

ツ）

2007/5/16 235号-Ａ ラグビー

ソフトボール　（５月３日、東松山市）　第３３回東上沿線中学
生女子ソフトボール大会の決勝が、東松山北中学校グラウン
ドで行われた。〔決勝トーナメントの記録〕▽準々決勝　所沢
南陵４－３寄居城南中

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポー

ツ）

2007/5/16 235号-Ａ ソフトボール

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 2007/5/17 25 短歌・俳句

寄居・２階建て住宅を全焼１６日午後３時２５分ごろ、寄居町
金尾、会社員（２１）方から出火、木造２階建て住宅約１４２平
方㍍を全焼し、西側に隣接する会社事務所の一部を焼い

毎日新聞 2007/5/17 27 火災

◆寄居で民家全焼　１６日午後３時２５分ごろ、寄居町金尾、
会社員（２１）方から出火、木造２階建て。

読売新聞 2007/5/17 31 火災

●寄居で住宅全焼　１６日午後３時２５分ごろ、寄居町金尾の
会社員（２１）方から出火、木造２階建て。

朝日新聞 2007/5/17 31 火災

寄居で民家全焼　１６日午後３時２５分ごろ、大里郡寄居町金
尾、会社員（２１）方から出火、木造２階建て。

埼玉新聞 2007/5/17 19 火災

全国スポーツ少年団軟式野球大会県予選（第２９回）　オブス
マと横瀬武甲で決勝　〇北　部　（１３日・花園総合運動公園
多目的グラウンドほか）　準々決勝と準決勝が行われ、準決勝
でオブスマクラブ（寄居）と横瀬武甲がともに大勝し、２０日の
決勝進出を果たすとともに県大会への出場権を獲得した。▽
準々決勝　小鹿野カージナルス１－１５オブスマクラブ（同）（５
回コールド）、上里マッハ１１－６マッキーズ（同）（５回コール
ド〉▽準決勝　花園０－１７オブスマクラブ（５回コールド）

埼玉新聞
（スポーツ）

2007/5/17 9 少年野球

４０歳シンガー馬場俊英　「思い、ファンと共有」　リストラを越
え　「即完の人」（寄居出身）。

朝日新聞
（大阪）夕刊

2007/5/17 2
シンガーソン
グライター

町の自慢を描こう！　商工会が中学生対象　うちわデザイン
募集　寄　居

埼玉新聞 2007/5/18 15
うちわデザイ
ン募集

埼玉俳壇　星野　光二選　（寄居）石澤　邦彦、（同）吉澤　紀 埼玉新聞 2007/5/18 7 埼玉俳壇
よみうり文芸　短歌　 篠　弘　選　 寄居町　町田　節子 読売新聞 2007/5/18 30 よみうり文芸
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映　画　◆ミニ・シアター　「ロイドの人気者」（寄居）　２４日午
後３時から、図書館２階の視聴覚室。

埼玉新聞 2007/5/19 15 映画

酔っぱらい運転しちゃおしまいｮ　映画「男はつらいよ」で俳優
の故渥美清さんが演じた「寅さん」の人形が、寄居町桜沢の
国道１４０号、２５４号交差点に登場した。

朝日新聞 2007/5/19 27 交通安全

叙位叙勲（１８日）▽従七位旭日単光章　野辺正一氏（元寄
居町議会議員）寄居町桜沢＝４月２２日死去

読売新聞 2007/5/19 30 叙勲

●寄居の女性が振り込め詐欺被害　１９日午後１時１０分ご
ろ、寄居町の無職女性（７４）から「振り込め詐欺にあった」と寄
居署に届出があった。

朝日新聞 2007/5/20 31 詐欺

◆振り込め詐欺、１００万被害　１９日午後１じごろ、寄居町の
無職女性（７４）が、「振り込め詐欺の被害に遭った」と寄居署
に届け出た。

読売新聞 2007/5/20 31 詐欺

埼玉歌壇　川口美根子選　　（寄居）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2007/5/22 7 埼玉歌壇
読書の感動「貯める」　寄居町立図書館　通帳を発行　借りた
書名、定価一目で　寄居町立図書館が発行した「読書通鳥」

読売新聞 2007/5/22 31
寄居町立図
書館

長瀞の養蚕農家写真に１年記録　寄居で展示会　養蚕農家
の日常を記録した写真展が寄居町の里山ギャラリー「ノア」で
開かれている。

朝日新聞 2007/5/22 31 写真展

全国スポーツ少年団軟式野球大会県予選（第２９回）オブス
マクラブ初栄冠　県大会残り１枠は花園　〇北部　（２０日・花
園総合運動公園や球場）▽決勝　横瀬武甲４－６オブスマク
ラブ（寄居）（６回コールド）　少人数もチーム一丸：オブスマク
ラブ・新井導監督の話　緊張感あつた戦い：同・木村将悟主

埼玉新聞 2007/5/22 9 少年野球

俳句　■星野　光二選　寄居・町田　節子 毎日新聞 2007/5/24 23 俳句
県内各地で真夏日　熊谷地方気象台によると、県内は２３日、
太平洋高気圧の影響で好天に恵まれ、熊谷市で最高気温が
３２．０度に達するなど、今年一番の暑さを記録した。そのほ
か、大里郡寄居町で３１．７度。

埼玉新聞 2007/5/24 19 気温

１０チームが県大会出場決める　全日本少年サッカー県予選
地区大会（３１回）　２０日までに東、西、北部地区で熱戦が繰
り広げられ、東部４、西部４、北部２の合計１０チームが県大会
への出場を決めた。〔予選リーグ〕　▽Ｃ－３組　秩父吉田ＦＣ
２－０寄居フフェゾンツＦＣ，同２－０深谷パパイヤＦＣラウオー
レ、同８－０熊谷吉岡①秩父吉田ＦＣ　▽Ｃ－４組　寄居ＦＣ３
－０本庄南、同８－０深谷川本　▽Ｄ－２組　熊谷２－０寄居
城南ＦＣ，本庄西４－１同、、秩父第一５－０同

埼玉新聞
（スポーツ）

2007/5/24 8 少年サッカー

埼玉俳壇　星野　光二選　（寄居）石澤　邦彦 埼玉新聞 2007/5/25 7 埼玉俳壇
■映　画　◆第８回寄居町映画会　作品「武士の一分」　６月
３日（日）①１１時～／②１４時／③１７時　寄居町中央公民館
深谷シネマ

埼北よみうり 2007/5/25 第6９５号－９ 映画

埼北よみうりがオススメする　埼北　クーポン付き　グルメ情報
〔１０〕和創食房　小兵衛（コヘエ）　和食　℡５８６－０１００　寄
居町桜沢７１６

埼北よみうり 2007/5/25 第６９５号－6・７ グルメ

よみうり文芸　短歌　篠　　　弘　選　寄居町　町田　節子　俳
句　鈴木　貞雄　選　同　町田　節子

読売新聞 2007/5/25 29 よみうり文芸

フリーペーパー図書館で配布　経費ゼロで多様な情報　全国
の３６紙取り寄せ　寄　居　寄居町寄居の町立図書館で、各種
店舗や駅前などで無料で配布されている全国のフリーペー
パーを集めたコーナーが好評を呼んでいる。

埼玉新聞 2007/5/25 15
町立図書館
（フリーペー
パー）

映画　◆第８回寄居町映画会「武士の一分」（寄居）　６月３
日、中央公民館ホール

埼玉新聞 2007/5/26 15 映画

県人口約９千人増　５月１日現在　県統計課は２４日、埼玉県
の推計人口（５月１日現在）を７百９万４千２１１人（男３百５７万
２千４４４人　女３百５２万千７６７人）人と発表した。　５月１日現
在の県推定人口（県統計課調べ）　市町村：寄居町　世帯数：
１３,２７１　人工：総数３６,７２１　男１８,１７２　女１８,５４９

埼玉新聞 2007/5/26 2 県推定人口
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第５７回県展　特選入賞者　［書］▽県美術家協会賞　「文徴
明詩」鳥塚岳城（大里郡寄居町）

埼玉新聞 2007/5/26 13 県展

男女８０チーム２次リーグへ　県予選　小学生バレー　「サント
リーカップ第２７回全日本バレーボール小学生大会」の県内
男女１次リーグが終了した。女子は１４２チームが３９ブロック、
男子は２２チームが６ブロックにそれぞれ分かれて対戦した。６
月１７日までに県決勝大会進出チームが出そろう予定だ。〔女
子１次リーグ〕▽Ⅴ　④折原ジュニア　▽Ⅹ　用土ＪＶＣ　▽Ｈ

読売新聞 2007/5/29 30
小学生バ
レー

蛍光灯風鈴で涼しく　温暖化防止県呼びかけ　埼玉県は６月
１日から、軽装の呼びかけを軸とした温暖化対策キャンペー
ンを始める。蛍光灯を再利用して作った風鈴を飾る。この風
鈴は彩の国資源循環工場（埼玉県寄居町）工場を操業するう
ウム・ヴェルト・ジャパン（同）が製造した。

日本経済新
聞

2007/5/30 35 蛍光灯風鈴

全国少年サッカー　県大会（第３１回）　地区予選が終了し
た。４地区の代表計１６チーム（東４、西４、南６、北２）が６月１
０、１７日に埼玉スタジアムで行われる県大会トーナメントへの
進出を決めた。北部＜予選リーグ＞▽Ｂ３ブロック　④寄居男
衾　▽Ｃ４同　②寄居ＦＣ

読売新聞 2007/5/30 25 少年サッカー

俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子 毎日新聞 2007/5/31 23 短歌・俳句
俳句　東城伸吉選　▽入選　寄居　瀬上　幸子、（同）　町田
節子、（同）　吉澤　紀子、（同）石澤　邦彦、（同）鷲見　晴子、
（同）千野ヨシコ、（同）新堀　定二、（同）柴田　きく

お茶の間
ジャーナル

2007/6/1 2 俳句

埼玉俳壇　星野　光二選　（寄居）石澤　邦夫、（同）吉澤　祥
匡、（同）吉澤　紀子

埼玉新聞 2007/6/1 9 埼玉俳壇

目印は「乙姫ちゃん」　Ｊフラワーフェスで　エキナセア茶を販
売　寄居　寄居の新しい特産品にと、町が中心となって開発
を進めている「エキナセア茶」が、さいたま市のさいたまスー
パーアリーナで１日から３日まで開かれる「ジャパンフラワー
フェスティバルさいたま２００７」から本格販売を開始する。

埼玉新聞 2007/6/1 13 乙姫ちゃん

アユ釣り解禁　太公望ご満悦　県内のトップを切って寄居町
の荒川で１日、アユの友釣りが解禁となった。

産経新聞 2007/6/2 24 アユ釣り解禁

待ちに待った　アユ釣り解禁　大里郡寄居町から行田市に至
る荒川と利根川の全域で１日、アユの友釣りが解禁された。友
釣り解禁で繰り出した釣り人＝寄居町・静香下の荒川

埼玉新聞 2007/6/2 1 アユ釣り解禁

◆かわはくからウオーキング（寄居）　２４日午後１時～４時、
県立川の博物館から鉢形城歴史館などを経て寄居駅へ。 埼玉新聞 2007/6/2 15

催し（ウオー
キング）川の
博物館

組み合わせ決まる　９日開幕、３２チーム出場　県民総合体育
大会第２６回県スポーツ少年団夏季小学生軟式野球交流大
会　大会県予選会の代表者会議が５月２７日、上尾市のス
ポーツ研修センターで。組み合わせ＝初日６／４　会場　大
沼運動公園野球場１３：３０　オブスマクラブ（寄居）×加須東
少年野球クラブ（加須）　〔オブスマクラブ〕（北部ブロック）▽
代表者　新井導▽チーム所在地　寄居町▽選手数１３人▽
設立年月　７７年４月▽監督名　新井導▽今年の戦績　２４勝
▽過去の最高成績　平成１８年度全労済カップベスト８

埼玉新聞
（スポーツ）

2007/6/2 9
スポーツ少年
団小学生軟
式野球

環境教育の拠点に　寄居　浦高百年の森　作業小屋上棟
式、来月中旬に完成

埼玉新聞 2007/6/4 16
浦高百年の
森

●ソフトボール　◇第７回全国日本中学生男女ソフトボール
大会県予選会（２、３日・北本市北本スポーツセンター）▽１回
戦　寄居城南ク７－５彦糸ファイ　▽２回戦　寄居城南ク７－３
北本東ＳＣ　▽準決勝　寄居城南ク３－２早稲田クラ　▽決勝
白岡コスモ７－０寄居城南ク

毎日新聞 2007/6/5 25 ソフトボール

●酒気帯び運転容疑で男を逮捕　寄居署は４日、長瀞町野
上下郷、大工容疑者（５６）を道交法違反容疑で現行犯逮捕

朝日新聞 2007/6/5 31
酒気帯び運
転

政治決戦　参院選公示迫る　立候補者予想顔ぶれ　［埼玉］
３　６党７候補が激戦

読売新聞 2007/6/5 12 参院選挙
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越谷、寄居など３回戦へ　リトルシニア　＜関東連盟夏季大会
＞３日、越谷シニアグラウンドなどで２回戦５６試合が行われ、
北関東支部（埼玉、栃木、群馬）からは２８チームが出場した。
▽２回戦　寄居１３－５市原（５回コールド　※３回戦の対戦
カード（北関東支部関係のみ）　▽富士見シニアグラウンド

埼玉新聞
（スポーツ）

2007/6/5 9 少年野球

▼酒気帯び運転で３台に衝突・寄居　４日午前零時２０分ご
ろ、寄居町鉢形の町道で、軽トラックが道路右側の駐車場に
突っ込み、普通乗用車など３台と衝突した。

埼玉新聞 2007/6/5 15
酒気帯び運
転

この一品　家族で七輪囲んで　金太郎（寄居）のホルモン焼き
金太郎　寄居町寄居１２２７　℡０９０・４６２２・５００５　寄居駅前

埼玉新聞 2007/6/6 15 グルメ

▼窃盗未遂で男を逮捕・寄居署　寄居署は４日。 埼玉新聞 2007/6/6 15 犯罪
◆新聞販売店に侵入の男逮捕　寄居署は４日、住所不定、
無職の男容疑者（３０）を窃盗未遂の現行犯逮捕した。

読売新聞 2007/6/6 31 犯罪

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・小渕美津子、同・町田　節子

毎日新聞 2007/6/7 21 短歌・俳句

埼玉俳壇　今月の選者　松本　旭氏　（寄居）吉沢　紀子、
（同）石澤　邦彦

埼玉新聞 2007/6/8 7 埼玉俳壇

「問題は生活排水」　川の博物館　親子で水質調査体験　寄
居　「環境の日」に合わせて、寄居町小園の県立川の博物館
は、河川などの水質調査を親子で体験するイベントを開催し

埼玉新聞 2007/6/8 15 川の博物館

水子貝塚、鉢形城　歴史公園１００選に　県内は４園　都市公
園法施工５０周年を記念して、歴史的建造物や文化遺産など
保存している代表的な公園を選定する国土交通省の「日本
の歴史公園１００選」に。県内から（さいたま市緑区の「見沼通
船堀公園」、行田市の「さきたま古墳公園」、富士見市の「水
子貝塚公園」、寄居町の「鉢形城公園」）。

読売新聞 2007/6/8 30
歴史公園１０
０選

よみうり文芸　短歌　篠　　弘選　寄居町　町田　節子 読売新聞 2007/6/8 30 よみうり文芸
第２６回県スポーツ少年団夏季小学生軟式野球交流大会
監督・主将抱負（上）　オブスマクラ（北部ブロック・寄居町）
全員野球で臨む：新井導監督の抱負　一球一球に集中：木

埼玉新聞
（スポーツ）

2007/6/9 9 少年野球

広がれ、森づくりの輪　本田技研の社員ら植林　寄居町に自
動車製造の建設を計画している本田技研工業と財団法人オ
イスカ、同町などは、９日、「ホンダ寄居森林（もり）づくり」活動
として、同町用土地区の町有地で植林を行った。

埼玉新聞 2007/6/10 13 植林（ホンダ）

記録のページ　◇第２１回読売旗争奪県北少年野球・大里地
区大会（５月２６日、江南総合グラウンド）▽１回戦　川本南小
野球５－０折原イーグルズ、大里野球５－２寄居ビクトリーズ、
中町ジュニア１７－４用土コルツ、▽２回戦　オブスマクラブ１５
－１川本南小野球、花園野球９-２中町ジュニア

さいたま報
知

2007/6/10 10 少年野球

埼玉歌壇　杜澤　光一郎選　（寄居）吉澤　祥匡、（同）中里 埼玉新聞 2007/6/12 13 埼玉歌壇
県スポ少年夏季軟式野球交流大会　県民総合体育大会第２
６回県スポーツ少年団夏季小学生軟式野球交流大会兼第２
９回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会県予選は９日、１
０日、庄和球場などで開会式と１回戦１５試合、２回戦１試合
が行われた。開会式では、木村将悟（オブスマクラブ）など５
主将が東西南北中央の各ブロックを代表し団員綱領を朗読。
▽１回戦　加須東少年野球クラブ０－７オブスマクラブ（寄居）

埼玉新聞
（スポーツ）

2007/6/12 4 少年野球

ソフトボ－ル　第７回全日本中学生男女大会県予選会（３日・
北本市北本スポーツセンター）▽準決勝　寄居城南ク３－２早
稲田ク▽白岡コスモク７-０同

読売新聞 2007/6/13 31 ソフトボール

県立高　統合６校　新名称決定　寄居、川本は「寄居城北」
県教育局は１２日。（２００８年４月開校）

読売新聞 2007/6/13 32
県立高（新名
称決定）

「寄居城北」「狭山緑陽」　来春開校　県立６高に名称　県立１
１校を統合して平成２０年４月に開校する新校６校の名称が１
２日、県が６月県議会に提出する県学校設置条例改正案で

産経新聞 2007/6/13 27
県立高（新名
称決定）

新６高校の校名決まる　県教育局　６月議会に改正条例案
県教育局は１２日。統合される高校と新設６校の新名称　現
行：・寄居　・川本　新名称：寄居城北

東京新聞 2007/6/13 22
県立高（新名
称決定）
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「寄居城北」など６　来春開校　県立高校統合　新校の名称発
表　県は１２日。　統合される県立高校と新名称・所在地　現
在：・寄居　・川本　新名称と所在地：寄居城北（現寄居）

埼玉新聞 2007/6/13 1
県立高（新名
称決定）

ソフトボール　【５月２７日、春日部市】第２１回全日本小学生
男女ソフトボール選手権大会兼第２４回関東小学生男女ソフ
トボール選手権大会埼玉県予選会が春日部市の中野グラウ
ンドで行われた。〔女子トーナメントの記録〕▽１回戦（５月２０
日）東松山少女ソフト１６－２寄居町女子ソフト

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポ）

2007/6/13 ２３７号－Ａ ソフトボール

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・町田　節子、同・小渕美津子

埼玉新聞 2007/6/14 23 短歌・俳句

フォトギャラリー　立ち稽古　寄居町、武内道直さん 東京新聞 2007/6/14 23 写真
県立高統廃合　６校の校名決定　「上尾鷹の台」「寄居城北」
…　（所在地の地域性や、住民の高校への期待を反映した名
前が採用された＝「寄居城北」は、寄居町のシンボルである
鉢形城の北側にあるので名付けた）　■統合される高校と新
しい校名■　旧校名：寄居、川本　新校名（統合先の校舎）：

朝日新聞 2007/6/14 32
公立立（新名
称決定）

埼玉歌壇　松本　旭選　（寄居）吉澤　紀子、（同）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2007/6/15 7 埼玉歌壇
第１６回さいたま森林フォトコンテスト　佳作　１５点　「みかん
の里」（撮影地・寄居町）中田　淑子さん５９歳（越谷市）、「コ
マ打ち」（撮影地・寄居町）大竹　紀公子さん６６歳（小川町）

埼玉新聞 2007/6/15 10 写真

わくわく　さ～くる　心と心編み上げて　編物クラブ（寄居）　完
成した時の気分最高　〔メモ〕主な活動場所＝中央公民館▽
活動日＝毎月第１・２・３の火曜日午前１０時から正午▽問い
合わせ先＝中央公民館

埼玉新聞 2007/6/15 14 サークル

免疫力高めるエキナセア　農家３３人で生産組合　寄　居　イ
ンフルエンザの予防や免疫力を高める効果があるとされる植
物「エキナセア」の生産組合が、寄居町で１３日設立された。
エキナセア茶などの商品も既に開発。”寄居ブランド”として売
り出していく。　津久井幹雄寄居町長なども来賓として駆けつ
けたエキナセア生産組合設立総会＝寄居町折原の折原コ

埼玉新聞 2007/6/15 14
エキナセア茶
（寄居ブラン
ド）

歩く　◆かわはくからウォーキング　２４日午後１時、寄居町小
園の県立博物館集合。

読売新聞 2007/6/16 30 ウォーキング

２００７トーマスカップ争奪リトルシニア関東連盟夏季大会＝１
６日。武蔵府中シニアグラウンドほか　▽３回戦　横浜緑（神奈
川）４－３寄　居

東京新聞 2007/6/17 24 少年野球

彩の国ＫＩＤＳ陸上競技大会　第６回。６月２日、上尾運動公
園陸上競技場で行われた。〔中学生男子〕▼１５００㍍①高倉
祐樹（寄居男衾）４分１８秒９０　○…その他の優勝者…○
〔小学生女子〕▼１０００㍍深沢陽（城南クラブ）３分１６秒９６
〔中学生男子〕▼走り高跳び舎利弗淳（寄居男衾）１㍍７０

さいたま報
知

2007/6/17 2 陸上

平成１９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：３２　女子：４０　計：７２

埼玉新聞 2007/6/19 7 高校別就職

県スポ少夏季軟式野球交流大会　県民総合体育大会第２６
回県スポーツ少年団夏季小学生軟式野球交流大会兼第２９
回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会県予選は１６、１７
の両日、春日部大沼球場などで準々決勝までの計１２試合が
行われ、４強が決まった。▽２回戦　オブスマクラブ（寄居）１７
－０富士見コンドルズ（上尾）（４回コールド）

埼玉新聞
（スポーツ）

2007/6/19 9 少年野球

柔道　第５回県武道大会県小学生学年別大会県予選（１７
日・県立武道館）◇女子▽６年４５㌔超級　杉田綾音（男衾ク）

読売新聞 2007/6/20 29 柔道

短歌　■加藤　克巳選　寄居・町田　節子、同・関根　和子
俳句　■星野　光二選　同・小渕美津子

毎日新聞 2007/6/21 21 短歌・俳句

知事賞など決まる　２３、２４日に県硬質中央展　県書写書道
教育連盟の１９年度（第４６回）県硬筆中央展が２３、２４日の２
日間、秩父市立秩父第一小学校で行われる。２０日に同校体
育館で審査が行われ。　知事賞〔中学校の部〕小川沙裕里

毎日新聞 2007/6/21 22 書写書道
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各地で真夏日　寄居で３３．３度（午後２時過ぎに今年県内の
最高となる）　関東地方を覆った高気圧で２０日は県内ほぼ全
域で気温が上昇。

毎日新聞 2007/6/21 23 気温

リトルシニア　＜関東連盟夏季大会＞日本りちるシニア関東
連盟夏季大会は１６、１７の両日、浦和シニアグラウンドなどで
３回戦２０試合、４回戦１６試合が行われた。▽３回戦　寄居３

埼玉新聞
（スポーツ）

2007/6/21 9 少年野球

◆八高線で信号トラブル、約２００人に影響　２１日午前、ＪＲ八
高線の児玉―寄居駅間の信号機が、赤のまま切り替わらなく

読売新聞 2007/6/22 33
八高線信号ト
ラブル

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）石澤　邦彦、（同）吉澤　祥
匡、（同）吉澤　紀子

埼玉新聞 2007/6/22 7 埼玉俳壇

わくわく　さ～くる　未知の世界を開く　手段に　０５パソコンク
ラブ（寄居）　初心者の参加も歓迎　〔メモ〕主な活動場所＝中
央公民館▽活動日＝毎月第２・４火曜日の午前９時から正午
▽問い合わせ先＝中央公民館

埼玉新聞 2007/6/22 15 サークル

お囃子で地域が結束　水天宮祭へ親子で練習　寄居　寄居
町で８月４日に行われる「寄居玉淀水天宮祭」を前に、舟山車
を出す５町のうち中町では、舟山車の中などで演奏するお囃
子（はやし）の練習を毎週日曜日の夜に行っている。

埼玉新聞 2007/6/22 15
水天宮祭（お
囃子）

健康食品「エキナセア」を町の名産に　（寄居町）　寄居町は
遊休地などを利用してエキナセアという花の栽培に力を入れ

埼北よみうり 2007/6/22 ４～５
町の名産（エ
キナセア）

全国小学生学年別柔道大会県予選　１７日、県武道館で開
会式から決勝まで行われた。男女各部で優勝者が決定した。
小学５・６年の各部で優勝した杉田綾音（男衾柔道クラブ）な
ど８選手は第４回全国小学生学年別柔道大会（８月１９日か
ら・愛媛）に出場する。〔小学生３年女子の部〕②大谷麻稀（寄
居警少年）〔同６年女子４５㌔以下級の部〕③今野瑞紀（男衾
柔道クラブ）〔同６年女子４５㌔超級の部〕①杉田綾音（同）

埼玉新聞
（スポーツ）

2007/6/23 9 柔道

オブスマ（寄居）初優勝　スポーツ少年団野球交流大会　第２
６回県スポーツ少年団夏季小学生軟式野球交流大会の準決
勝と決勝が２３日、春日部市金崎の庄和野球場で行われ、決
勝戦はオブスマクラブ（寄居町）が柳瀬ジャイアンツ（所沢市）
を下した。オブスマクラブは、７月２７日から東京で行われる関
東ブロック大会に県代表として出場する。▽決勝　柳瀬ジャイ
アンツ５－６オブスマクラブ　▽準決勝　新明野球スポーツ少
年団３－６オブスマクラブ　オブスマクラブ」のエースで４番
神田　凌汰選手　１１　散々な投球　打でお返し

読売新聞 2007/6/24 34 少年野球

秩父で県硬筆中央展　秩父市立第一小学校の体育館で２
３，２４の両日、「第４６回県硬筆中央展」が開かれ、１万人を
超す見学者がお訪れた。県知事賞〔中学校の部〕小川紗裕
里（寄居城南中１年）

埼玉新聞 2007/6/25 13 書写書道

埼玉歌壇　杜澤　光一郎選　（寄居）中里　佐和 埼玉新聞 2007/6/26 6 埼玉歌壇
寄居、大勝で６勝目　＜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ロックリーグは２４日、宇都宮シニアグラ
ウンドなどで５試合が行われた。　寄居１２（６勝２敗）－１羽生
（８敗）（４回コールド）　栃木下野（２勝１敗）１５－１（６勝３敗）

埼玉新聞
（スポーツ）

2007/6/26 9 少年野球

オブスマが初Ｖ　柳瀬に６－５で競り勝つ　　県スポ少夏季軟
式野球交流大会　県民総合体育大会第２６回県スポーツ少
年団夏季小学生軟式野球交流大会兼第２９回全国スポーツ
少年団軟式野球交流大会県予選は２３日、春日部市庄和球
場で準決勝、決勝が行われ、決勝戦はオブスマクラブ（寄居）
が柳瀬ジャイアンツ（所沢）に６－５で競り勝ち。オブスマクラ
ブは、全国大会の出場権を懸けて７月２７日から東京・立川市
などで行われる関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会
に出場する。▽決勝　柳瀬ジャイアンツ（所沢）５－６オブスマ
クラブ（寄居）（４回コールド）　今季負けなしの集中力＝チー
ム設立３０年目で初めて県の頂点に立ったオブスマクラブ。

埼玉新聞 2007/6/26 9 少年野球
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年金納付記録　深谷と寄居無料交付へ　深谷市と寄居町は２
６日、社会保険庁の年金記録漏れ問題を受けて。深谷市は７
月２日から、寄居町は同９日から受け付ける。

朝日新聞 2007/6/27 27 年金

国民年金納付記録写し無料で交付　深谷市と寄居町　７月か
ら。深谷市は７月２日から。寄居町は７月９日から、寄居町役
場町民課で。

読売新聞 2007/6/27 35 年金

毎日書道展　来月８日開幕　県内から４２９人出品　第５９回。
７月８日開幕の東京展を皮切りに全国１０都市で開催される。
無鑑査会友の出品者は過去最高の５７４８人。　≪かな部≫
杉野聖山（寄居町）

毎日新聞 2007/6/27 25 書道展

全国小学生陸上交流大会県予選会［６月１０日、熊谷市］第２
３回全国小学生陸上競技交流会埼玉県予選会が１０日、熊
谷スポーツ文化公園陸上競技場で行われた。　ソフトボール
投げ　⑧小池達也（男衾学童陸上）

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポー

ツ）

2007/6/27 ２３８号－２ 陸上

”幽霊ダケ”にびっくり　寄居のゴルフ場　ギンリョウソウ開花
幽霊茸（ユウレイダケ）の異名もあるギンリョウソウの花が、ゴル
フ場「長瀞カントリークラブ」で咲いた。２５日午後。

埼玉新聞 2007/6/28 19
花（ギンリョウ
ソウ）

歌壇　加藤　克巳　選　（寄居）安良岡正二 朝日新聞 2007/6/28 28 歌壇
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 2007/6/28 25 短歌・俳句

川の博物館　地質観察と史跡巡り　自然の力に驚き　寄　居
寄居町小園の県立川の博物館で、同館周辺の河原の地質
観察と鉢形城の史跡を巡る「かわはくからウォーキング」が２４

埼玉新聞 2007/6/29 15 川の博物館

◆第１回エキナセアまつり（寄居）７月７・８日午前１０時～午後
４時、中間平緑地公園周辺。

埼玉新聞 2007/6/30 15 催し

よみうり文芸　短歌　篠　　弘　選　寄居町　町田　節子 読売新聞 2007/6/30 32 よみうり文芸
「ホンダ工場」公聴会　自動車大手「ホンダ」の寄居工場進出
を巡り、県は３０日寄居町役場で環境影響評価公聴会を開い

読売新聞 2007/7/1 29 企業誘致

県産　牛乳あす発売　行田の森牛乳業　流通１日縮め新鮮
ほぼ１００％県内産の牛乳で作った牛乳の販売が２日から、県
内のスーパーマーケットなどで始まる。　県畜産安全課による
と、県内には深谷市や寄居町、本庄市などを中心に４８８戸の
酪農家があり、２００５年の牛乳生産量は約９万７０００㌧。

読売新聞 2007/7/1 28 県産　牛乳

女性みこし担ぎ手募集　８日開催､「よりい夏まつり」　寄居町
商工会は。

埼玉新聞 2007/7/1 12 女性みこし

埼玉の環境は今　県環境科学国際センター編【４】　国内有
数の光科学スモッグ多発県　朝顔でわかるオキシダント汚染
平成１８年のアサガオ被害調査で、葉にオキシダントによる被
害が観察された調査地点（寄居町：６地点）

埼玉新聞 2007/7/2 13 埼玉の環境

ミニバスで楽しみ・喜びを分かち合う　１４日から県内６０会場
で白熱したゲームを展開　全県下から３９チームが参加　ＮＴ
Ｔドコモカップ第１７回埼玉県フレッシュミニバスケットボール
大会　１４、１５、１６、２１、２２日の５日間、県内６０会場で過去
最高の３９７チームが参加して、熱戦を繰り広げる。　寄居ミニ
バスケットボール少年団Ａ（寄居町）□試合日：７月１５日（日）
□会場名：寄居アタゴ体育館（寄居町）　、寄居ミニバスケット
ボール少年団Ｂ（同）□試合日：同　□会場名：同（同）

埼玉新聞
（第２部）

2007/7/3 16 ミニバスケット

新５か年計画　１０地域別に独自世策　県が区分見直し案　４
月からスタートした県の新５か年計画「ゆとりとチャンスの埼玉
プラン」に併記する地域別計画の策定作業を進めている県は
２日、計画の基礎となる地域区分案を明らかにした。　新５か
年計画の地域区分の見直し案　地域区分：県北ゾーン　北
部、構成市町村：熊谷、行田、本庄、深谷、美里、神川、上

埼玉新聞 2007/7/3 1
県の新５か年
計画

収穫後、うめージュースに　寄居町立折原小　児童が体験授
業　寄居町秋山の梅の里、中間平（ちゅうげんだいら）にある
大平農園の梅林で３日、町立折原小学校の３、４年生４９人が
梅採りの体験授業を行った。

東京新聞 2007/7/4 22
折原小（体験
授業）
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フォトギャラリー　子守と田植えと　小川町　大竹紀公子さん
寄居町の里山研究会の田植え風景。

東京新聞 2007/7/5 23
フォトギャラ
リー

埼玉俳壇　今月の選者　阿部　完市氏　（寄居）吉澤　祥匡、
（同）吉澤　紀子、（同）石澤　邦彦

埼玉新聞 2007/7/6 7 埼玉俳壇

地元支店限定で「乙姫ちゃん」通帳　熊谷商工信用組合　寄
居　寄居支店は、寄居町商工会のマスコットキャラクター「乙
姫ちゃん」を使った「乙姫ちゃん通帳」を今月から発行する。

埼玉新聞 2007/7/6 15
乙姫ちゃん通
帳

花火大会　◆寄居玉淀水天宮祭　８月４日午後７～９時、寄
居町の玉淀河原

読売新聞 2007/7/6 34
イベントガイド
（花火大会）

第８９回全国高校野球選手権　埼玉大会　１１日開幕　〔組み
合わせ〕　決勝　７月２９日１２時　県営大宮球場　栄東－寄居
（１２日上尾市民球場　１１：３０）

朝日新聞 2007/7/6 別刷り2 高校野球

第８９回全国高校野球選手権　埼玉大会　〔寄　居〕岩井主将
選手１０人、マネジャー２人の１２人で毎日練習に取り組んで
いる。責任教師：飯田　　修、監督：五十嵐俊一

朝日新聞 2007/7/6 別刷り７ 高校野球

見て飲んでエキナセア　きょう、あす寄居でまつり　免疫効果
を高めるとされるハーブ、エキナセアの花が寄居町の中間平
緑地公園周辺で見ごろを迎えている。７，８日には第１回エキ
ナセアまつりも開かれる。

埼玉新聞 2007/7/7 13 エキナセア

▼酒気帯びで追突事故の会社員逮捕　寄居署　５日午後７
時３０分ごろ、深谷市田中の県道交差点で。

埼玉新聞 2007/7/7 13
酒気帯び運
転

全日本小学生ソフトボール選手権大会　第２１回全日本小学
生男女選手権大会兼第２４回関東小学生男女大会県予選は
このほど、春日部谷原西側グラウンドなどで男女の決勝まで
が行われた。〔女子〕▽１回戦　東松山女子　１６－２　寄居町

埼玉新聞 2007/7/7 7 ソフトボール

高校野球選手権埼玉大会　決勝は２９日正午　県営大宮球
場　栄　東－寄　居（１２日上尾市民球場　１１：３０）

読売新聞 2007/7/7 別刷り５ 高校野球

高校野球選手権埼玉大会　〔寄　居〕寄居　五十嵐俊一監督
（一）岩井信太郎【③】　寄居城南、（二）土屋智也③　同、
（中）新井和明②　同、（補）鳥羽和樹②　寄居、　昨夏＝３回
戦　今春＝地区代表決定戦

読売新聞 2007/7/7 別刷り７ 高校野球

▼寄居で物置火災　７日午前１時５０分ごろ、寄居町露梨子、
会社員（５３）方のプレハブの物置から出火、物置約１０平方
㍍を全焼した。

埼玉新聞 2007/7/8 13 火災

地域密着へ　独自通帳　熊谷商工信組寄居支店　県内初
人気キャラ使い１万冊　今月から、同商工会のマスコット「乙姫
ちゃん」を使った支店限定の通帳の発行を始めた。

毎日新聞 2007/7/10 25
乙姫ちゃん通
帳

指定管理者制度　県有１９施設出募集　随意契約を公募に
転換も　地方自治体が所有する施設の管理を民間事業者に
委託する指定管理者制度で、県は新たに１９施設での制度導
入を決め、９日、事業者募集の概要発表した。　〔指定管理者
を公募する１９施設〕施設名：埼玉県立川の博物館　所在：寄

埼玉新聞 2007/7/10 1
指定管理者
制度

埼玉歌壇　関田　史郎選　（寄居）中里　佐和、（同）松村章子 埼玉新聞 2007/7/10 12 埼玉歌壇
▼取調べ中に調書破った女を逮捕・寄居署　８日、公文書き
損の現行犯で、自称大里郡寄居町富田、中国籍の無職女（１
９）を逮捕した。

埼玉新聞 2007/7/10 15
公用文章き
損

●自転車の男性はねられ重傷　１０日午前１０時２５分ごろ、
寄居町桜沢の町道交差点で、自転車に乗っていた近くの、職
業不詳、男性（７１）が、熊谷市村岡、ちり紙交換の男性（６２）
のトラックにはねられた。

朝日新聞 2007/7/11 3 交通事故

第８９回全国高校野球埼玉大会　〔寄居〕▽監督：五十嵐俊
一　▽部長：飯田　　修　▽創部：昭和３７年　▽夏の最高成
績：８強　▽昨夏の成績：３回戦　▽部員数：１２人

埼玉新聞
（第２部）

2007/7/11 17 高校野球

第８９回高校野球埼玉大会１６３校チームの紹介　栄東－寄
居（１２日上尾市民球場　１１：３０）

埼玉新聞
（第２部）

2007/7/11 19 高校野球
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〔野球〕　オブスマ（寄居町）が初Ｖ 【６月２３日、春日部市】第
２６回埼玉県スポーツ少年団夏季小学生軟式野球交流大会
が春日部市庄和グラウンドで行われ、寄居町のオブスマクラ
ブが所沢市の柳瀬ジャイアンツを接戦の末下し初優勝した。
▽決勝　（６月２３日）柳瀬ジャイアンツ５－６オブスマクラブ

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポ）

2007/7/11 ２３９号-1
小学生軟式
野球

短歌　■加藤　克巳選　寄居・高橋　達男、俳句　■　星野
光二選　同・瀬上　幸子、同・町田　節子

埼玉新聞 2007/7/12 23 短歌・俳句

選挙人名簿登録者数　（平成１９年７月１１日現在）市町村名：
寄居町　男：１５，１２４　女：１５，３６５　計３０，４８９　増減：２６６
大里郡　男：同　女：同　計：同　増減：同　（増減は平成１６年
６月比。△は減　）　県内有権者数：５７６万６４８１人

埼玉新聞 2007/7/12 第２総合２ 選挙人名簿

選挙人名簿登録者数　（１１日現在、県選管発表）　大里郡
男：１５，１２４　女：１５，３６５　計３０，４８９　寄居町　男:同
女：同　計：同　県内有権者数：５７６万６４８１人

朝日新聞 2007/7/12 33 選挙人名簿

選挙人名簿登録者数　（選挙区選、１１日現在、県選管調べ）
〔大里郡〕寄居町　３０，５０４　前回比（▼は減）２８１　県内有
権者数：５７７万１７５９人

読売新聞 2007/7/12 30
参院選（選挙
人名簿）

選挙人名簿登録者数　（１１日現在）　寄居町　男：１５，１２４
女：１５，３６５　計３０，４８９　大里郡　男：同　女：同　計：同
県内有権者数：５７６万６４８１人

東京新聞 2007/7/12 26
参院選（選挙
人名簿）

◇選挙人名簿登録者数◇（１１日現在）　市町村名：寄居町
男：１５，１２４　女：１５，３６５　計３０，４８９　県内有権者数：５７
６万６４８１人

毎日新聞 2007/7/12 24
参院選（選挙
人名簿）

■選挙人名簿登録者数　（７月１１日現在）市区町村名：寄居
町　男：１５，１２４　女：１５，３６５　計３０，４８９　　大里郡計
男：同　女：同　計：同　県内有権者数：５７６万６４８１人

産経新聞 2007/7/12 27
参院選（選挙
人名簿）

高校野球埼玉大会　〔きょうの試合〕　【上尾市民】▽１回戦
栄　東－寄　居　（１１時３０分）

埼玉新聞 2007/7/12 企画特集Ｄ 高校野球

夏の高校野球　第８９回全国高校野球選手権埼玉大会が１１
日、さいたま市の県営大宮公園球場で開幕士、１回戦１試合
が行われ、熱戦の火ぶたが切られた。　〔きょうの試合〕◇上尾
市民球場◇　栄　東×寄　居　１１：３０

東京新聞 2007/7/12 26 高校野球

きょうの試合　【上尾市民】　栄東－寄居（１１時半） 毎日新聞 2007/7/12 25 高校野球
きょうの試合　【上尾市民】　栄東－寄居（１１時半） 産経新聞 2007/7/12 27 高校野球
第８９回全国高校野球選手権　埼玉大会　１１日、県営大宮
球場で開幕した。雨の中で行われた開幕式では傘を差しな
がら見つめる約１万３千人の観客を前に、約３千人の選手が
力強く行進。　きょうの試合　◇上尾市民　▽１回戦　栄　東－

朝日新聞 2007/7/12 32 高校野球

女性パワー炸裂（寄居町）　「よりい夏まつり」の一環として今
年で２７回目を迎える名物行事「女性みこし」が、７月８日に寄
居町で行われた。その名のとおり担ぎ手は女性のみ。

埼北よみうり 2007/7/13 ６９８号1 女みこし

埼玉俳壇　阿部　完一選　（寄居）吉澤　紀子、（同）石澤　邦 埼玉新聞 2007/7/13 9 埼玉俳壇
指定管理者制度　県、川の博物館と武道館でも採用　埼玉県
は川越公園（川越市など１９の県立施設について指定管理者
を公募する。新たに川の博物館（寄居町）と武道館（上尾市）

日本経済新
聞

2007/7/13 33
指定管理者
制度

夏の高校野球　◆第２日◆　第８９回全国高校野球選手権埼
玉大会は１２日。【上尾市民】１回戦　寄居１－９栄東（７回コー
ルド）　　　※２３面にもり

産経新聞 2007/7/13 25 高校野球

夏の高校野球　第８９回全国高校野球選手権埼玉大会は１２
日。【上尾市民】▽第２試合　寄　居１－９栄東　（７回コール
ド）　　　※２３面にもあり

毎日新聞 2007/7/13 27 高校野球

夏の高校野球　第８９回全国高校野球選手権埼玉大会は１２
日。〔きょうの結果〕　○上尾市民球場○　寄　居１－９栄　東
（７回コールド）　　　　　※２３面にもあり

東京新聞 2007/7/13 27 高校野球

夏の高校野球　第８９回全国高校野球選手権埼玉大会は１２
日。〔上尾市民球場〕▽１回戦　寄　居１－９栄　東（７回」コー
ルド）　気持ち成長　１０人夏　●寄居　部員１０人で出場。今
年の春ごろに１２人だった部員が１０人に。

埼玉新聞 2007/7/13 13 高校野球

26 / 54 ﾍﾟｰｼﾞ



夏の高校野球　第８９回全国高校野球選手権埼玉大会は１２
日。きょうの成績　◇上尾市民球場◇　寄　居１－９栄　東
（７回コールド）　　　※２２面にもあり

読売新聞 2007/7/13 33 高校野球

第８９回全国高校野球選手権埼玉大会　時折、大粒の雨が
降るなか、埼玉大会は１２日、１０球場で２５試合が行われた。
秩父農工科が大会記録に迫る６８点の大量得点をあげたほ
か。　雨で２試合順延　◇上尾市民◇　▽１回戦＝第２試合
寄　居１－９栄　東　（７回コールド）　〔きょうの勝敗〕　同　※２

朝日新聞 2007/7/13 32 高校野球

新種セイウチ化石と確認　秩父１５００万年前に生息　赤平川
で５０年前に発見  化石は７月下旬から県立川の博物館（大
里郡寄居町）などで始まる特別展に展示する準備が進めら
れ、記念講演の開催も予定されている。（川の博物館などで
始まる特別展「よみがえる化石動物」で展示される予定。８月
１１日には甲能さんの記念講演も行われる。

埼玉新聞 2007/7/14 1 化石

台風で冠水、崩落　台風４号関東の南海上を通過した１５日、
県内全域に大雨・雷・強風・洪水注意報が出され。県消防防
災課などによると、雨量が規定値を超えたため、ときがわ町や
寄居町などの県道３か所も一時通行止めになった。

読売新聞 2007/7/16 27 天候（台風）

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 2007/7/19 23 短歌・俳句

◆寄居地方ユネスコ協会「民間ユネスコ運動の日」一斉活動
２０日（金）、午後１時半～４時半、寄居町中央公民館　同協
会３０周年記念。歌手の田代美代子さんの講演あり。

朝日新聞 2007/7/19 33 講座・講演

第４１回交通安全子供自転車埼玉大会　地区代表ら４１校２０
５人が競う　７日、熊谷スポーツ文化公園の彩の国くまがや
ドームで開かれました。〔大会出場校一覧〕寄居町立男衾小

埼玉新聞 2007/7/19 7
交通安全（自
転車）

よみうり文芸　短歌　篠　　弘選　寄居町　町田　節子 読売新聞 2007/7/20 29 よみうり文芸
埼玉歌壇　阿部　完市選　（寄居）石澤邦彦、（同）吉澤祥匡、
（同）吉澤紀子

埼玉新聞 2007/7/20 9 埼玉歌壇

◆石に絵をかいてみよう（寄居）８月１１日午後１時３０分～３時
３０分、町立図書館２階アトリエ。

埼玉新聞 2007/7/21 15
教室（町立図
書館）

第１８回彩の国・埼玉ピアノコンクール予選　出場者一覧　７
月２２日（日）熊谷会館ホール６９人　▼Ｃ部門（２４人）設楽彩
香（寄居）　７月２７日（金）さいたま芸術劇場音楽ホール　９５
人　▼Ｃ部門（１１人）岡部晴紀（同）

埼玉新聞 2007/7/21 7
埼玉ピアノコ
ンクール

生活情報　趣味　自由時間　花火　鮮やかに夏を彩る　県内
で１２万発　大会名：８月　寄居玉淀水天宮祭　開催日：４日
開催場所；玉淀河原　打ち上げ数；５０００　問い合わせ電話：
０４８・５８１・３０１２

埼玉新聞 2007/7/22 15 花火

寄居カントリー元社長親子有罪　地裁判決
読売新聞 2007/7/24 31

会社更生法
違反

資産隠し親子有罪　ゴルフ場破綻「計画的で悪質」会社更生
法を適用した「ゴルフ場経営会社「寄居カントリー倶楽部」の
資産を隠したとして。

産経新聞 2007/7/24 27
会社更生法
違反

会社更生法違反の２被告に有罪判決　地　裁　債権者からの
差し押さえを免れようと、再建中の「寄居カントリー倶楽部」の
財産を隠すなどして。

毎日新聞 2007/7/24 27
会社更生法
違反

埼玉歌壇　関田　史郎選　（寄居）中里　佐和 埼玉新聞 2007/7/24 7 埼玉歌壇
中学校総体　（２３日）　〇軟式野球（第１日・川越初雁ほか）
▽１回戦　熊谷東４－０寄居

埼玉新聞
（スポーツ）

2007/7/2 10 中学校総体

平成１９年（４６回）硬筆中央展覧会　〔硬筆〕（６月２０日、秩父
市）【埼玉県書写書道教育連盟賞】小川裕香里（寄居城南中
３年）

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポー

2007/7/25 第240-3
県硬筆中央
展

ピアノ　「ピティナ・ピアノコンペティション川越地区予選」〔６月
２４日、富士見市〕富士見市民文化会館キラリ☆ふじみであ
り、本選をかけて。【Ｃ級・小学５、６年】設楽　彩香

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポー

2007/7/25 第240-3 ピアノ
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ピアノ　県内外から２２０人出場　〔６月３０日、さいたま市〕２００
７年度ピティナ・ピアノコンペティション与野地区予選が産業
文化センターで６月３０日と７月１日の２日間行われ。　県勢の
本選出場者：【Ｃ級・小学５、６年】設楽　彩香（寄居５年）

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポー

ツ）

2007/7/25 第240-3 ピアノ

よみがえる太古の動物　寄居・川の博物館　長瀞・自然の博
物館　県内発掘の化石展示　特別展「よみがえる化石動物」
が９月２日まで開催されている。川の博物館は「海に生きた動
物たち」、自然の博物館は「陸にいきた動物たち」がテーマ。

埼玉新聞 2007/7/26 15 化石展

リトルシニア　＜北関東支部大会＞日本リトルシニア北関東
夏季大会は２１、２２の両日、尚美学園大グラウンドなどで。▽
２回戦　寄居４－５狭山

埼玉新聞ス
ポーツ

2007/7/26 9 少年野球

埼玉俳壇　阿部　完市選　（寄居）石澤　邦彦 埼玉新聞 2007/7/27 9 埼玉俳壇
よみうり文芸　短歌　篠　　弘　選　寄居町　町田　節子 読売新聞 2007/7/27 34 よみうり文芸
第２１回読売旗争奪　県北少年野球選手権大会　８/１１（土）
～８／１４（火）予備日１５日（火）熊谷運動公園野球場他で。
抽選会が、７月２１日の埼玉グランドホテル深谷で行われた。
各地を勝ち抜いた３２チームの主将が集い。選手宣誓権を引
き当てたオブスマクラブ木村将悟主将　組み合わせ：別府リト
ルジャイアンツ－オブスマクラブ　　※５～８面選手名鑑（全

埼北よみうり 2007/7/27 ６９９号1 少年野球

第２１回読売旗争奪　県北少年野球選手権大会　大里　オブ
スマクラブ　監督：新井　　導　２年振りの出場に選手一同楽し
みにしています。主将（木村）を中心に。

埼北よみうり 2007/7/27 ６９９号6 少年野球

第２１回読売旗争奪　県北少年野球選手権大会　地区予選
出場チーム　【大里】用土コルツ、寄居ビクトリーズ、オブスマ
クラブ、マッキーズ、中町ジュニアスポ少、折原イーグルス

埼北よみうり 2007/7/27 ６９９号８ 少年野球

３年後に迫った　ホンダ寄居工場竣工　集まれ。夢を実現す
る経営者となれ。（１０月１日開講）　寄居経営　革新熟２００７
申し込み/問い合せは：寄居町商工会

埼北よみうり 2007/7/27 699号１ 少年野球

埼北の花火大会　花火のあるお祭り　◆寄居玉淀水天宮祭り
（寄居町）８月４日（土）１９時～２１時　玉淀河原

埼北よみうり 2007/7/27 ６９９号12 花火

太古の世界探索しよう　化石動物展　寄居と長瀞　太古の昔
は海に接していた埼玉の、海や陸に生きた動物たちの化石な
どを紹介する特別展「読みがえる化石動物」が、「県立川の博
物館」（寄居町）と「県立自然の博物館」（長瀞町）の２会場で
同時開催されている。９月２日まで。

朝日新聞 2007/7/28 35 化石展

ベルクと女子栄養大　食育で産学連携　レシピ無料配付など
県内を基盤にする食品スーパー「ベルク」（本部・寄居町、首
都圏５１店舗と坂戸市にキャンパスのある女子栄養大はこの
ほど、食育活動や食品開発などで協力する「産学連携協力
に関する覚書」に調印した。

読売新聞 2007/7/29 35 食育

投票率は５６．３５％（２９日、埼玉選挙区）　寄居町　有権者
数：３０，２５６人　投票者数：１６，８０９人　投票率％：５５．５６

毎日新聞 2007/7/30 16 参院選

◇各候補者の市区町村別得票数◇　寄居町：沢田哲夫（国
新）３８６　高野博師（公前）３，６９３　行田邦子（民新）３，５０２
古川俊治（自新）３，６３６　松沢悦子（社新）４９５　山根隆治
（民前）３，０９５　綾部澄子（共新）１，６７２

毎日新聞 2007/7/30 17 参院選

２００７参院選　市町村別投票率（選管確定）県計：今回５６，３
５　前回５２，６０　寄居町：５５，５６　５４，０７

産経新聞 2007/7/30 15 参院選

埼玉選挙区　市町村別投票結果　県計：当日　有権者数
５，７２８，０８２　投票者数　男１，６３１，４３７　女１，５９６，２０１
計３，２２７，６３８　投票率５６，３５　寄居町：有権者数３０，２５
６　投票者数　男８，４７７　女８，３３２　計１６，８０９　投票率５

東京新聞 2007/7/30 13 参院選

市区町村別投票率　【大里郡】寄居町：有権者数３０，２５６
投票率（％）５５，５６　前回比　１，４９

読売新聞 2007/7/30 16 参院選
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◇市区町村別得票◇　【大里郡】寄居町：行田邦子３，５０２
(当７４５，５１７民新）　古川俊治３，６３６（当８８４，２７０自新）
山根隆治３，０９５（当６６５，０６３民新）　高野博師（公前）３，６
９３（６２３，７２３公前）　綾部澄子１，６７２（２７７，４４０共新）松
沢悦子４９５（１０４，４０３社新）　沢田哲夫３８６（７２，７５６国

読売新聞 2007/7/30 17 参院選

埼玉選挙区候補者の市町村別得票数・投票率（１２時半現
在、埼玉新聞社調べ）　寄居町：沢田哲夫（国新）３８６　高野
博師（公前）３，６９３　行田邦子（民新）３，５０２　古川俊治（自
新）３，６３６　松沢悦子（社新）４９５　山根隆治（民前）３，０９５
綾部澄子（共新）１，６７２　開票率（％）：選終　有権者数：　３
０，２５６　投票者数：１６，８０９　投票率：５５．５６

埼玉新聞 2007/7/30 3 参院選

◇各候補者の市区町村別得票数◇　寄居町:沢田哲夫４８
（国新）３８６　高野博師６０（公前）３，６９３　行田邦子４１（民
新）３，５０２　古川俊治（自新）３，６３６　松沢悦子５９（社新）４
９５　山根隆治５９（民前）３，０９５　綾部澄子４８（共新）１，６７２

毎日新聞 2007/7/31 26 参院選

◇参院選候補者の市区町村別得票数◇（選管確定）　寄居
町:沢田哲夫４８（国・新）３８６　高野博師６０（公・前）３，６９３
行田邦子４１（民・新）３，５０２　古川俊治（自・新）３，６３６　松
沢悦子５９（社・新）４９５　山根隆治５９（民・前）３，０９５　綾部
澄子４８（共・新）１，６７２

産経新聞 2007/7/31 27 参院選

◇選挙区候補者の市町村別得票数◇　寄居町：行田邦子
３，５０２(当７４５，５１７民新）　古川俊治３，６３６（当８８４，２７０
自新）　山根隆治３，０９５（当６６５，０６３民新）　高野博師（公
前）３，６９３（６２３，７２３公前）　綾部澄子１，６７２（２７７，４４０
共新）松沢悦子４９５（１０４，４０３社新）　沢田哲夫３８６（７２，７
５６国新）　【大里郡】同　、比例代表　政党の市町村別得票数

東京新聞 2007/7/31 27 参院選

与党ＶＳ野党　衆院小選挙区別で見た比例選の市区町村別
得票率　【１１区】　寄居町　与党４４・野党５６

読売新聞 2007/7/31 27 参院選

夏の高校野球県大会　浦和学院　優勝の軌跡　浦和学院６
－２本庄一　（栄東９－１寄居）

読売新聞 2007/7/31 高校野球

◇候補者の市区町村別得票数◇　寄居町:沢田哲夫４８（国
新）３８６　高野博師６０（公前）３，６９３　行田邦子４１（民新）
３，５０２　古川俊治（自新）３，６３６　松沢悦子５９（社新）４９５
山根隆治５９（民前）３，０９５　綾部澄子４８（共新）１，６７２

朝日新聞 2007/7/31 35 参院選

オブスマクラブが全国へ　来月７日から　札幌ドームで開催
全国スポーツ少年団軟式野球関東予選　第２６回。２８、２９の
両日、東京都の市営立川球場などでＡ、Ｂ組みに分かれた
トーナメント戦が行われ、本県代表のオブスマクラブ（寄居）
と、上陽ホークス（群馬）が全国大会への出場を決めた。【Ａ
組】▽決勝　北大和ドリームス（神奈川）１－３オブスマクラブ

埼玉新聞
（スポーツ）

2007/7/31 9 少年野球

歌壇　水野　昌雄　選　（寄居）　安良岡　正二 朝日新聞 2007/8/1 34 歌壇
「寄居城北」体験して　寄居高で説明会　県立高校再編に伴
い、来年春に地域連携型の総合学科「寄居城北高校」として
新たに開校する寄居町桜沢の県立寄居高校で、学校説明会
と体験入学が行われた。

東京新聞 2007/8/1 24 学校説明会

短歌　■加藤　克巳選　寄居・関根　和子、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 2007/8/2 25 短歌・俳句

第１８回埼玉ピアノコンクール　２２７人が準本選進出　予選会
（ＡからＤ部門）が７月２２日から２７日までの６日間、県内各地
で開かれ、準本選進出者が決まった。【Ｃ部門】▽７月２２日＝
設楽彩香（寄居）▽７月２７日＝岡部晴紀（同）

埼玉新聞 2007/8/2 18 ピアノ

埼玉歌壇　今月の選者　星野　光二氏　（寄居）石澤　邦彦 埼玉新聞 2007/8/3 9 埼玉歌壇
床の上でカーリング　新スポーツのカローリング　町内各所で
講習会　寄　居　冬季五輪でブレークしカーリングに似た新ス
ポーツ「カローリング」を町民に広めようと、寄居町教育委員会
はルールなどの講習会を町内で行っている。

埼玉新聞 2007/8/3 15 カーリング

今月の祭り　●玉淀水天宮祭　（４日、寄居町） 埼玉新聞 2007/8/3 15 祭り
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オブスマクラブは北海道代表と対戦　スポーツ少年団軟式野
球　札幌市の札幌ドームなどで７日開幕する「第２９回全国ス
ポーツ少年団軟式野球交流大会の組み合わせ抽選会が行
われ、出場１６チーム１回戦の対戦相手が決まった。　◎１回
戦　オブスマクラブ（埼玉）－神楽少年野球団（北海道）　８/７

読売新聞 2007/8/3 30 少年野球

水と光の競演　寄居で水天宮祭　「関東一の水祭り」と呼ばれ
る大里郡寄居町の玉淀水天宮の祭礼「玉淀水天宮祭」が４
日、同町の玉淀河原で行われた。

埼玉新聞 2007/8/5 1 花火

前月比５０８人増　県推計人口　県統計課は４日までに、埼玉
県の推計人口（７月１日現在）を７百９万７千８３４人（男３百５７
万３千７８１人、女３百５２万４千５３人）と発表した。　７月１日現
在の推計県人口（県統計課調べ）　市町村：寄居町　世帯数：
１３，２９４　人口：総数３６，６９０　男１８，１６７女１８，５２３

埼玉新聞 2007/8/5 3 県推計人口

県アマゴルフ　第５予選あす開催　ゴルフの第２９回埼玉ア
チュア選手権第６予選会は６日、高坂ＣＣ･岩殿コースで開催
される。◇予選組み合わせ◇　【アウト】⑨内田　　薫（寄居）
【イン】①吉沢　尚登

埼玉新聞 2007/8/5 11 県アマゴルフ

北の大地集う１６チーム　全国スポ少軟式野球大会あす開幕
小学生の軟式野球日本一をかけて争う「第２９回全国スポー
ツ少年団軟式野球交流大会」が７～１０日、札幌市の札幌
ドーム、つどーむなどを会場に開催される。　オブスマクラブ
（埼玉県寄居町）　全国スポーツ少年団軟式野球交流大会組
み合わせ：オブスマクラブ（埼玉）－神楽少年野球団（北海

読売新聞 2007/8/6 22 少年野球

埼玉歌壇　今月の選者　加藤　克己氏　（寄居）中里佐和 埼玉新聞 2007/8/7 7 埼玉歌壇
◆全日写真熊谷中央支部　写真展　９日（木）～１３日（月）、
午前１０時～午後７時（１３日は５時まで）熊谷市の八木橋８階
カトレアホール　竹内敏信写真展「龍の響」も同時開催。

朝日新聞 2007/8/7 28 写真展

うちわを持ってスタンプラリー　寄居町商工会　町内の店をま
わってオリジナルうちわにスタンプを押してもらうと賞品が当た
る「ぐるっと寄居スタンプラリー」を３１日まで開催している。

埼玉新聞 2007/8/8 15
スタンプラ
リー

オブスマ、逆転で８強　全国スポーツ少年団軟式野球　第２９
回。７日、札幌市で開幕し、１回戦８試合が行われた。神楽少
年野球団（北海道）４－６オブスマクラブ　ベスト８進出を果た

読売新聞 2007/8/8 26 少年野球

よみうり文芸　俳句　鈴木　貞雄　選　寄居町　町田　節子 読売新聞 2007/8/9 26 よみうり文芸
オブスマ４強ならず　全国スポ少軟式野球　第２９回。２日目
の８日、札幌市で準々決勝４試合が行われた。　岡屋（京都）
８－３オブスマクラブ　ベスト４進出はならなかった。

読売新聞 2007/8/9 26 少年野球

知事選、きょう告示　第一声へ準備整う　選挙人名簿登録者
数（８日現在、県選管発表）　寄居町：男性１５，０６４　女性１
５，３７１　計３０，３８１

朝日新聞 2007/8/9 31 知事選

埼玉県知事　選挙人名簿登録者数（８日現在、県選管調べ）
【大里郡】寄居町：３０，３８１　前回比：２８３

読売新聞 2007/8/9 27 知事選

有権者は５７４万７５８１人　８日現在　前回を１３万人上回る
市町村別有権者数（８日現時）寄居町：男１５，０６４　女１５，３
１７　計３０，３８１

東京新聞 2007/8/9 23 知事選

埼玉俳壇　星野　光二選　（寄居）吉澤　紀子、（同）石澤　邦
彦、（同）吉澤　祥匡

埼玉新聞 2007/8/10 7 埼玉俳壇

熊谷など３５度超　この日午後２時半ごろ熊谷で３６．３度に達
したのを最高に、鳩山市と寄居町で３５．９度を記録。

産経新聞 2007/8/10 20 気温

選挙人名簿登録者数　平成１９年８月８日現在　市町村名：寄
居町　男１５，０６４　女１６，３１７　計３０，３８１　増減２８３

埼玉新聞 2007/8/10 3 県知事選

本田技研埼玉製作所・山本卓志所長　新工場と連携、需要
増を　〔インタビュー〕県内では寄居町と小川町にホンダの新
工場建設も決まり、今後の展開が期待される。

埼玉新聞 2007/8/10 4 企業誘致

「フラガール」がライバル！　１８日に中央公民館　上映会でフ
ラダンス　寄　居　第９回寄居町映画会「フラガール」が１８日、
寄居町の中央公民館で開かれる。町商工会女性部フラダン
スサークルのフラダンスも行われ、映画を盛り上げる。

埼玉新聞 2007/8/10 15
上映会・フラ
ダンス
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第２１回読売旗争奪　県北少年野球選手権大会　８/１１（土）
～１４（火）熊谷運動公園野球場他で。　オブスマクラブ：木村

埼北よみうり 2007/8/10 ７００号１
県北少年野
球

大会組み合わせ＆日程表　オブスマクラブ－別府リトルジャイ
アンツ（①：１日目　Ｃ：第２グラウンド　３：第３試合１１：３０）

埼北よみうり 2007/8/10 ７００号４
県北少年野
球

新校「寄居城北高校」が体験入学を実施（寄居町）　平成２０
年度から開校する埼玉県立寄居城北高等学校(寄居町桜沢）
が、７月２８日に説明会を兼ねた体験入学を行った。

埼北よみうり 2007/8/10 ７００号３
高校体験入
学

寄居の魅力を描いたうちわで　スタンプラリー実施中（寄居
町）　寄居町商工会では町内８４店舗が参加する「第２回うち
わスタンプラリー」を、今月３１日（金）まで実施している。うちわ
の表面のデザインは町内３中学校から公募、今年は寄居玉
淀水天宮祭や日本水などを描いた矢部哲生さん（町立城南
中学校１年）の作品が選ばれた

埼北よみうり 2007/8/10 ７００号８
スタンプラ
リー

飲酒運転で事故男性教諭を免職　県教委　県教委は９日、
飲酒運転して交通事故を起こした児玉郡美里町立松久小学
校の教諭（５１）を懲戒免職処分にした。

埼玉新聞 2007/8/10 19 飲酒運転

酒飲みひき逃げ教諭を懲戒免職　県教育局　９日、４月に酒
を飲んで車を運転しひき逃げ事故を起こしたとして、美里町
立松久小学校の教諭（５１）を懲戒免職処分にしたと発表し

朝日新聞 2007/8/10 31 飲酒運転

★ひき逃げの小学校教諭を免職　県教委は９日、美里町立
松久小の教諭（５１）を懲戒免職処分にした。

東京新聞 2007/8/10 22 飲酒運転

ひき逃げの教師を懲戒免　県教育局　９日、ひき逃げ事故を
起こし、業務上過失傷害罪などで有罪などの判決を受けた美
里町立松久小、教諭（５１）を同日付で懲戒免職処分にした。

毎日新聞 2007/8/10 25 飲酒運転

ひき逃げの教師を懲戒免　県教育局　９日、ひき逃げ事故を
起こし、業務上過失傷害罪などで有罪などの判決を受けた美
里町立松久小、教諭（５１）を同日付で懲戒免職処分とした。

読売新聞 2007/8/10 29 飲酒運転

３７．５度　熊谷　寄居　県内は１０日、熊谷市と寄居町で３７．
５度を記録するなど、県内観測地点８カ所のうち６カ所で今年
の最高気温を記録した。

朝日新聞 2007/8/11 31 気温

第４８回県吹奏楽コンクール県大会の２日目が１０日、県内２
会場であった。さいたま市文化センターでは、中学Ｂ部門（３５
人以下編成）があり、３０校中１４校が、上位大会である西関東
大会に進出を決めた。（１０日の結果は以下の通り）《中学Ｂ》

朝日新聞 2007/8/11 31
吹奏楽コン
クール

館林３７．７度 都心初「猛暑」　太平洋高気圧に覆われて関東
以西で夏空が広がった１０日。東京以外では、岐阜県の多治
見で３７．７度、群馬県の館林で３７．８度、埼玉県の寄居と大
分県の日田で３７．５度、名古屋で３７．２度を記録した。

東京新聞 2007/8/11 22 気温

熱中症１人死亡　２９人搬送、２人重症　１０日。熊谷地方気
象台によると、同日は県内８カ所での観測地点すべてで「猛
暑日」となった。秩父市で３５．５度、熊谷市と寄居町で３７．５
度となるなど、６カ所で今年一番の暑さを更新した．

産経新聞 2007/8/11 22 気温

熱中症１人死亡、１４人入院　熊谷、寄居で３７．５度　１０日。 毎日新聞 2007/8/11 23 気温
熱中症１人死亡　２９人病院へ全域で「猛暑日」　１０日。熊谷
市と寄居町では３７．５度を記録した。

読売新聞 2007/8/11 1 気温

猛暑日　熊谷　寄居で３７．５度　１０日。県内各地で最高気温
が３５．０度を超える猛暑日となった。特に熊谷市と大里郡寄
居町で３７．５度を記録、この夏一番の暑さとなった。

埼玉新聞 2007/8/11 1 気温

関東中学大会　◇柔道　（第１日、最終日・県武道館）［女子］
▽７０㌔超級準々決勝敗退者　橋本（寄居男衾）

埼玉新聞
（スポーツ）

2007/8/11 10 柔道

東秩父村御堂の東秩父村和紙の里ギャラリーで「第２回あじ
さい花の道コンテストの入賞作品展」が開かれている。上位入
賞者は次の通り　▽入選＝高橋徳三（寄居町）、高田静男

埼玉新聞 2007/8/12 13 写真展

夜空を彩る　花火１万発　熊谷　県内は１１日も各地で気温が
上昇。熊谷地方気象台によると、熊谷市３７．８度▽寄居町３

毎日新聞 2007/8/12 25 花火
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猛暑忘れる夜空の大輪（熊谷市の花火大会）　全観測地点で
今年最高気温　好天の続く県内は１１日、　熊谷市で３７．８度
を記録するなど、県内観測地点８カ所すべてで今年最高気
温を記録、いずれも３５度以上の猛暑日となった。熊谷地方
気象台によると、寄居町３７.７度。

朝日新聞 2007/8/12 29 気温

読売旗少年野球が開会　第２１回読売旗争奪県北少年野球
選手権大会が１１日、熊谷市小島の熊谷運動公園野球場で３
２チームが参加して始まった。開会式で、オブスマクラブの木
村将悟主将（小６）が「仲間を愛し、全力でプレイすることを誓
います」と選手宣誓し、猛暑の中、熱戦がスタートした。▽１回
戦　オブスマク５－４別所リトルジャイアンツ

読売新聞 2007/8/12 26 少年野球

熊谷で３７．８度　今夏の最高気温　各地で猛暑日　県内は１
１日、前日に引き続き太平洋高気圧に覆われ、熊谷市で最高
気温が３７、８度を記録。熊谷地方気象台によると、この日の
最高気温は大里郡寄居町で３７．７度

埼玉新聞 2007/8/12 1 気温

埼玉歌壇　今月の選者　加藤　克巳氏　（寄居）松村　章子 埼玉新聞 2007/8/14 6 埼玉歌壇
第２１回読売旗争奪県北少年野球選手権大会（１２、１３日・
熊谷運動公園野球場ほか）　▽２回戦　オブスマク１０－１吉
見東一小スポ少　▽準々決勝　オブスマク７－３嵐山ウイング

読売新聞 2007/8/14 26 少年野球

熱中症２人死亡　１４日。熊谷地方気象台によると、この日は
県内８カ所の観測地点の内６カ所で３５度を超える「猛暑日」。
熊谷３７．１度▽寄居３６．７度▽鳩山３６．３度などを記録し

産経新聞 2007/8/15 20 気温

県内　女性２人、熱中症で死亡　熊谷はこの夏３番目の暑さ
１４日。熊谷地方気象台によると、各地の最高気温は大里郡
寄居町３６．７度、比企郡鳩山町３６．３度、越谷市３６．２度、
秩父市３５度、さいたま市３４．４度。

埼玉新聞 2007/8/15 17 気温

読売書法展　◇漢字部門◇＜秀逸＞：【寄居町】伴場秀萃 読売新聞 2007/8/15 26 書道展
ラグビー　（７月２５日、熊谷市）平成１９年度学校総体体育大
会ラグビーフットボールの部　〔対戦トーナメントの記録〕▽２
回戦　熊谷奈良中３２－５寄居中

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポー

2007/8/15 241号１ ラグビー

柔道　（７月２２日、上尾市）平成１９年度学校総体体育大会
全国・関東中学校柔道大会埼玉県予選会が７月２１・２２日の
両日、県立武道館で行われた。〔男子団体ベスト１６の記録〕
寄居男衾中４－さい春野中▽準々決勝 　同４－１児玉中▽
準決勝　埼玉栄中５－０同▽代表決定戦　同３－２さい田島
中〔女子団体ベスト１６の記録〕同３－０羽生西中▽準々決勝
同２－０朝霞第三中▽準決勝　川口戸塚中１－１同▽代表決
定戦　〔男子個人〕▽６６ｋｇ級③丹下大輔（寄居男衾）〔女子
個人〕▽４８ｋｇ級　③新井千鶴（同）▽６３ｋｇ級　③鳥塚成美
（同）▽７０㎏超級　②橋本彩香（同）③内田光（同）

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポー

ツ）

2007/8/15 241号3 柔道

館林で４０．２℃今夏最高　関東地方は１５日。（＝関連記事２
６面）各地の最高気温は伊勢崎（同）３９．８度、寄居（埼玉県）
３９．５度、熊谷（同）３９．４度。

東京新聞 2007/8/16 1 気温

涼　日本の暑さ　忘れる額の痛み　熊谷名物・かき氷「雪くま」
観測史上最高　寄居で３９．５度　１５日。

東京新聞 2007/8/16 22 気温

★寄居の荒川で２６歳男性おぼれ死亡　１５日午後４時１０分
ごろ、寄居町鉢形の荒川で。

東京新聞 2007/8/16 22 川の事故

埼玉　侃々諤々（かんかんがくがく）　柳澤康雄　〔続　博物
館・美術館〕　「市民が行う」コンセプトに　人口の割りに県内
の館の入館者は少なく、平成１８年度で、最高が県立近代美
術館（さいたま市）の２７万５千人余。次いで県立川の博物館

東京新聞 2007/8/16 23
博物館・美術
館

酷暑　群馬で４０．２度　首都圏、電力供給には余裕　１５日の
日本列島は、発達した太平洋高気圧に覆われて気温が上
昇、群馬県館林市で４.２度観測史上７位タイのきおんを記
録。群馬県伊勢崎市で３９．８度、埼玉県寄居町で３９．５度な
ど両県の５地点で３９度を超えた。

日本経済新
聞

2007/8/16 1 気温

遊泳中の男性流され死亡　寄居の荒川　１５日午後３時５０分
ごろ、寄居町鉢形の荒川で。

毎日新聞 2007/8/16 21 川の事故

32 / 54 ﾍﾟｰｼﾞ



今夏最高の暑さ　熊谷・八木橋百貨店前で４２度　関東上空
に太平洋高気圧の中心がせり出した影響で１５日、寄居町で
過去最高気温となる３９．５度を観測したほか、熊谷市でも３９.
４度まで気温が上昇。

毎日新聞 2007/8/16 21 気温

俳句　■星野　光二選　寄居・町田　節子、（同）小渕美津子 毎日新聞 2007/8/16 22 短歌・俳句
猛暑　館林４０．２度　東日本４３地点、観測史上最高　気象
庁におると▽群馬県伊勢崎市３９．８度▽埼玉県寄居町３９.５

毎日新聞 2007/8/16 23 気温

東武東上線のレールゆがむ　埼玉・小川町　１５日午後２時１
０分ごろ、埼玉県小川町小川、武蔵嵐山－小川町駅間で、下
りの急行の運転手がレールのゆがみに気づき。小川町に隣
接する同県寄居町の最高気温は３９．５度だった。

毎日新聞 2007/8/16 23 鉄道

４３地点で最高気温　群馬・館林で４０．２度　日本列島は１５
日も各地で猛暑日となり。群馬県伊勢崎市で３９．８度、埼玉
県寄居町で３９．５度。

読売新聞 2007/8/16 1 気温

猛暑　寄居３９．５度　県内は１５日。　熊谷地方気象台による
と、寄居町で最高気温３９．５度（観測史上１位）を記録。

読売新聞 2007/8/16 27 気温

◆寄居町の荒川で２６歳男性が死亡　１５日午後、寄居町鉢
形の荒川で、川遊びをしていた。

読売新聞 2007/8/16 27 川の事故

館林４０．２度　北海道でも３５度　１５日。群馬県館林市で午
後２時４０分に国内観測史上７位タイの４０．３度を観測。群
馬・伊勢崎３９．８度、埼玉・寄居３９．５度。

朝日新聞 2007/8/16 1 気温

猛暑　寄居３９．５℃  猛烈　熱中症１人死亡/温度計目盛り振
り切る　１５日。東武東上緯線のレールのゆがみがみつかった
小川町。熊谷地方気象台によると、隣接する寄居町では午後
３時に観測史上最高となる３９．５度を記録した。

朝日新聞 2007/8/16 25 気温

荒川で川遊び２６歳男性水死　寄　居　１５日午後３時５０分ご
ろ、寄居町鉢形の荒川で。

朝日新聞 2007/8/16 25 川の事故

寄居、熊谷３９度超　東上線レール歪み２２本運休　１５日。寄
居町で３９．５度と同町での観測史上最高となった。寄居町の
記録的な猛暑は、近くを走る鉄道のレールに影響を及ぼし
た。午後２時１０分ごろ東武東上線武蔵嵐山－小川町駅間の
レールで猛暑が原因とみられるゆがみが見つかり、一部区間

産経新聞 2007/8/16 20 鉄道

●荒川で男性水死　１５日午後３時５０分ごろ、寄居町鉢形の
荒川で。

産経新聞 2007/8/16 20 川の事故

寄居で３９．５度　全国４３地点で観測史上最高　（１７面に関
連記事）

埼玉新聞 2007/8/16 1 気温

極まる炎暑に　線路もゆがむ　１５日。〇２人病院搬送　老舗
氷販売店に特需も　寄　居　観測史上最高の３９.７度を記録
した大里郡寄居町。猛暑、特需の声も。同町桜沢にある氷販
売業の老舗「大黒屋商店」。　〇東上線３時間止まる　小川

埼玉新聞 2007/8/16 17 気温

川遊びの男性おぼれて死亡　寄居の荒川　１５日午後３時５０
分ごろ、大里郡寄居町鉢形の荒川で。

埼玉新聞 2007/8/16 17 川の事故

オブスマＣ、４強逃す　終盤意地の反撃も及ばず　全国ス
ポーツ少年団軟式野球交流大会　第２９回。１０日までに、北
海道札幌市の札幌ドームでなど全国９ブロックの予選を勝ち
抜いた１５チームと開催地北海道代表の計１６チームが参加
し、１回戦から決勝までが行われた。本県代表のオブスマクラ
ブ（寄居）は、１回戦で神楽少年野球団（北海道）と対戦。▽１
回戦　神楽少年野球団（北海道）４－６オブスマクラブ（寄居）
（５回コールド）▽準々決勝　岡屋（京都）８－３オブスマクラブ
（６回コールド）　手応えがあった：オブスマクラブ・新井導監督

埼玉新聞ス
ポーツ

2007/8/16 9 少年野球

埼玉俳壇　星野　光二選　（寄居）石澤邦彦、（同）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2007/8/17 7 埼玉俳壇
熊谷で国内最高気温　４０．９度、７４年ぶり更新　熱中症で県
内６人死亡　日本列島の猛暑は１６日も厳しさをさらに増し、
県内では１５日に３９.５度と最も暑かった大里郡寄居も３８．２
度とこの日も猛暑となり。

埼玉新聞 2007/8/17 1 気温
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涼　水しぶき飛ばす鳥たち　県大宮公園小動物園　昨年１０
月、寄居町のスギの上に篭城した末に保護されたツキノワグ
マのヨリーは、池に入るなどして避暑対策。

東京新聞 2007/8/17 20 気温

熱波深刻　６人死亡　冷房きかず水辺盛況　寄居町で８日連
続の猛暑日。町内の荒川湖畔では大勢の家族連れが水浴び
を楽しんだ＝同町寄居で　３８．２度を記録し８日連続の猛暑
日となった寄居町。地町内を流れる荒川の名勝｛玉淀」では
大勢の家族連れが水浴びを楽しんだ。

朝日新聞 2007/8/17 23 気温

熱中症　６人死亡　熊谷で４０．９度　「暑さの街」も当惑　農作
物に影響　懸念　１６日。県内の観測点の８月１６日の最高気
温　観測地点＝寄居　気温＝３８.２度　歴代順位＝９位　時
間＝１２：００　これまでの最高気温（年月日）＝３９．５度（２００

読売新聞 2007/8/17 27 気温

荒川の夏　要害の地　屈指の景観・玉淀　戦国の城跡も残る
玉淀周辺

読売新聞 2007/8/17 27
鉢形城（玉
淀）

北部ブロック２６日開幕　３５チーム４枠争う　全労済カップ争
奪　第３２回　埼玉スポーツ少年団　小学生軟式野球交流大
会の北部ブロック抽選会が１１日、本庄市民プラザで行われ、
組み合わせが決定した。第１日目（８/２６）マッキーズ（寄居）
－本庄エンゼルス（本庄）球場：本庄総合公園市民球場　試
合時間：①９：００、オブスマクラブ（同）－岡　部（深谷）多Ａ：
同多目的グラウンドＡ　同②前試合終了後すみやかに開始、
折原イーグルス（同）－横瀬武甲<横瀬）

埼玉新聞ス
ポーツ」

2007/8/18 9
小学生軟式
野球

熱中症死亡　新たに３人　１７日。　熊谷地方気象台によると、
１７日の最高気温は美里町に隣接する寄居で３６．９度。

朝日新聞 2007/8/18 23 気温

県政の足もと　０７選択の年に　環境影響評価　「先進県」問
われる指導力　７月１０日、さいたま市で開かれた県の環境影
響評価技術審議会で。議題は、ホンダが寄居町富田地区に
９月の着工を目指す新工場建設事業。

朝日新聞 2007/8/18 23 企業誘致

涼風ゆらりフラダンス　寄居　寄居町商工会婦人部のフラダン
スサークルが１８日、同町中央公民館で模様された映画「フラ
ガール」の上映で華麗な舞を披露した。結成６年目。

朝日新聞 2007/8/19 31 フラダンス

激流と格闘　いかだ下り　寄居・荒川　寄居町で１９日、４０
チームが参加して荒川いかだ下りが行われた。町内を流れる
荒川の４㌔の区間。今年で１２回目。

朝日新聞 2007/8/20 33 いかだ下り

荒川の夏　直径２３㍍ゆっくり回転　寄居　川の博物館　寄居
町小園の県立「川の博物館」を訪レル杜、直径２３㍍のヒノキ
づくりの巨大水車が出迎えてくれる。

読売新聞 2007/8/21 35 川の博物館

Ⅰ　LOVE　ペット　らんこ：シェットランドシープドック♀１０歳
野口真祐子さん（寄居町）

埼玉新聞」 2007/8/21 17 ペット

短歌　■加藤　克己選　寄居・高橋　達男　俳句　■星野　光
二選　寄居・町田　節子、同・小渕美津子

毎日新聞 2007/8/23 27 短歌・俳句

南部が圧勝でＶ　北部破り５年ぶり栄光　リトルシニア＜北関
東支部対抗戦＞日本リトルシニア北関東支部東西南北対抗
戦は１９日、行田市総合公園野球場で、４ブロックの選抜チー
ムによる１回戦と決勝がおこなわれ、南部が１３－１で北部に
圧勝し、５年ぶりに優勝した。　【北部】▽選手　保坂俊哉、松

埼玉新聞ス
ポーツ

2007/8/23 9 少年野球

埼玉俳壇　星野　光二選　（寄居）吉澤　祥匡、（同）石澤　邦
彦、(同）吉澤　祥匡

埼玉新聞 2007/8/24 7 埼玉俳壇

ホンダの小川工場で起工式　０９年稼動予定　比企郡小川町
靭負（ゆきえ）に四輪車のエンジン工場建設は２３日、同所で
起工式を行った。　あいさつ：笠原町長「世界のホンダが寄居
と小川に本当にやって来るんだと安堵している」と述べた。
エンジン供給先となる寄居新工場は２０１０年の稼動を予定し

埼玉新聞 2007/8/24 1 企業誘致

自作いかだで川下り　海賊船型など創意工夫も　寄居　手作
りのいかだに乗って荒川を下る「２００７荒川いかだ下り」がこ
のほど、寄居町の荒川で行われた。今年で１２回目。

埼玉新聞 2007/8/24 13 いかだ下り

ホンダ新エンジン工場の鍬入れ式　小川・０９年稼動　２３日。
寄居町で１０年に稼動開始予定。

毎日新聞 2007/8/24 27 企業誘致

34 / 54 ﾍﾟｰｼﾞ



エンジン工場ホンダが着工　小川　自動車メーカー「ホンダ」
が小川町に建設する新エンジン工場のくわ入れ式が２３日、
同町靭負（ゆきえ）の建設予定地であった。　９月には、約２㌔
離れた寄居町富田にホンダの新工場が着工し、２０１０年に稼

朝日新聞 2007/8/24 37 企業誘致

ホンダ　エンジン工場着工　小川町歓迎ムードに沸く　ホンダ
は２３日、埼玉県小川町に建設するエンジン工場の着工式を
開いた。　ホンダは隣接する寄居町にも四輪の完成車工場を
９月中に着工する予定だ。

日本経済新
聞

2007/8/24 37 企業誘致

ホンダの新工場小川で建設着工　自動車メーカー大手・ホン
ダの新エンジン工場のくわ入れ式が２３日、小川町靭負（ゆき
え）で行われ、建設が着工した。　２０１０年稼動予定の寄居町
の新工場も、９月に着工する見込み。

読売新聞 2007/8/24 34 企業誘致

思い思い自作のいかだも夏の荒川を下る　（寄居町）　８月１９
日、「２００７荒川いかだ下り」が寄居町（八高線鉄橋～川の博
物館・約４ｋｍ）で行われた。

埼北よみうり 2007/8/24 第７０１号４ いかだ下り

通行人もビックリジャンボひょうたん（寄居町）　寄居町折原の
斉藤芳明さん（５７）宅の庭に大きな「ひょうたん」の実がなり、
通行人の目を釘づけにしている。

埼北よみうり 2007/8/24 第７０１号6
ジャンボひょ
うたん

０７知事選　埼玉　知事選は２６日、投票日を迎える。即日開
票され、夜に大勢が判明す見通し。◇選挙人名簿登録者数
◇（８月現在）　市区町村名：寄居町　男１５，０６４　女１５,３１７

毎日新聞 2007/8/26 29 県知事選

◆笥酒気帯び運転の男　現行犯逮捕　寄居署は２５日、深谷
市武蔵野、農業男性（５３）を。

読売新聞 2007/8/26 36
酒気帯び運
転

知事選市町村別開票状況２２：００現在埼玉新聞社調べ　候
補者氏名：武田信弘　県計：４４,２５９　党派名等：無（新）　寄
居町：３３５、上田清司　８５７,４５２　無（現）７,１８２　、吉川春
子　３１４,９１３　無（新）２,２６２　開票率（％）：選終、有権者
数：２９,９８９、投票者数：９,９０５、投票率：３３.０２

埼玉新聞 2007/8/27 2 県知事選

０７知事選　投票率２７．６７％で過去最低　開票結果◇知事
選の投票者数・率選挙人名簿登録者数◇　寄居町：当日有
権者数　２９,９９３　投票者数　９,９０５　投票率　３３.０２　知事
選の投票者数・率　県計　当日有権者者数：５，６６４，９１８
投票者数：１，５６７，２２２投票率２７.６７

東京新聞 2007/8/27 1 県知事選

各候補者市町村別得票数：〇武田信弘県計５８,８２３　党派
名等：（無新）寄居町：３３５、〇上田清司１０９３,４８０（無現）７,
１８２　、〇吉川春子４５,４３２　無（新）２,２６２

毎日新聞 2007/8/27 29 県知事選

候補者の市町村別得票（①は得票１位）〇武田信弘　県計：５
８,８２３（得票率％３．８１）　党派名等：（無新）　寄居町：３３５、
〇上田清司　１，０９３，４８０①（７０．９０）（無現）７,１８２①　、
〇吉川春子　３８９,８７５（２５．２８）（無新）２,２６２　※同版に投

朝日新聞 2007/8/27 33 県知事選

開票結果　当１，０９３，４８０上田清司５９無所属現、３８９，８７
５吉川春子６６無所属新、５８，８２３武田信弘５３無所属新
（選管確定）　市区町村別得票　寄居町：上田清司７，１８２、
吉田春子２，２６２、武田信弘３３５　※３２版に〔市町村別投票
率〕 寄居町：有権者数＝２９，９９３投票率（％）３３．０２　前回

読売新聞 2007/8/27 33 県知事選

知事選市町村別開票結果（選管終了）　寄居町：候補者氏名
＝武田信弘３３５　党派名等：無（新）　寄居町：３３５、上田清
司　無（現）７,１８５、吉田春子　無（新）２，２６２　開票率（％）
選終　有権者数２９，９８９　投票者数９，９０５　投票率（％）３

埼玉新聞 2007/8/28 3 県知事選

知事選候補者　地区別得票　当　上田清司　無現　県計　１，
０９３，４８０　寄居町　７，１８２、吉川春子　無新　同３８９，８７５
同２，２３２、武田信弘　無新　同５８，８２３　同３３５

東京新聞 2007/8/28 24 県知事選

上田知事　支持者は有権者の２割　低かった絶対得票率
〔投票率〕寄居町：有権者＝２９，９９３　投票者数＝９，９０５
投票率％３３．０２

毎日新聞 2007/8/28 26 県知事選
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全労済カップ争奪　第１２回　埼玉スポーツ少年団　小学生
軟式野球交流大会　２５、２６の両日、中央、南部、北部ブロッ
クで開幕。オブスマクラブ３回戦へ〇北部　（２６日本庄総合
公園市民球場ほか）開会式と１、２回戦１９試合が行われた。
▽２回戦　マッキーズ（寄居）２－１１本庄エンゼルス（５回コー
ルド）、岡部（深谷）４－５オブスマクラブ（同）、折原イーグルス
（同）０－８横瀬武甲（５回コールド）、本庄北ジェッターズ１２
－１３用土コルツ（同）（４回コールド）、中町ジュニア（同）１－
９花園（深谷）（５回コールド）、上里マッハ２－４寄居ビクトリー

埼玉新聞 2007/8/28 6 少年野球

〔記録ファイル〕　サッカー第３８回関東中学大会（７～９日・埼
玉スタジアムほか）◇県北４０リーグ▽第９節　深谷３－０寄居

読売新聞 2007/8/29 31 サッカー

歌や踊りで暑さ忘れ　寄居の福祉施設　利用者らが納涼祭
県内でグループホームやデイサービスセンターなどを運営す
る「日本社会事情開発研究所」の各施設入所者や利用者ら
による納涼祭が、同町垢浜の「かきの木苑」で開かれた。

東京新聞 2007/8/29 23 納涼祭

歌壇　水野　昌雄　選　（寄居）安良岡  正二 朝日新聞 2007/8/30 34 歌壇・俳壇
埼玉俳壇　星野　光二選　（寄居）吉澤　紀子、（同）　吉澤
祥匡、（同）石澤　邦彦

埼玉新聞 2007/8/31 7 埼玉俳壇

わくわくさ～くる　和の世界に心も穏やか　裏千家茶道愛好会
（寄居）　疲れも忘れる充実感：逸見和代代表の話　〔メモ〕主
な活動場所＝中央公民館▽活動日＝毎月第１・火曜日の午
後７時３０分～９時３０分▽問う合わせ先＝中央公民館

埼玉新聞 2007/8/31 15 サークル

太陽の恵みで豊作　エキナセア茶摘み最盛期　寄居　免疫
力を高めるとされるメデカルハーブ、エキナセアの茶摘みが、
寄居町で最盛期を迎えている。

埼玉新聞 2007/8/31 15 エキナセア茶

俳句　東城伸吉選　▽入選　寄居　町田　隆、同　石澤　邦
彦、同　吉田　初美、同　長島　鉄男

お茶の間
ジャーナル

2007/9/1 2 俳句

暑かった８月の関東　暑さ更新　全国１０１地点　今夏の猛暑
日の日数※気象庁観測、主な地点のみ　埼玉県：寄居＝１６

東京新聞 2007/9/1 1 気温

江南南が連覇　深谷市長杯少年サッカー大会　２５・２６日、
同市仙元山陸上競技場で行われ。大会は今回で２４回目。市
内から１２団と市外から１２団が参加した。上位成績は次の通
り　▽６位トーナメント　①男衾（寄居町）

埼玉新聞 2007/9/1 15 少年サッカー

今週のホームラン　８月２５日＝嶋崎風太（寄居リトルシニア）
８月２６日＝朝比奈恋２本（用土コルツ）、神田凌汰（オブスマ

埼玉新聞 2007/9/1 9 野球

県スポーツ少年団柔道親善大会　第２９回県スポーツ少年団
柔道親善大会兼県民総合体育大会少年の部は８月２６日、
県武道館で小中学生の男女９５３人が参加して行われた。
〔個人成績〕【男子】▽小学生１年生以下の部　③大谷望夢
（寄居警察）▽同４年生の部　①大谷慎也（寄居警察）▽同５
年生の部　②杉田敏也（男衾）▽中学１年生の部　③笠原
豪資（男衾）▽同３年生の部　①丹下大輔（男衾育成会）②堀
切昌吾（男衾）【女子】小学２年生の部　①井田朱音（男衾）
▽同５年生の部　③新井南（男衾育成会)▽同６年生の部　①
杉田綾音（男衾）②今井瑞紀（同）③栗原舞子（男衾育成）▽
中学１年生の部　②崎尾青菜（男衾）▽同２年生の部　①新
井千鶴（男衾）②橋本さやか（男衾育成会）▽同３年生の部
①鳥塚成美（寄居警察）②白川恵（男衾）③佐藤ふく恵（同）
内田光（同）　「団体成績」【総合】①男衾柔道クラブ８０点【女

埼玉新聞 2007/9/1 9 柔道

８月１日現在の県推移人口（県統計課調べ）　市町村：寄居町
世帯数：１３，２９７　人口（総数：３６，６６　１　男：１８，１４０
女：１８，５２１

埼玉新聞 2007/9/2 3 県推移人口

まちから　■五輪選手が指導　寄居　寄居町の総合体育館で
２日、バレーボールの元米五輪代表選手のヨーコ・ゼッターラ
ンドさんの「バレーボール教室」が開かれ、小中学ら約１２０人

朝日新聞 2007/9/3 33
バレーボール
教室

戦後３位　先月の暑さ　関東甲信　今夏観測史上最高気温を
記録した観測点（３９度以上）　埼玉県　寄居３９．５　８/１５

東京新聞 2007/9/4 28 気温
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今夏やはり記録的猛暑　今夏観測史上最高気温を記録した
観測点（３９度以上）　埼玉県　寄居３９．５　８/１５

産経新聞 2007/9/4 30 気温

県陸上Ｊｒ．オリンピック 陸上の中学生記録会兼ねた県ジＪｒ．
オリンピック標準突破会は１日、熊谷ポーツ文化公園陸上競
技場で、男女４０種目が行わた。【女子】▽Ｃ（中学１年生１５０
０㍍②谷津（寄居城南）４分５６秒１５

埼玉新聞 2007/9/4 10 陸上

全労済カップ争奪　第３２回　埼玉スポーツ少年団　小学生
軟式野球交流大会　〇北部（２日・本庄市若泉運動公園ほ
か）３回戦と準々決勝の計１２試合が行われた。準々決勝で
は、オブスマクラブ（寄居）が本庄エンゼルスに１０－１で大
勝。　▽３回戦　オブスマクラブ（同）９－１横瀬武甲（５回コー
ルド）、用土コルツ（同）０－１３皆野少年野球（５回コールド）、
寄居ビクトリーズ３－５秩父ドリームズ　▽準々決勝　本庄エン

埼玉新聞 2007/9/4 9 野球

１２駅のバリアフリー化支援　県、補助金２億円交付　埼玉県
は駅のバリアフリー化に取り組む市町村を支援するための今
年度の補助金を決めた。東武東上線の朝霞、寄居駅などに
は多機能トイレのみを設置する。

日本経済新
聞

2007/9/5 35 バルアフリー

この一品　こんにゃくで意外な触感　鈴（寄居）の乙姫ちゃん
コロッケ　鈴（じゃん）寄居町桜沢２２８７の２　（℡０４８・５８６・０
３３０）　秩父鉄道桜沢駅近く。

埼玉新聞 2007/9/5 15 グルメ

俳句　■星野　光二選　寄居・町田　節子、同・関根　慶作、
同　小渕美津子　短歌　■加藤　克巳選　同・町田　節子

毎日新聞 2007/9/6 21 俳句・短歌

リトルシニア　＜北関東支部秋季大会＞日本リトルシニア北
関東支部秋季大会は１、２日、日高シニアグラウンドなどでＡ
からＦの６組に分かれて予選リーグ３６試合を行い。▽Ｅ組　寄
居　（１勝２敗）　３－９熊谷　（２勝）、蕨（１勝３敗）　０－７　寄
居（２勝２敗）（６回コールド）

埼玉新聞
スッポー

2007/9/6 9 少年野球

上毛新聞社　中学生硬式野球大会　第１１回。２日までに、群
馬県営敷島球場などで準々決勝までが行われた。▽１回戦
寄居リトルシニア１３－１１伊勢崎硬建ボーイズ　▽２回　寄居
リトルシニア２－２那須野ケ原ボーイズ（寄居の抽選勝ち）

埼玉新聞
スッポー

2007/9/6 9
中学生硬式
野球

埼玉俳壇　今月の選者　松本　旭氏　（寄居)吉澤　紀子、
（同）石沢　無涯、（同）吉澤　祥匡

埼玉新聞 2007/9/7 9 埼玉俳壇

よみうり文芸　俳句　鈴木　貞雄　選　寄居町　町田節子 読売新聞 2007/9/7 34 よみうり文芸
鉢形城歴史館の入館者　北条家臣の子孫が５万人目　寄
居　寄居町鉢形にある鉢形城歴史館の入館者が，このほど５
万人目となったのは鉢形城主の北条家の家臣の子孫という
横浜市在住の菱田吉彦さん夫妻。

埼玉新聞 2007/9/7 15
鉢形城歴史
館

第２９回県アマチュアゴルフ選手権大会　決勝が１０日から２
日間、岡部チサンカントリークラブ・美里コースで開催される。
決勝第１ラウンド組み合わせ　アウト（８４名）　１７組　９：２４
川越　・相田芳男　寄居　・羽生

埼玉新聞 2007/9/8 12 ゴルフ

地区予選の対戦決まる　１０日から始まる秋季高校野球県地
区予選の組み合わせが７日、決まった。１４９校が東西南北の
４地区に分かれ、１０球場で熱戦を繰り広げる。【北部地区】＝
３４校　寄居－秩父（１０日　本庄市民球場　９：００)

朝日新聞 2007/9/8 30
秋季高校野
球

秋季高校野球県地区予選の組み合わせ決まる。１４９校、１０
日から熱戦　〇北地区〇　寄居－秩父（１０日９：００本庄市民

毎日新聞 2007/9/8 27
秋季高校野
球

今週のホームラン　９月２日＝山田京亮（寄居リトルシニア） 埼玉新聞 2007/9/8 7 少年野球
●ＮＴＴ東日本埼玉の社員が酒気帯びなどの疑い　寄居署
は８日。

朝日新聞 2007/9/9 37
酒気帯び運
転

埼玉歌壇　川口美根子選　（寄居）吉澤　祥匡、 埼玉新聞 2007/9/11 7 埼玉歌壇
列車にひかれ８６歳死亡　寄居の踏切　９日午後４時５０分ご
ろ、寄居町藤田の秩父鉄道寄居－波久礼駅間の踏切で。

読売新聞 2007/9/11 33 踏切事故

▼寄居の踏切事故で８６歳の男性が死亡　９日午後４時５０分
ごろ、大里郡寄居町藤田の秩父鉄道の踏切で。

埼玉新聞 2007/9/11 15 踏切事故

▼酒気帯び運転電柱に衝突の男逮捕・寄居署　８日後２時５
０分ごろ、寄居町鉢形で。

埼玉新聞 2007/9/11 15
酒気帯び運
転
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オブスマ　快勝で連覇　〇北部（９日・本庄市民球場ほか）▽
準決勝　花園（深谷）３－１０オブスマクラブ（寄居）（５回コー
ルド）　▽決勝　オブスマクラブ１３－３長瀞ジャイアンツ（４回
コールド)【個人賞】▽最優秀選手賞　木村将悟（オブスマクラ

埼玉新聞ス
ポーツ

2007/9/11 10 少年野球

第４７回埼玉県吹奏楽コンクール県大会　〔吹奏楽〕【８月９・１
０日、さいたま市など】　■中学校Ｂ（３５名以内）の部　県代表
■　（銀賞）寄居　指揮：佐藤ユカリ　喜歌劇「メリー　ウィドウ」

朝日新聞｢
少年少女ス
ポーツ）

2007/9/12 243-4
県吹奏楽コン
クール

俳句　■星野　光二選　寄居・福田　秋子、同・町田　節子、
同・小渕美津子

毎日新聞 2007/9/13 21 俳句

リトルシニア＜北関東支部秋季大会＞日本リトルシニア北関
東支部秋季大会は、８、９日両日、上尾市民球場などでＡか
らＦの６組に分かれて予選リーグ３０試合が行われ。▽Ｅ組
川越（２勝１敗）１２－５寄居（２勝３敗｝（６回コールド）

埼玉新聞ス
ポーツ

2007/9/13 7 少年野球

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉澤　紀子 埼玉新聞 2007/9/14 7 埼玉俳壇
中学生が夏休みに職場体験（寄居町）　寄居町の寄居中学
校では３日間の「３ＤＡＹＳチャレンジ」を実施した。

埼北よみうり 2007/9/14 第702-5
中学生職場
体験

グルメ情報　和食　和創房　小兵衛（こへえ）（寄居町）　寄居
町桜沢７１６　℡０４８-５８６－０１００

埼北よみうり 2007/9/14 第702-8 グルメ

荒川で伝統漁法体験（寄居町）　昔ながらの漁法を体験する
「伝統漁法体験」が８月２４日、寄居町「川の博物館」主催で行

埼北よみうり 2007/9/14 第702-3 川の博物館

よみうり文芸　短歌　　篠　　弘　選　短歌　寄居町　町田節子 読売新聞 2007/9/14 33 よみうり文芸
豊かな自然と親しんで　１６日にトンボ公園まつり　寄居　寄居
町牟礼の男衾トンボの里公園広場で、「トンボ公園まつり」が１
６日に行われる。

埼玉新聞 2007/9/14 15
トンボ公園ま
つり

■催　し◆公開討論会「どうなる荒川・どうする玉淀ダム」（長
瀞）１７日、県立長瀞げんきプラザ。午前中、玉淀ダム見学。

埼玉新聞 2007/9/14 15 公開討論会

第１８回彩の国・埼玉ピアノコンクール準本選　１５日から、さ
いたま芸術劇場音楽ホールで６日間に渡って開催される。
出場者一覧　９/１５（土）▼C部門（小学校５・６年生）（１５人）

埼玉新聞 2007/9/14 8
ピアノコン
クール

◆ミニシアター（寄居）２７日午後３時から、図書館視聴覚室。 埼玉新聞 2007/9/15 15 映画会
味わう８７名水１冊に　川の博物館作成　企画展で販売　２２
日から　県立川の博物館（寄居町）は、県内のわき水８７か所
を紹介した冊子「埼玉の名水」を３００部作成した。２２日から
同博物館で開催する企画展で販売する。企画展「埼玉の名
水と酒」は、９月２２日～１１月１８日開催。

読売新聞 2007/9/16 26 川の博物館

熊谷、寄居で３５度超　猛暑が舞いも戻った１７日、熊谷では３
５．８度を観測し、８月２７日以来、２１日ぶりの猛暑日となっ
た。熊谷市以外では、寄居町でも３５．３度で猛暑日となっ

読売新聞 2007/9/18 35 気温

県内各地で残暑厳しく　熊谷・寄居　猛暑日に　　　　　　太平
洋高気圧に覆われた１７日は県内全域で晴れ、気温が上昇、
真夏日となり、熊谷市で最高気温３５.８度、寄居でも３５．３度

埼玉新聞 2007/9/18 1 気温

暴力団の介入防ごう　ホンダ寄居新工場　事業者らが協議会
寄居町と小川町で進められているホンダの新工場建設で、暴
力団による不当な介入を防ごうと、事業者などが「ホンダ寄
居・小川新工場建設事業暴力排除連絡協議会」を立ち上
げ、第一回総会が寄居町役場で行われた。

埼玉新聞 2007/9/19 15
ホンダ新工場
建設（暴力排
除活動）

俳句　■星野　光二選　寄居・町田　節子 毎日新聞 2007/9/20 26 俳句
基準地価　県平均１６年ぶり上昇　県北では下落続く　県は１
９日、０７年度の県内の基準地価を公表した。　駅から１ｋｍの
住宅基準地の平均単価（単価は円/㎡)寄居：４８６００　※３３
面に県内の基準地価一覧　◎読売新聞（３６）、毎日新聞（２
４)、東京新聞（１８）にも同様の記事あり。

朝日新聞 2007/9/20 35 基準地価

県内の名水触れて　寄居・県立の川の博物館で企画展　パ
ペルで展示、酒も紹介　県立川の博物（寄居町小園）は２２日
から、企画展「埼玉の名水と酒」を開く。同展は１１月１８日ま

東京新聞 2007/9/20 25 川の博物館
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山本勘助もＰＲ　秋の交通安全運動　きょうスタート　２１日から
始まる交通安全運動に合わせて、大里郡寄居町桜沢の国道
１４０号と２５４号の交差点に、町民手作りの交通安全啓蒙ドー
ルが２０日設置された。春と秋の年２回制作しているもので、
今回が５４体目。スペースシャトルに乗った山本勘助が安全を

埼玉新聞 2007/9/21 1 交通安全

回復祈りドール完成　交通安全人形企画の会長が入院　「連
れてきて見せた」　寄居　寄居町の交通安全関係団体の会員
らでつく「交通安全ドールＰＳ委員会」（鈴木昌三会長）の交通
安全ドールが、寄居町桜沢の国道沿いに２０日からお目見え
した。（今回で５４体目）

埼玉新聞 2007/9/21 15 交通安全

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）石澤　無涯 埼玉新聞 2007/9/21 7 埼玉俳壇
寄居新工場　ホンダ着工　２０１０年稼働目指す　新工場の着
工式が２０日、町内であった。同町富田地区の丘陵地帯で造
成が始まる。

朝日新聞 2007/9/21 35 企業誘致

ホンダ寄居工場着工　四輪車年間２０万台生産　１０年に稼
働開始　ホンダが寄居町に建設する新四輪車工場のくわ入
れ式が２０日、同町富田の建設予定地であった。

毎日新聞 2007/9/21 24 企業誘致

ホンダ寄居工場に期待大　くわ入れ式　知事ら１００人出席
自動車大手、ホンダが２０１０年に稼働を予定している新工場
のくわ入れ式が２０日、寄居町富田で行われた。

読売新聞 2007/9/21 34 企業誘致

ホンダ、寄居工場着工　自動車産業　広がるすそ野　　ホンダ
は２０日、埼玉県寄居町に建設する国内では約３０年ぶりの四
輪車工場の着工式を開いた。隣接する小川町では先月下旬
からエンジン工場の建設に入っている。

日本経済新
聞

2007/9/21 37 企業誘致

基準値超える水素イオン濃度　寄居の資源循環工場　県は２
０日、大里郡寄居町三ケ山の彩の国資源循環工場の防災調
節池で、基準値を超える水素イオン濃度（ＰＨ値）８．６を測定
したことを発表した。

埼玉新聞 20079/21 21
資源循環工
場

知事「企業誘致の象徴」　寄居のホンダ新工場着工式　２０１０
年稼働予定　輸出車中心に年間２０万台　ホンダが寄居町に
建設する四輪車の拠点工場の着工式が２０日、建設地の同
町富田で、上田清司知事ら関係者約１００人が出席して開か

東京新聞
（夕刊）

2007/9/21 26 企業誘致

◆ユネスコ作品展（寄居）２９、３０日午前９時～午後４時、中
央公民館

埼玉新聞 2007/9/22 15
ユネスコ作品
展

光回線サービス寄居、上里で開始　ＮＴＴ東日本　来月１８日
から　ＮＴＴ東日本埼玉支店は１０月１８日、光回線を利用した
ブロードバンド「Ｂフレッツ」「ひかり電話」のサービス提供を新
たに寄居、上里両町内で始める。サービス開始地域は：寄居
町＝寄居、桜沢、藤田、鉢形、露梨子

東京新聞 2007/9/22 23
電話（光回
線）

もっと知りたい！　「危ない踏切」なぜ放置　改良の負担重く、
対策進まず　死亡事故の概要　埼玉県寄居町藤田にある秩
父鉄道の踏切９日午後４時５０分ごろ。近くに住む無職、男性
（８６）が羽生発三峰口行き普通電車にひかれ死亡した。　秩
父鉄道に踏切は計２１５カ所ある。うち警報機・遮断機なしが１
０９と、全国の私鉄で最も多い。

朝日新聞 2007/9/22 33 危ない踏切

彩の国・ピアノコンクール　９６人が本選出場へ　　第１８回。準
本選が１５日から２２日まで、さいたま芸術劇場音楽ホールで
行われ、本選出場者が決まった。【Ｃ部門】（小学校５･６年生）
＝エントリー６２人 、準本選通過者 （本選出場）２５人＝▽１６

埼玉新聞 2007/9/25 18
彩の国･ピア
ノコンクール

私の夢　ぼくの夢　小林　未来（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/9/26 27 夢
秋の全国交通安全運動　寄　居　山本勘助の巨大人形　飲
酒運転撲滅訴える　寄居町桜沢の国道１４０号と国道２５４号
が交わる交差点に、ＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」の山本勘助
と由布姫がスペースシャトルで時空を超えてやって来た巨大
人形が設置されている。

東京新聞 2007/9/26 25 交通安全

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　同・小渕美津子、同・町田　節子

毎日新聞 2007/9/27 25 短歌・俳句

私の夢　ぼくの夢　小森　実麻（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/9/27 27 夢
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埼玉俳壇　松本　　旭選　（寄居）吉澤　紀子 埼玉新聞 2007/9/28 7 埼玉俳壇
自然が生む名水と酒　１１月１８日まで川の博物館で企画展
寄　居

埼玉新聞 2007/9/28 13 川の博物館

私の夢　ぼくの夢　斉藤　結香（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/9/28 27 夢
秋の味覚を楽しもう！　みかん狩り　寄居町風布　・小林みか
ん山（寄居町）　【期間】１０月２０日～１２月中旬　【電話】０４８-
５８１-３０１２寄居町観光協会

埼北よみうり 2007/9/28 第703-1 秋の味覚

スポット★ライト　挫折を乗り越え再デビュー　注目のシンガー
ソングライター　馬場俊英さん（４０）（寄居町出身）

埼北よみうり 2007/9/28 第703-8
シンガーソン
グライター

私の夢　ぼくの夢　坂本京太（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/9/29 27 夢
県の推計人口１９５５人増　９月１日現在　県統計課は２７日。
９月１日現在の県推計人口（県統計課調べ）　市町村：寄居町
世帯数：１３，３１６　人口：総数＝３６，６５６　男＝１８，１３０　女
＝１８，５２６　大里郡（同）

埼玉新聞 2007/9/29 3 県推計人口

小学生が高齢者指導　自転車の安全運転再確認　寄　居
児玉地区の高齢者に自動車と自転車安全運転について再
確認してもらおうと「シルバードライバードック＆サイクル安全
大会」が２４日、寄居町用土の武蔵野自動車教習所で行われ
た。自転車の安全運転について小学生から審査を受けるお

埼玉新聞 2007/9/29 15 交通安全

私の夢　ぼくの夢　柴田　理奈（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/9/30 29 夢
私の夢　ぼくの夢　菅谷　和貴（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/10/1 27 夢
埼玉歌壇　今月の選者　杜澤光一郎　（寄居）松村章子 埼玉新聞 2007/10/2 7 埼玉歌壇
私の夢　ぼくの夢　高田拓哉（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/10/2 23 夢
私の夢　ぼくの夢　高橋佑太（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/10/3 23 夢
私の夢　ぼくの夢　高橋有紀（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/10/4 23 夢
文化往来　「リストラ歌手」馬場俊英にブレークの兆し４０歳の
シンガーソングライター（寄居出身）　新アルバム「青春映画が
好きだった」は、オリコン初登場１５位。

日本経済新
聞

2007/10/4 40
シンガーソン
グライター

わくわく　さ～くる　手軽にできる健康体操　寄居自彊術（じ
きょうじゅつ）クラブ（寄居）　精神も身体も健康に　【メモ】主な
活動場所＝中央公民館▽活動日＝毎週金曜日午前１０時か

埼玉新聞 2007/10/5 15 サークル

ホンダ進出の好機生かせ　商工会が経営革新熟　寄居　２０１
０年の本田技研新工場完成をビジネスとして生かしてもらおう
と、寄居町商工会は１日、中小企業の経営者を対象に「寄居
経営革新熟」を開講した。予想を超える９０人が受講。

埼玉新聞 2007/10/5 5
企業誘致(寄
居経営革新
熟）

私の夢　ぼくの夢　高橋　諒（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/10/5
自分流　自動車販売台数が世界第７位の国内自動車メー
カー・ホンダは寄居、小川両町に新工場の建設を始めた。
ホンダ　福井　威夫　社長（６２）　埼玉から直接世界へ　　―
なぜ寄居、小川両町なのか。―新工場の位置付けは。　「こ
れから１０～２０年間、世界中のホンダの生産工場をリードして
いく役割を担う。…ホンダの最先端の工場として、寄居（工場）
が直接世界につながるような役割を担う」

読売新聞 2007/10/5 30 企業誘致

私の夢　ぼくの夢　鳥羽　哲弥（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/10/6 25 夢
私の夢　ぼくの夢　中島　詩映菜（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/10/7 25 夢
テレビＶＩＥＷ　ＥＴＶ特集「生きづらい時代の大人ヘ～シン
ガー・馬場俊英のメッセージ～」ＮＨＫ教育、午後１０・００－１
０・５９）　世代超え響く心の歌（寄居出身）

埼玉新聞 2007/10/7 14
シンガーソン
グライター

小中作文コンクール県審査「第５７回全国小・中学校コンクー
ル」の県審査が４、５の両日、さいたま市浦和区で行われ、１５
９１点の応募作から。中央審査に進む特選に選ばれたのは、
低学年の部が寄居町立寄居小１年の内田侑希君「あやまるこ

読売新聞 2007/10/7 24
小中作文コン
クール

ＴＶハイライト　ＥＴＶ特集（教育＝１０・０）シガー・ソングライ
ター、馬場俊英の歌に自らを重ね合わせ、再出発に挑む
人々の日常を追い。（寄居出身）

日本経済新
聞

2007/10/7 31
シンガーソン
グライター

私の夢　ぼくの夢　野村　雄太（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/10/8 25 夢
私の夢　ぼくの夢 　平山　周作（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/10/9 25 夢
埼玉歌壇　今月の選者　杜澤　光一郎　（寄居）中里　佐和 埼玉新聞 2007/10/9 7 埼玉歌壇
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私の夢　ぼくの夢 　保泉　和浩（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/10/10 27 夢
河川敷の不法投棄深刻　昨年はプール４．３杯分　荒川上流
河川事務所　意識向上へマップ作成　国土交通省荒川上流
河川事務所は、河川敷に不法投棄されたごみを地図上に示
した「０６年度荒川上流ゴミマップ」を作製した。　同事務所の
管轄は大里郡寄居町から戸田市までの荒川（６０㌔）をはじ
め、入間川、都幾川、越辺川など６河川。

埼玉新聞 2007/10/10 19 不法投棄

工場立地　埼玉が面積全国１位　今期上半期、ホンダが７
５％　９日、経済産業省の動向調査結果（速報）で分かった。
ホンダは今月８月に比企郡小川町にエンジン製造工場（１９
㌶）の建設を、翌９月には大里郡寄居町に四輪車製造の寄
居町の工場（９８㌶）の建設を、それぞれ開始した。小川が０９
年、寄居が１０年の稼動を目指し、両工場で国内生産拠点の

埼玉新聞 2007/10/10 1 企業誘致

工場面積　全国トップ 上期の県内ホンダ進出が寄与　　ホン
ダが国内で約３０年ぶりとなる四輪車工場を寄居町に建設
中。小川町ではエンジン工場の建設が進んでおり、２工場合
わせて１１７㌶が大きくかさ上げした。

日本経済新
聞

2007/10/10 35 企業誘致

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 2007/10/11 23 短歌・俳句

３２チームで２１日開幕　全労済カップ争奪　第３２回　埼玉県
スポーツ少年団　小学生軟式野球交流大会の代表者会議と
組み合わせ抽選会が７日、伊奈町の県民活動センターで行
われた。　<組み合わせ>第１日（１０/２１）オブスマクラブ（寄居
町）－赤井少年野球クラブ（川口市）　坊Ｂ＝川島町県中央防
災基地グラウンド　③＝１２：３０　※第２日（１０/２８）、最終日

埼玉新聞
（スポーツ）

2007/10/11 9 少年野球

私の夢　ぼくの夢 　前田　伽南（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/10/11 25 夢
私の夢　ぼくの夢 　前田　幸奈（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/10/12 27 夢
荒川上下流の中学生　環境について　ディベート（秩父）１０
月２日、秩父市大田中学校で「第３回荒川中学生サミット」が
行われた。秩父市内９校の中学校に加え、寄居中学校、熊谷
東中学校、さいたま市、東京都荒川区の中学校が参加。

埼玉新聞 2007/10/12 2
荒川中学生
サミット

埼玉俳壇　安部　完市選　（寄居）吉澤　紀子 埼玉新聞 2007/10/12 7 埼玉俳壇
わくわく　さ～くる　音楽に合わせて全身運動　健康体操クラ
ブひまわり（寄居）　和気あいあいと仲良く　【メモ】主な活動場
所＝中央公民館▽活動日＝毎週木曜日午前１０時から１１時

埼玉新聞 2007/10/12 15 サークル

中央公民館で１４日から絵画展　寄　居　芸術に親しむ町民
たちに発表の場にしてもらおうと、寄居町寄居の中央公民館
で「第８回よりい絵画展」が１４日から始まる。

埼玉新聞 2007/10/12 15
よりい絵画展
（中央公民
館）

私の夢　ぼくの夢 　町田　沙耶香（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/10/13 25 夢
第１８回彩の国　埼玉ピアノコンクール　ｄ埼玉ッ県民芸術文
化祭２００７協賛事業　本選会が１３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。　１０/１３（土）Ｃ部
門（小学校５・６年生＝２５人）　岡部　晴紀（寄居）

埼玉新聞 2007/10/13 12
埼玉ピアノコ
ンクール

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
部北部ブロックリーグは７、８日両日、宇都宮シニアグラウンド
などで準々決勝までが行われ、４強が決まった。▽準々決勝

埼玉新聞 2007/10/13 9 少年野球

危険業務従事者叙勲　県内２２８人が受章　発令は１１月３日
付。●瑞宝単光章▽清水丈夫（７５)県警部=寄居▽結城不二
夫（６４）県寄居地区消防組合消防司令＝寄居

毎日新聞 2007/10/13 24 叙勲

危険業務従事者　叙勲受章者　【埼玉】●瑞宝単光章◇警察
功労　清水　丈夫７５元県警部　寄居　◇消防功労　結城不
二夫６４元寄居地区消防組合消防司令　寄居

日本経済新
聞

2007/10/13 叙勲

危険業務叙勲に２２８人　１１月３日に発令される。喜びの受
章者　◇瑞宝単光章　【警察】　▽清水　丈夫７５（寄居）　【消
防】▽結城不二夫６４（寄居）

読売新聞 2007/10/13 34 叙勲

危険業務従事者叙勲　１１月３日に発令される。▽瑞宝単光
章（１５５人）　◇警察功労　清水　丈夫７５元県警部　寄居
◇消防功労　結城不二夫６４元寄居地区消防組合消防司令

東京新聞 2007/10/13 23 叙勲
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危険業務従事者叙勲　１１月３日に発令される。　瑞宝単光章
▽清水　丈夫（警察・寄居）　▽結城不二夫（消防・寄居）

朝日新聞 2007/10/13 30 叙勲

スペースシャトルに乗り交通安全　寄居町　「風林火山」勘助
と由布姫人形　寄居町桜沢の国道１４０号桜沢交差点にＮＨ
Ｋ大河ドラマ「風林火山」の主役、山本勘助と由布姫の交通
安全巨大人形が設置された．通算５４体目となる人形は高さ
約４．８㍍、長さ約６㍍、重さ約３５０㌔。

毎日新聞 2007/10/14 29 交通安全

私の夢　ぼくの夢 　持田　沙希（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/10/14 29 夢
私の夢　ぼくの夢 　山口　晃平（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/10/16 27 夢
私の夢　ぼくの夢 　山口　詩織（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/10/17 27 夢
創　街を元気に　都市祝祭　よさこい未来⑦　イノベーション・
リーグ　２１日に開催する「２００７ＹＯＳＡＫＯＩ埼玉」会場＝浦
和美園地区（埼玉スタジアム）　◇２００７ＹＯＳＡＫＯＩ埼玉　出
演順◇　流しステージ①＝１２：０３ＹＯＳＡＫＯ樂・音（寄居）、
流しステージ②＝１３：２４ＹＯＳＡＫＯ樂・音（寄居）　〇フリー
マーケットも同時開催（南広場）

毎日新聞 2007/10/17 26 よさこい

音楽　和人伝　青春映画のような音楽　シンガーソングライ
ター馬場俊英（寄居出身）

埼玉新聞 2007/10/17 16
シガーソング
ライター

吹奏楽　■第１３回西関東吹奏楽コンクール（９月１・２日、群
馬県前橋市県民会館、９月１５日、所沢市民文化センター）
県勢の結果は次の通り　◇中学校Ｂの部【銀賞】松伏第二、
春日部大増、川口東、寄居

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポー

ツ）

2007/10/17 第２４５-３ 吹奏楽

ソフトボール【１０月７日、新座市】第６回中学生ソフトボール大
会が、６日と７日の２日間にわたり、新座市営馬場運動場で行
われ。▽決勝　（１０月７日）寄居城南クラブ０－５白岡コスモク
ラブ　【対戦トーナメントの記録】▽準々決勝　寄居城南クラブ
７―０北本ＫＦＣ　（棄権）▽決勝　上尾市サンシャイン０－７同

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポー

ツ）

2007/10/17 第２４５-１ ソフトボール

私の夢　ぼくの夢 　山口　樹利（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/10/18 27 夢
俳句　星野　光二選　寄居・小渕美津子 毎日新聞 2007/10/18 24 短歌・俳句
何度でもやり直せる―馬場俊英が新作　「青春映画が好き
だった」が（フォーライフ）が好調だ。（寄居出身）

読売新聞 2007/10/18 8
シガーソング
ライター

埼玉俳壇　阿部　完市選　（寄居）吉澤　紀子、（同）吉澤　祥 埼玉新聞 2007/10/19 7 埼玉俳壇
全労済カップ争奪　第３２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　「オブスマクラブ（寄居）」

埼玉新聞 2007/10/19 11 少年野球

４商工会青年部チャリティゴルフ　寄　居　寄居町など近隣の
４つの商工会青年部のチャリティゴルフ大会が１５日、同町の
ゴルフ場で行われ。

埼玉新聞 2007/10/19 15
チャリティゴ
ルッフ

私の夢　ぼくの夢 　山崎　航亮（寄居町立鉢形小６年） 埼玉新聞 2007/10/19 27 夢
企業誘致　半年で３３件に　県の「チャンスメーカー戦略」　県
は１８日、４月から始めた企業誘致施策「チャンスメーカー埼
玉戦略」の誘致件数が、９月までの半年間で３３件になったと
発表した。寄居、小川の両町に新工場を建設中のホンダの関
連企業も、数件含まれる。

毎日新聞 2007/10/19 27 企業誘致

私の夢　ぼくの夢 　佐藤　純　（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/10/20 27 夢
ホンダ進出影響考える　寄居・講演会に住民ら６００人　ホン
ダ工場の建設が寄居、小川両町に与える影響を考える講演
会「ホンダの進出と地域の課題」が１９日、寄居町寄居の同町
中央公民館であり、地元住民や行政、企業関係者ら約６００

毎日新聞 2007/10/20 27
講演会（ホン
ダ）

「渋滞や街づくり課題」　りそな財団　ホンダ進出Ｄ講演会　埼
玉りそな産業協力財団は１９日、寄居町と小川町でのホンダ
の工場建設をテーマにした講演会を開いた。会場の寄居町
中央公民館ホールは約６００席が満席で、関心の高さをうかが

日本経済新
聞

2007/10/20 35
講演会（ホン
ダ）

ホンダ進出を好機に　寄居で講演会　地域の課題語る　本田
技研の四輪車工場の建設が進められている寄居町と小川町
の地域の課題などを考える講演会が、寄居町の中央公民館
ホールで１９日行われた。主催は埼玉りそな産業協力財団、
共催は寄居町と小川町。

埼玉新聞 2007/10/20 13
講演会（ホン
ダ）
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あすＹＯＳＡＫＯＩ埼玉　埼玉スタジアム南広場で浦和レッズ元
選手も　県内３５チームが競演　ＹＯＳＡＫＯＩ２００７ ２１日午前
１０時５０分（開場同１０時半）から。◇２００７ＹＯＳＡＫＯＩ埼玉
出演順◇　流しステージ①　１２：０３ＹＯＳＡＫＯＩ楽・音（寄
居）、流しステージ②　１３：２４ＹＯＳＡＫＯＩ楽・音（寄居）

毎日新聞 2007/10/20 26 よさこい

全労済カップ争奪　第３２回埼玉県スポーツ少年団小学生軟
式野球交流大会　監督・主将抱負（４）「オブスマクラブ（北部
寄居）」　原点に戻って連覇を　新井導監督の抱負、自分たち
のプレー　木村署将悟主将の抱負

埼玉新聞 2007/10/20 9 少年野球

本庄エンゼルス完封勝利　横瀬・寄居･神川２回戦へ　北部ス
ポー少野球連絡協議会結成記念大会 第２６回県スポーツ少
年団北部地区軟式野球連絡協議会結成記念大会は１４日、
小鹿野町総合運動公園や球場などで開会式と１回戦１５試合
が行われた。▽１回戦　長幡イーグルシ（上里）２－１中町ジュ
ニア（寄居)、折原イーグルス（同）０－５本庄エンゼルス、神川
少年野球７－０用土コルツ（同）、大台スピアーズ（深谷）２-１１
寄居ビクトリーズ（５回コールド)、荒川少年野球（秩父）６－１

埼玉新聞 2007/10/20 9 少年野球

私の夢　ぼくの夢 新井　有里亜　（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/10/21 29 夢
広報誌コンクール　金銀銅賞決まる　県ＰＴＡ連合会　第１４
回県ＰＴＡ連合会広報誌コンクールの中央審査会が。各賞は
次の通り。【小学校】金賞=寄居

埼玉新聞 2007/10/21 16
広報誌コン
クール

環境影響評価は「交通量増考慮」ホンダ寄居新工場で県、市
民団体に回答

埼玉新聞 2007/10/21 1
環境影響評
価

県中学生女子ソフトボール大会　第６回埼玉県中学生（女
子）ソフトボール大会　１０月６,７日に新座市営馬場運動場で
行われ。白岡コスモクラブが４連覇（４回目）を果たした。▽決
勝　（１０月７日）寄居城南クラブ０－５白岡コスモクラブ、三吉
主将「悔いない」≪寄居城南クラブ≫

さいたま報
知

2007/10/21 7 ソフトボール

私の夢　ぼくの夢 安斉　祥太　（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/10/22 29 夢
環境アセス　市民団体「やり直しを」小川、寄居のホンダ新工
場　県側「必要ない」

東京新聞 2007/10/22 18
環境影響評
価

秩父路　８４８人駆ける　小鹿野ロードレース　第３７回小鹿野
ロードレース大会が２１日、小鹿野町役場から同町三山地内
往復コース（一部は両神薄経由）で行われた。　県内の中高
陸上部選手や一般招待選手１３人を含む計８４３人が１５種目
に出走。今大会から、「１０マイルの部」が「ハーフマラソンの
部」に入れ替わった。　各部の優勝者は次の通り。【１㌔】▽小
学男子　内田健太（寄居・城南クラブ)３分１９秒▽同女子　深
澤陽（同)３分２５秒【３㌔】▽中学１年女子　谷津花菜（同・城

読売新聞 2007/10/22 29 マラソン

よさこい踊りの祭典「２００７ＹＯＳＡＫＯＩ埼玉」が開かれた２１
日、会場の埼玉スタジアム南広場では、県内３５チームの色
鮮やかな衣装と勇壮な舞に、同時に開かれたフリーマーケッ
トとあわせて訪れた約１万５０００人が手拍子と歓声を送った。
「２００７ＹＯＳＡＫＯＩ埼玉」に出演した３５チームは次の通り。
▽ＹＯＳＡＫＯＩ楽・音（寄居町）

毎日新聞 2007/10/22 29 よさこい

オブスマクラブは赤井少年に惜敗　３２チーム参加し開催
（全労済カップ争奪）第３２回　埼玉スポーツ少年団　小学生
軟式野球交流大会　２１日、川島町県中央防災基地グラウン
ドなど３開場で、東西南北中央の各ブロック予選を勝ち抜い
た３２チームが参加して開幕。１回戦１６試合が行われた。▽１
回戦　赤井少年野球ク（川口）３－３オブスマクラブ（寄居)(赤

埼玉新聞ス
ポーツ

2007/10/22 9 少年野球

私の夢　ぼくの夢 　伊藤　大樹　（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/10/23 23 夢
街ふれあい　振付家が出前授業◆寄居◆多摩美大出身のダ
ンサーで振付家の松本大樹さんが町立鉢形小学校訪れ、１
年生約３０人に「体にも気持ちがあるのだ！」と題した出前授

読売新聞 2007/10/23 35 出前授業

きょうの紙面　〔１９〕交通安全に捧げた半生　全国交通安全
運動に合わせて寄居町の国道に登場する大型ドールを作り
続けた故鈴木昌三さん。交通安全に捧げた半生を振り返っ

埼玉新聞 2007/10/23 1 交通安全
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交通安全に人生ささげる　ドール　生みの親逝く　寄居の鈴
木昌三さん（８１）歳　２６年間で５４体の人形作る

埼玉新聞 2007/10/23 19 交通安全

私の夢　ぼくの夢 　伊藤　達矢　（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/10/24 27 夢
マラソン　第３７回小鹿野ロードレース大会（２１日・小鹿野町
役場スタート）≪優勝者は２２日県版に掲載済み≫　◇１㌔▽
小学男子　③浜野勝貴（城南クラブ)　▽同女子　②野平梓
（同）③高田千絢（同)　◇３㌔▽中学１年女子　③山口莉加

読売新聞 2007/10/24 34 マラソン

戦国の城跡巡り寄居でバスツアー　来月９日　県埋蔵文化財
事業団と寄居町教育委員会は、１１月９日に開催する遺跡見
学バスツアー（寄居の遺跡と戦国の山城を巡る」の参加者を

埼玉新聞 2007/10/24 15
戦国の城跡
巡り

県立川の博物館で名水８０か所を紹介　実際にくんで飲むこ
との出来る県内の名水約８０か所を紹介した企画展「埼玉の
名水と酒」が１１月１８日まで、寄居町の県立」川の博物館で

読売新聞 2007/10/24 32 川の博物館

トヨタ１７年ぶり新工場　仙台近郊で組み立て　ホンダ各社
国内工場建設相次ぐ　〔主な国内の自動車新設工場〕ホンダ
埼玉県寄居町（２０１０年稼動予定）

埼玉新聞 2007/10/24 2 企業誘致

県北へ企業集積目指す　県と１４市町、基本計画策定　埼玉
県や県北･秩父地域の１４市町は、２３日、国が企業誘致に取
り組む地域を支援する企業企業立地促進法の適用を目指す
ための基本計画を策定した。　参加している市町村は熊谷、
行田、秩父、本庄、深谷の５市と小川、横瀬、皆野、長瀞、小
鹿野、美里、神川、上里、寄居の９町。

日本経済新
聞

2007/10/24 39 企業誘致

「私たち自然を守ろう」コンクール　豊かな生態描く　第２３回。
受賞者が決まった。表彰式は１１月３日、さいたま市大宮区桜
木１丁目の大宮ソニックシティ４階市民ホールで行われる。
受賞者の皆さん●作文武門･小学生の部　【朝日新聞社賞】
小島萌衣(寄居町立用土小２年）

朝日新聞 2007/10/24 30
「私たちの自
然を守ろう」

私の夢　ぼくの夢 入野田真也　（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/10/25 25 夢
小・中学校作文コンクール県審査（上）　特選に内田君ら３人
いたずらを謝るまで　内田侑希（うちだ　ゆうき）君（小学校の
部）　寄居町立寄居小１年

読売新聞 2007/10/25 33
小・中作文コ
ンクール

権威の象徴「虎の印判」　鉢形城歴史館で企画展　寄　居
企画展「後北条氏と印」が１１月２５日まで開催されている。

埼玉新聞 2007/10/26 12
鉢形城歴史
館

小・中学校作文コンクール埼玉県審査（下）　入選１２人　喜
びの声　妹に読んでほしい　　寄居町立寄居小４年　内田昌
希（うちだ　まさき）君　入選　小学校高学年の部　▽「小さな
命　大きな生命～ぼくの妹～」　(同）内田昌希（持田敦子教

読売新聞 2007/10/26 31
小・中学校作
文コンクール

埼北のハイキング　特集　秋を歩こう！　気軽に楽しめる紅葉
の里山散策　鐘撞堂山ふるさとの森　南コース̃北コース　距
離/約３ｋｍ　所要時間/１．５時間　　鐘撞堂山（標高３３０．２
m）は寄居町、美里町、深谷市にまたがる。戦国時代の鉢形
城の見張り場で、事ある時に鐘をついて合図したことから名
前がついたと云われている(鐘撞堂は今はない）。

埼北よみうり 2007/10/26 705-1 ハイキング

多摩美卒業生が　鉢形小でアートの授業（寄居町）　多摩美
術大学の卒業生で構成される校友会が運営する「出前アート
大学」、１０日１９日寄居町立鉢形小学校にやってきた。　今
回は、コンテンポラリーダンスの分野で振付の仕事をしている
松本大樹さんが、鉢形小１年生２６人を対象に授業を行った。

埼北よみうり 2007/10/26 705-２ マラソン

お囃子のリズムで快走！　小鹿野ロードレース大会【中学生
女子（１年）】谷津花菜、【１km小学生男子】内田健太、【１km
小学生女子】深澤陽

埼北よみうり 2007/10/26 705-7 マラソン

私の夢　ぼくの夢 　内田　健太　（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/10/26 27 夢
埼玉公立高募集人員　埼玉県教委は２５日、平成２０年度の
県内公立高校募集人員を発表した。全日制は前年比１校減
１４７校、５６９人減の３万９６８０人となった。県立高校の中期
再編整備計画に伴い、上尾鷹の台、誠和福祉、鶴ケ島清
風、新座柳瀬、寄居城北の５校が開校。

産経新聞 2007/10/26 27
埼玉公立高
募集人員

私の夢　ぼくの夢 　江田　直子　（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/10/27 25 夢
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県スポ少野球北部結成記念大会　第２６回県スポーツ少年団
野球部会北部ブロック結成記念大会は２１日、小鹿野町総合
運動公園野球場などで２回戦と準々決勝が行われ、４強が決
まった。▽２回戦　寄居ビクトリーズ５－２皆野少年野球（６回
コールド）▽準々決勝　寄居ビクトリーズ４－５川本北小

埼玉新聞ス
ポーツ

2007/10/27 8 少年野球

学校など４８団体に県教育ふれあい賞　狭山で表彰式　２７
日、狭山市民会館で行われ。　教育ふれあい賞表彰団体は
次の通り。▽寄居町立図書館

埼玉新聞 2007/10/28 16
県教育ふれ
あい賞

私の夢　ぼくの夢 　小林　恭太　（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/10/29 28 夢
今週のこよみ　３日（土）　［県内］▽寄居秋まつり（４日まで、
寄居町市街地通り）

埼玉新聞 2007/10/29 7 今週のこよみ

私の夢　ぼくの夢 　杉田　真莉子　（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/10/30 27 夢
台風一過の夜に月見愛でる　鉢形城跡で月見の会寄居町鉢
形の鉢形城公園三の曲輪（くるわ）で２８日夜、「月見の会」
（同町教育委員会、鉢形城歴史館主催）が開かれた。 　秋の
月を愛でる人々２００人余りが参加した。　月光の下で琴の演
奏、茶を楽しんだ月見の会＝寄居町で、中日写真協会埼玉

東京新聞 2007/10/30 24
鉢形城（月見
の会）

ふるさと散歩　作家たちの描いた埼玉　荒川・玉淀河原歌碑/
宮沢賢治（寄居町)　道中で詠んだ生命の叫び

朝日新聞 2007/10/30 32 ふるさと散歩

私の夢　ぼくの夢 　瀬川　智子　（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/10/31 25 夢
ラグビー　（１０月２０日、熊谷市）平成１９年度第２７回中学校
ラグビー東日本大会埼玉県予選会最終日、熊谷荒川緑地公
園ラグビー場で決勝戦が行われ、深谷南中が熊谷奈良中を
３１－１２で破り、優勝を果たした。【対戦トーナメント】▽１回戦
(１０月１３日）熊谷東中６５－０寄居中

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポー

ツ）

2007/10/31 1 ラグビー

彩の国小学生陸上クラブ交流大会　【１０月１４日、熊谷市】第
１０回彩の国小学生陸上クラブ交流大会が１４日、熊谷スポー
ツ文化公園陸上競技場で行われた。【陸上競技】〔女子の記
録〕▽４年８０ｍ②野澤李帆（男衾学童）１２秒５６

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポー

ツ）

2007/10/31 2 陸上

サッカー　江南南、秩父景森、大里、寄居ＦＣが県大会へ
【１０月２１日熊谷市】第３６回県サッカー少年団大会北部地区
決勝トーナメントが熊谷市妻沼葛和田グラウンドで行われた。
１６チームが４ブロックに分かれて戦い、各ブロックの勝者と
なった、各チームの監督と主将に県大会への意気込みきい
た。寄居ＦＣ２００１の内田一至代表の話、同増田莉雄主将の
話【Dブロック】▽準決勝　寄居FC２-０パパイヤ　▽決勝　寄

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポー

ツ）

2007/10/31 3 サッカー

短歌　■加藤　克巳選　寄居・大森カツ子、同・高橋達男　俳
句　■星野　光二選　同・町田　節子、同・小渕美津子

毎日新聞 2007/11/1 25 短歌・俳句

私の夢　ぼくの夢 　高橋　春奈　（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/11/1 27 夢
俳句　東城伸吉選　▽入選　寄居　福田秋子、同　田中美枝
子、同　鷲見晴子、同　吉澤紀子、同　中村　茂、同　出牛一
郎、同　柴田きく、同　真下信子、同　吉田初美

お茶の間
ジャーナル

2007/11/1 2 俳句

●恐喝の疑いで男２人を逮捕　寄居署は３１日までに、寄居
町寄居、無職（２６）、同金尾、無職（２４）の両容疑者を恐喝の
疑いで逮捕した。

朝日新聞 2007/11/1 31 犯罪

県内市区町村別推計人口（１０月１日現在）　市町村：寄居町
世帯数：１３，ｌ３１６　人口（総数：３６，６４８　男：１８，１３０　女：
１８，５１８

埼玉新聞 2007/11/1 2
県内市区町
村別推計人
口

県スポーツ少年団サッカー地区予選　第３６回。１０月２１日ま
でに、西、南、北部地区で熱戦が繰り広げられ。〇北部　（１０
月１４、２１日・本庄市児玉サッカー場ほか）ＡからＤ組の決勝
までが行われ４チームの県大会出場が決まった。【Ｂ組】▽１
回戦　深谷西０－０（ＰＫ５－４）寄居男衾【Ｄ組】▽１回戦　寄
居ＦＣ１－０深谷上柴、深谷パパイヤＦＣラウオーレ６－０寄居
城南ＦＣ▽準々決勝　寄居ＦＣ２－１秩父西ＪｒＦＣ▽準決勝
寄居ＦＣ２－０深谷パパイヤＦＣラウオーレ▽決勝　寄居ＦＣ１
－０熊谷東（各組の優勝チームが県大会へ）

埼玉新聞ス
ポーツ

2007/11/1 9 サッカー
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「北限みかん」たわわ　寄居　国内のミカン産地の北限といわ
れる大里郡寄居町の風布と小林地区のミカン園でミカン狩り
が始まっている。

埼玉新聞 2007/11/2 1 ミカン狩り

埼玉俳壇　今月の選者　星野　光二氏　（寄居）吉澤紀子、
（同）石澤無涯、（同）吉澤祥匡

埼玉新聞 2007/11/2 7 埼玉俳壇

０８年３月中学卒業予定者の進路希望状況（０７年１０月１日
現在県教育局調べ　寄居城北　　　　　※朝日新聞　０７．１
１．２（３０）、読売　０７．２（３２）、毎日０７．２（２２）にも同じ記事

埼玉新聞 2007/11/2 8
中学卒業予
定者の進路
希望状況

読書環境づくり評価　町立図書館　教育ふれあい賞を受賞
寄居　「埼玉・教育ふれあい賞」の表彰状を掲げる湯川康宏
副館長＝寄居町立図書館

埼玉新聞 2007/11/2 15 ふれあい賞

第５８回全国男子高校駅伝県予選　都大路目指す６１校　１１
日、松山高―森林公園コース　（７区間、４２・１９５㌔）深谷商
⑲　区：３　選手名：吉田　孝道　年：３　出身中：寄居城南

埼玉新聞 2007/11/2 11 高校駅伝

私の夢　ぼくの夢 　棚山　友貴　（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/11/2 23 夢
よみうり文芸　俳句　鈴木　貞雄　選　寄居町　町田　節子 読売新聞 2007/11/2 31 よみうり文芸
私の夢　ぼくの夢 　角田　拓優　（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/11/3 27 夢
秋の叙勲　県の関係者２１５人　芸術・文化や教育・行政など
の分野で功績があった人に贈られる０７年秋の叙勲受章者
が、３日付けで発令された。県内からは旭日章３４人、瑞宝章
１８０人の計２１４人が受章。県外在住の関係者１人も瑞宝章
を受章する。【旭日小授章】▽原清（７１）陶芸家＝寄居　【瑞
宝双光章】▽阿川甫世（７０）公立小学校長＝寄居　【瑞宝単
光章】▽助川洋（６７）総務事務官＝寄居

毎日新聞 2007/11/3 26 叙勲

喜びの受章者（敬称略）　▽旭日小授章（１０人）　原　　清７１
陶芸作家　寄居　▽瑞宝双光章（５０人）　阿川　甫世７０元公
立小学校長　寄居　▽瑞宝単光章（４５人）　助川　洋６７元総
務事務官　寄居

東京新聞 2007/11/3 25 叙勲

喜びの受章者　◇旭日小授章◇　原　　清７１　寄居町　（陶
芸作家）　◇瑞宝双光章◇　阿川　甫世７０　寄居町　（元公
立小学校長）　　◇瑞宝単光章◇　助川　　洋６７　寄居町

読売新聞 2007/11/3 32 叙勲

秋の叙勲　県から２１４人受章　◇旭日小授章　原　　清　(文
化財保護）７１寄　居　◇瑞宝双光章　阿川　甫世　（教育）７０
寄　居　◇瑞宝単光章　助川　　洋（郵政業務）６７寄　居

朝日新聞 2007/11/3 28 叙勲

秋の叙勲受章者　〔埼玉〕　▽旭日小授章　原　　清７１陶芸
作家　寄居　▽瑞宝双光章　阿川　甫世７０元公立小学校長
寄居　▽瑞宝単光章　助川　　洋６７元総務事務官　寄居

日本経済新
聞

2007/11/3 36 叙勲

秋の叙勲　県内受賞者（１面参照)　▽旭日小授章　原　　清７
１陶芸作家　寄居　▽瑞宝双光章　阿川　甫世７０元公立小
学校長　寄居　▽瑞宝単光章　助川　　洋６７元総務事務官

埼玉新聞 2007/11/3 3 叙勲

第５８回全国男子高校駅伝県予選　都大路目指す６１校　１１
日、松山高―森林公園コース　（７区間、４２・１９５㌔）坂戸西
（１２４）　区：補　選手名：中村　旭宏　年：３　出身中：寄居、
本庄一　１　戸沢　　貴　２寄居城南、６　横田　修二　１　寄居
城南、鳩山（１５９）　６　坂本　靖幸　１　寄居城南

埼玉新聞ス
ポーツ

2007/11/4 9 高校駅伝

私の夢　ぼくの夢 　戸澤　挙士　（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/11/4 27 夢
第５８回全国男子高校駅伝県予選　都大路目指す６１校　１１
日、松山高―森林公園コース　（７区間、４２・１９５㌔）武蔵野
越生（６３）１　宇野　博之　３　寄居男衾、３　設楽　啓太　１
同、４　設楽　悠太　１　同、６　小山　　司　１　同、補　奈良

埼玉新聞ス
ポーツ

2007/11/5 11 高校駅伝

私の夢　ぼくの夢 　長林　勲　（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/11/5 25 夢
街・ふれあい　大輪の菊など５００鉢　菊花大会が小前田の
「道の駅はなぞの」で開かれている。一角には隣の寄居町立
用土小の児童らが育てた約５０鉢も展示された。２２日まで。

読売新聞 2007/11/5 33 街・ふれあい

「小さな親切」はがきキャンペーン　入賞者決定　第２３回「小
さな親切」はがきキャンペーンの入賞者が決まった。表彰式は
１０日、東京・虎ノ門の「ニッショウホール」で開かれる全国
フォーラムで行われる。【入選】坂本太志男（埼玉県寄居町）

読売新聞 2007/11/6 37

「小さな親切」
はがき「キャン
ペーン」入賞
者
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私の夢　ぼくの夢 　野平　楓　（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/11/6 23 夢
Ｂ級ご当地グルメ王決定戦　県内各地にある独自料理を競う
「埼玉Ｂ級ご当地グルメ王決定戦」が１１日、行田市産業文化
会館前広場で開かれる。１３地域から自慢の１４品　各１０００
食、１００～２００円で販売　行田・産文会館前で１１日　参加料

毎日新聞 2007/11/6 23 グルメ

埼玉歌壇　今月の選者　関田　史郎氏　（寄居）松村　章子 埼玉新聞 2007/11/6 6 埼玉歌壇
＜フレッシュマン大会＞日本リトルシニア北関東支部フレッ
シュマン大会は３、４日の両日、越谷シニアグラウンドなどで
２、３回戦が行われ、８強が決まった。▽２回戦　川越Ｂ７－５

埼玉新聞ス
ポーツ

2007/11/6 7 少年野球

第１８回全国女子高校駅伝県予選　都大路目指す４０校①
１１日、松山高―森林公園コース　（５区間、２１・０９７５㌔）松
山女⑥　区：補　選手名:栗田　菜月　年：１　出身中：寄　居

埼玉新聞ス
ポーツ

2007/11/6 8
女子高校駅
伝

山車７台勢ぞろい　寄居の宗像神社で秋祭り　寄居町の例大
祭「寄居秋まつり」が４日、同町の中心市街地などで行われ

埼玉新聞 2007/11/6 15 秋祭り

▼覚せい剤取締法違反で、男を逮捕・寄居署 埼玉新聞 2007/11/7 15 犯罪
記録ファイル　サッカー　県高校女子選手権大会（９月８日～
１１月４日･川越運動公園陸上競技場ほか）　県シニアリーグ
(１０月２１、２８日九里グラウンドほか）◇県北４０▼第１２節　寄

読売新聞 2007/11/7 33 サッカー

埼玉駅伝参加締め切り迫る　寄居、深谷、上尾など６市１町を
舞台に健脚を競う「第７５回埼玉県駅伝競走大会」（２００８年１
月２０日開催）の参加申し込みの締め切りが２２日に迫った。

読売新聞 2007/11/7 34 埼玉駅伝

私の夢　ぼくの夢 　長谷川　優衣　（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/11/7 25 夢
短歌■加藤　克巳選　寄居・町田　節子、同・高橋　達男　俳
句■星野　光一選　同・小淵美津子、同・町田　節子、

毎日新聞 2007/11/8 23 短歌・俳句

私の夢　ぼくの夢 　原口　大輝　（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/11/8 25 夢
「彩の国工場」あらたに２７工場指定　地域交流や社会活動推
進　県は６日、さいたま市の知事公館２００７年度の「彩の国工
場」指定式を開いた。新たに２７工場が指定を受け、各企業の
社長らが上田清司知事から指定書を交付された。　新たに指
定された企業（工場）は次の通り。▽サイモクホーム(寄居町）

埼玉新聞 2007/11/8 4 彩の国工場

◆晩秋の彩り　藤野政雄写真展　３０日まで、寄居町桜沢の
熊谷商工信用組合寄居支店。

読売新聞 2007/11/9 34 写真展

地域の活性化を願う　産業祭（寄居町）　寄居町・商工会・ＪＡ
等が主催する寄居町産業文化祭が１１月１７日（土）・１８日
（日）寄居町アタゴ体育館を中心に開催される。

埼北よみうり 2007/11/9 4 産業犀

かわはく秋祭り　県立川の博物館　寄居町
埼北よみうり 2007/11/9 8

県立川の博
物館

子ども達に施設開放(寄居町）１０月２７日、寄居町の若竹幼
稚園で親子スポーツフェスティバルが行われた。

埼北よみうり 2007/11/9 11 施設開放

埼玉歌壇　星野　光二選　（寄居）吉澤祥匡、（同）吉澤紀子 埼玉新聞 2007/11/9 7 埼玉歌壇
ムジナ伝説が縁結ぶ　三嶋神社の氏子たち　鰐口絡み秩父
と交流　寄　居　寄居町赤浜の三嶋神社の氏子たちが、秩父
市荒川贄川（にえがわ）で１０日に行われる縁側展に今年も訪
れる。同神社の鰐口（わにぐち）＝県指定有形文化財と贄川
のムジナの伝説が不思議な縁を結び、３年前から両地域で交

埼玉新聞 2007/11/9 15 民俗

警笛に驚き?つないだ犬線路に　電車にはねられ散歩の学生
死亡　埼玉の秩父鉄道踏切　８日午後６時、２５分ごろ、埼玉
県寄居町末野の秩父鉄道の踏切で。

東京新聞 2007/11/9 26 踏切事故

「危ない踏切」また惨劇　寄居の秩父鉄道１８歳女性が死亡
町の訴え放置　警報機も遮断機もない「危ない踏切」でまた
惨劇が起きた。８日夕、寄居町末野の秩父鉄道踏切で、近く
に住み専門学校生（１８）が犬と散歩中に普通列車にはねら
れ死亡した。１０年前から町は同社に対し安全対策を訴えて
きたが、危険は放置されたままだ。「遮断機あったら」と遺族

朝日新聞 2007/11/10 31 踏切事故

味自慢県内１４名物が参戦　あす行田でＢ級グルメ王決定戦
１１日の決勝戦は午前１０時半から午後２時まで行われる。出
品するのは、もつ煮（大里郡寄居町）

埼玉新聞 2007/11/10 1 グルメ

私の夢　ぼくの夢 　藤原　遥　（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/11/11 29 夢
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「第７５回県駅伝競走大会（中学の部）１０日、熊谷市川上の
熊谷スポーツ文化公園で開かれた。県内各地の代表１２４
チーム（男女各６２チーム）の選手は、降雨と低温が重なる悪
環境をものともせず、抜きつ抜かれつの好レースを展開。１１
位以下の成績　■男子（２６）寄居男衾　■女子　（１８）寄居

読売新聞 2007/11/11 34
埼玉駅伝　中
学の部

県少年団サッカー大会　第３６回県スポーツ少年団サッカー
大会の中央大会は１１日、鶴ヶ島運動公園多目的グラウンド
などで各地区予選を勝ち抜いた３２チームが参加して開幕。１
回戦１０試合が行われた。▽１回戦　ＦＣ栗橋南ウイングス１－

埼玉新聞ス
ポーツ

2007/11/13 9 サツカー

県　全６発電所売却へ　２３億６０００万円自由化、値上げ難し
く　県企業局は９日、県営の水力発電施設を今年度末で東京
電力グループの「東京発電」に譲渡すると発表した。譲渡する
のは、大洞第一、大洞第二、二瀬、浦山、滝沢（いずれも秩
父市）、玉淀（寄居町）の６発電所と、発電総合事務所（同）な

読売新聞 2007/11/13 35
県（発電所売
却）

寄居・無免許でひき逃げ容疑の少年を逮捕　１０日、寄居町
のアルバイト少年（１６）を自動車運転過失傷害と道交法違反
容疑で逮捕。

毎日新聞 2007/11/13 27 交通事故

▼無免許ひき逃げで少年を逮捕・寄居署　寄居署は１１日。 埼玉新聞 2007/11/13 15 交通事故
１１町村、選挙公報なし　寄居　配布求め署名活動　＜選挙
公報発行条例が未制定の自治体＞１１町村（寄居町）（１１月

朝日新聞 2007/11/13 29 選挙公報

全国高校駅伝　県予選　第５８回全国男子高校駅伝県予選
都大路目指す６１校　１１日、松山高―森林公園コース　（７区
間、４２・１９５㌔）＜成績＞３位　武蔵野越生　１区＝宇野　博
之　３年　出身中（寄居男衾）②位３０：３９、３区＝設楽　啓太
１年　（同）①２４：２８、４区　設楽　悠太　１年　（同）③位２５：０

毎日新聞 2007/11/13 26 高校駅伝

設楽啓太　・悠太　選手（１年）武蔵越生　陸上では最大のラ 毎日新聞 2007/11/13 26 高校駅伝
全国高校駅伝　県予選　第５８回全国男子高校駅伝県予選
都大路目指す６１校　１１日、松山高―森林公園コース　（７区
間、４２・１９５㌔）　○健闘光った１年生（３位　武蔵野越生）：１
年生で双子の設楽兄弟の健闘が光った

埼玉新聞 2007/11/13 13 高校駅伝

創　街を元気に　埼玉ブランド化プロジェクト（３）小川、寄居
町にホンダの新工場が０９年から１０年にかけて誕生する。ホ
ンダの国内工場新設は約３０年ぶりとあって産業界を中心に
全国から注目を集めている。埼玉に拠点を構える利点や埼玉
の特徴とは?　プロジェクトを中心となって進めた同社特別顧
問の小鷲照雄さんに聞いた。２００７ＢＲＡＮＤＯ埼玉「ブランド
通信」　事業所数２４万余全国５位　今年１０月末までにホンダ

毎日新聞 2007/11/14 26 企業誘致

私の夢　ぼくの夢 　山口　大輔（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/11/14 27 夢
柔道　中学新人大会柔道の部　【１１月８日、上尾市】平成１９
年度埼玉県中学新人大会柔道の部がの団体決勝が県立武
道館で行われ。【女性団体ベスト１６の記録】寄居男衾中３－
０横瀬中、寄居中３-０幸手中▽準々決勝  東松山南中２－０
寄居中　【男子団体ベスト１６の記録】寄居男衾中２－１さい田
島中　▽準々決勝　寄居男衾中５－０行田西中　▽準決勝
川口西中①－１寄居男衾中　【女子個人戦の順位】▽４８ｋｇ
級　①関口千春（寄居男衾）▽５２ｋｇ級　②新井千鶴（同）▽７
０kg超級　③橋本彩香（同）　【男子個人戦の順位】▽６０ｋｇ級
①新井翔（同）▽６６ｋｇ級　①鈴木貴裕（同）②小林翔（同）▽

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポー

ツ）

2007/11/14 第247-2 柔道

俳句　■星野　光二遷　寄居・町田　節子　同・小渕美津子
同・高橋　達男

毎日新聞 2007/11/15 25 短歌・俳句

私の夢　ぼくの夢 　山田　海　（寄居町立鉢形小６年） 毎日新聞 2007/11/15 27 夢
中３長女に暴力、母逮捕　傷害容疑　寄居署は１４日、中学３
年生の長女（１５）に暴力を振るい、けがを負わせたとして深
谷に住む母親（３６）を傷害の疑いで逮捕した。

読売新聞 2007/11/15 35 犯罪

●長女に暴行、母親逮捕　埼玉県警寄居署は１４日、傷害の
疑いで、深谷市の無職女（３６）を逮捕。

産経新聞 2007/11/15 27 犯罪
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６部門９氏が受賞　埼玉の文化振興に多大な貢献をし、県民
の誉れとなる功労者を顕彰する埼玉新聞社制定の第５０回埼
玉文化賞の受賞者が決まった。　表彰式は２１日午前１１時か
ら、さいたま市浦和区のさいたま商工会議所会館」で、上田知
事ら来賓多数を招いて行われる。【商工部門】峰岸　秀典氏
（６８）寄居町　寄居町商工会会長

埼玉新聞 2007/11/16 1 埼玉文化賞

第５０回埼玉文化賞の受賞者　【商工部門】峰岸　秀典氏（６
８）　寄居町商工会会長　ホンダと寄居の橋渡し

埼玉新聞 2007/11/16 6 埼玉文化賞

埼玉俳壇　■星野　光二撰　（寄居）石澤　無涯　（同）吉澤 埼玉新聞 2007/11/16 9 埼玉俳壇
▽中３の長女虐待の母親逮捕・寄居署 埼玉新聞 2007/11/16 14 犯罪
モツ煮やハーブも　あすから産業文化祭　寄居　寄居町の産
業と文化の祭典「第３４回産業文化祭」が１７、１８日に町役場
駐車場の特設会場と町立総合体育館で行われる。

埼玉新聞 2007/11/16 15 産業文化祭

わくわく　さ～くる　やまざくらＮｅｔ（寄居）　パソコンで開く　第
２の人生　家庭的雰囲気で楽しむ　【メモ】主な活動場所＝寄
居町中央公民館▽活動日＝毎月第２・４金曜日の午後７時か

埼玉新聞 2007/11/16 15 サークル

荒川新時代　第３部　生き物のすみか　５　伝統漁法でカワウ
阻止　巨岩に川が白波立つ寄居町の名勝・玉淀に男たちの
威勢のいい声が響いた。埼玉中央漁協寄居町支部の約２０
人が集まった。近くの林から次々と竹を切り出す。かわに作ら
れた幅１０㍍ほどの人口入り江ににワイヤーを張り、竹をひも
でくくりつけてかぶせていく、、かって荒川下流部で行われて
いた「竹かぶせ」と呼ばれる伝統漁法とほぼ同じやり方だ。

朝日新聞 2007/11/17 32 荒川新時代

「北限のミカン」実りたわわ　寄居　鳥居町風布のミカン収穫が
旬を迎え、秋の味覚を求める人たちでにぎわいを見せてい

朝日新聞 2007/11/17 33 ミカン狩り

坂本（寄居）がＶ小学６年　小川地方武道大会　第５２回小川
地方武道大会（３道大会）はこのほど、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。

埼玉新聞 2007/11/17 9 柔道

４３チーム参加し開幕　東松山市少年野球連盟会長杯争奪
第１９回東松山市少年野球連盟会長杯争奪は１１日、同士営
野球場などで栃木、群馬から３チームを含む４３チームが参加
し開幕。▽１回戦　中山エンゼルス（川島）８－６マッキーズ

埼玉新聞 2007/11/17 9 少年野球

柔道　▽個人優勝者　【女子】▼４８㌔以下級＝関口千春（男
衾）　【男子】▼６０㌔以下級＝新井翔（同）▼６６㌔以下級＝
鈴木貴裕（同）

さいたま報
知

2007/11/18 2 柔道

◇第３７回小鹿野ロードレース大会　（１０月２１日、小鹿野町
役場前発着）各部門上位の結果　▼小学生男子（１㌔）①内
田健太（寄居町）④大塚熱（同）▼中学１年生男子（３㌔）▼中
学一年生男子⑤浅見圭祐（同）⑦中島輝（同）▼中学２年生
男子（３㌔）⑦新井謙一（同）▼小学生女子（１㌔）①深澤陽
（同）②野平梓（同）③高田千絢（同）④新井詩歩（同）⑤野平
楓（同）⑦池野咲眞（同）▼中学１年生女子（（３㌔)①谷津花
菜（同）③山口莉加(同）▼中学２・３年生女子（３㌔）⑤工藤沙

さいたま報
知

2007/11/18 6 マラソン

新鮮野菜安くすぐ売約済み　寄居で産業祭　寄居町の産業
祭が１７日始まった。

朝日新聞 2007/11/18 35 産業文化祭

東京の庭園の美しさに感動　主婦　粕谷タマ７５（埼玉県寄居 東京新聞 2007/11/18 5 投書
ちょった北から　ごみはお金がかかる　進行中の３号埋立地。
２００６年度は２６市町村１６組合の一般廃棄物と９業者の産業
廃棄物が搬入された＝寄居町三ケ山

埼玉新聞 2007/11/19 13 産廃

「牛乳飲んで」ヒーロー訴え　寄居でショー　牛乳の消費を拡
大してもらおうと、深谷市と寄居町の若手酪農後継者らでつく
る、「ミルクマンプロジェクト」のキャラクターショーが１８日、寄
居町の産業祭であった。

朝日新聞 2007/11/19 33 産業文化祭

第３１回県アンサンブルコンテスト（９日、１３～１６日）▽中学
部門地区大会　〈南部北部〉【銀賞】寄居金管４重奏【銅賞】寄
居木管３重奏

朝日新聞 2007/11/19 33 吹奏楽

荒川図画コンクール　入賞作品２１６点決まる　【荒川ダム総
合事業所長賞】辻村愛貴（寄居男衾小）

埼玉新聞 2007/11/20 15
荒川図画コン
クール
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◆読書講演会「すてきな紙芝居の世界～演じる楽しさ・共感
の喜び」（寄居）２４日２時～４時町立図書館視聴覚室。

埼玉新聞 2007/11/20 15 読書講演会

埼玉歌壇　関田　史郎選　（寄居）中里佐和 埼玉新聞 2007/11/20 6 埼玉歌壇
マラソン　第２０回記念２００７上尾シティ（１６日。上尾運動公
園陸上競技場スタート）【３㌔】中学女子②谷津花菜（寄居城

読売新聞 2007/11/21 33 マラソン

ホンダの寄居。小川進出についての講演会　先月、寄居町の
中央公民館ホールで開かれた。主催は埼玉りそな産業協力
財団、共催は寄居町と小川町。埼玉県、埼玉新聞、埼玉りそ

埼玉新聞 2007/11/21 11 企業誘致

ベルクが深谷初出店　稲荷町店オープン（２１日）　スーパー
マーケットを展開するベルク（本部＝大里郡寄居町用土）

埼玉新聞 2007/11/22 4 企業

より素晴らしい県に　埼玉文化賞　地方自治功労賞１３氏　喜
びの受賞　埼玉新聞社制定の第５０回尼文化賞、第３６回埼
玉県地方自治功労賞の授賞式が２１日さいたま市浦和区のさ
いたま商工会議所で行われ計１３氏が受賞した。商工部門が
寄居町商工会長の峯岸秀典氏（６８）

埼玉新聞 2007/11/22 1 埼玉文化賞

埼玉文化賞　地方自治功労賞　感激胸に決意新た　和やか
に懇親パーティー　商工部門の寄居町商工会長・峯岸秀典

埼玉新聞 2007/11/22 4 埼玉文化賞

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 2007/11/22 25 短歌・俳句

警報機・遮断機なし　危険踏切　事故相次ぐ　秩父鉄道　私
鉄一１０８か所　寄居町内の秩父鉄道の踏切で今年８日、近く
に住む女子専門校生（１８）が電車にはねられ死亡した。現場
の踏切は、警報機も遮断機もない「第４種踏切」だった。

読売新聞 2007/11/22 31 踏切事故

男子　埼玉栄　大会新でⅤ　関東高校駅伝　男子第６０回、
女子第１６回関東高校駅伝は２４日、群馬伊勢崎市陸上競技
場発着コースで。【男子】▽１区（１０㌔）②宇野（武蔵越生）２９
分３７秒（男衾中卒）▽３区（８．１０７５㌔）①設楽啓太（同）２４

埼玉新聞ス
ポーツ

2007/11/25 9 高校駅伝

第５７回全国小。中学校作文コンクール中央審査でさいたま
市立三室中２年の木戸一樹さんが中学校の部で文部科学大
臣賞に、寄居町立寄居小１年の内田ゆう希君が小学校低学
年の部で読売新聞社賞に、輝いた。表彰式は１２月１日、東
京都内のホテルで行われる。

読売新聞 2007/11/27 32
作文コンクー
ル

埼玉歌壇　関田　史郎選　（寄居）中里 佐和 埼玉新聞 2007/11/27 8 埼玉歌壇
◆朗読と琴のつどい　１２月２日午後２時、寄居町立図書館。 朝日新聞 2007/11/27 29 イベント
駅伝　全国中学校駅伝競走大会埼玉県予選　【１１月１０日熊
谷市】第１５回全国中学校駅伝競走大会埼玉県予選兼第７５
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（公園周回コース）で行われ、男子は熊谷富士見中が、女
子は熊谷東中が優勝をかざった。男女とも優勝校は１２月１４
日と１５日に山口県で行われる全国大会に出場する。【女子
の記録】⑱寄居城南中４４分２６秒

朝日新聞
(埼玉少年
少女）

2007/11/28 2 中学校駅伝

荒川新時代　第４部川とともに生きる　３名水が生み出す酒ど
ころ　１１月中旬まで企画展「埼玉のを名水と酒」を開いた県
立川の博物館（寄居町）の栗島義明主任牙学芸員（４９）は秩
父地方から飯能市にかけての荒川源流域部は名水が豊富
で、その名水を使い酒蔵が発達した。　室（むろ）でこうじを作

朝日新聞 2007/11/28 34 荒川

フォトギャラリー　祝いの日　寄居町、武内道直さん「お姉ちゃ
んはどんなかなあ」

東京新聞 2007/11/29 29
フォトギャラ
リー

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、

毎日新聞 2007/11/29 25 短歌・俳句

○小売業（スーパーマーケット）　（株）ベルク　◇埼玉県大里
郡寄居町大字用土５４５６　℡０４８－５７９－１１１１　担当部署

埼玉新聞 2007/11/29 7 企業

「風林火山」の時代巡る　の寄居　寄居町小園の県立川の博
物館はこのほど、同館周辺の名所を巡る「かわはくからウォー
キング」を行った。今回は歴史をテーマに、鉢形城主の墓な
ど、大河ドラマ「風林火山」と同時代から江戸時代の史跡を訪

埼玉新聞 2007/11/30 15
川の博物館
（ウォーキン
グ）
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埼玉県発掘物語　県埋蔵文化財調査事業団編　こんなところ
に　こんなものが　２１ものつくりの技　遺跡出土のヒスイ・黒曜
石　科学のメスで　彩玉　を探る　寄居町北塚屋遺跡から出
土したヒスイの大珠　（なかでも、寄居町の北塚屋（きたつか
や）遺跡から見つかっていた大珠（たいしゅ）と呼ばれる１２㌢
もの大きさのペンダントは、表面が汚れていて、「本当にヒスイ
だろうか」と疑うようなものもあったが、Ⅹ線で詳しく調べてみる
と、間違いなくヒスイであることが分かった。

埼玉新聞 2007/11/30 6 出土遺物

埼玉俳壇　星野　光二選　（寄居）石澤無涯、（同）吉澤紀子 埼玉新聞 2007/11/30 7 埼玉歌壇
第５８回ＮＨＫ紅白歌合戦出場歌手　白組：馬場俊英（初）

埼玉新聞 2007/12/5 16
紅白出場歌
手（馬場俊

第５８回ＮＨＫ紅白歌合戦出場歌手　白組：馬場俊英（初）
産経新聞 2007/12/5 27

紅白出場歌
手（馬場俊

第５８回ＮＨＫ紅白歌合戦出場歌手　白組：馬場俊英（初）
毎日新聞 2007/12/5 30

紅白出場歌
手（馬場俊

第５８回ＮＨＫ紅白歌合戦出場歌手　白組：馬場俊英（初）
読売新聞 2007/12/5 37

紅白出場歌
手（馬場俊

第５８回ＮＨＫ紅白歌合戦出場歌手　白組：馬場俊英（初）
朝日新聞 2007/12/5 37

紅白出場歌
手（馬場俊

ソフトボール　【１１月１８日、寄居町】第５回寄居町体育協
会々長杯中学女子ソフトボール大会が寄居城南中グラウンド
で行われ、決勝では小川欅台中が東松山北中を９－２で下
し、初優勝した。【予選リーグの順位】▽Ａブロック　①寄居城
南中▽Ｂブロック　３寄居中　【決勝リーグの記録】▽Ｂブロック
飯能西中８－３寄居城南中　小川欅台中８－０寄居城南中

朝日新聞
(埼玉少年
少女）

2007/12/5 第２４９号 ソフトボール

「私たちの自然を守ろう｣コンクール【１１月３日、さいたま市】
第２３回「私たちの自然を守ろうコンクール」の表彰式が大宮ソ
ニックシティで行われ、絵画・ポスター・作文５０８２点の応募の
中から、各部門銅賞まで１８３名に賞状などが贈られた。◇作
文部門・小学生の部【朝日新聞社賞】小島萌衣（寄居用土２
年）【銅賞】根岸　優（寄居用土５年）

朝日新聞
(埼玉少年
少女）

2007/12/5 第２４９号

「私たちの自
然を守ろう」コ
ンクール

健康　◆彩の国いきいき健康塾 ｉｎ 寄居　１６日（日）、午後１
時～４時、寄居町立中央公民館（寄居駅）、県立循環器・呼
吸器病センター主催による講演。

朝日新聞 2007/12/6 36 健康塾

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

毎日新聞 2007/12/6 25 短歌・俳句

▼詐欺未遂で会社員の男性逮捕･寄居署　寄居署は４日、有
印私文書偽造、詐欺未遂などの容疑で比企郡小川町大塚、
会社員男性（３１）を逮捕した。

埼玉新聞 2007/12/6 15 犯罪（詐欺）

宮城道雄の世界味わう　図書館で筝曲と朗読の会　寄居　寄
居町立図書館で２日行われた。寄居町の尺八奏者の金子陽
山さんが主宰する「健康ふれあい塾」が毎年開催しているもの
で、今回で５回目。

埼玉新聞 2007/12/7 15 イベント

埼玉俳壇　今月の選者　松本　旭氏　（寄居）吉澤　祥匡、
（同）吉澤紀子、（洞）石澤無涯

埼玉新聞 2007/12/7 7 埼玉俳壇

紅白出場歌手　寄居の馬場さん応援　町立図書館　閉館時
の代表曲　寄居町寄居の町立図書館は同町出身で紅白歌
合戦にも出場するシンガーソングライター、馬場俊英さんを応
援しようと、閉館時に館内で流す音楽を２日から馬場さんの代

埼玉新聞 2007/12/8 15
紅白出場歌
手（馬場俊
英）

よみうり文芸　短歌　篠　弘　選　寄居町　町田節子 読売新聞 2007/12/8 32 よみうり文芸
毎日俳壇　堀口　星眠・選　埼玉　町田節子 毎日新聞 2007/12/9 22 毎日俳壇
母の手料理で酒杯が重なる　寄居・大野順一（６１歳）

埼玉新聞 2007/12/9 11
投書（読者の
声）

埼玉歌壇　加藤　克巳選　（寄居）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2007/12/11 7 埼玉歌壇
武蔵野銀行　写真や墨絵など多彩　各店で１２月ロビー展
▽寄居（２８日まで、パッチワークめぐ　パッチワーク展）

埼玉新聞 2007/12/12 4 ロビー展
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さいたま抄　先日、「まぼろしの秩父紅（ちちぶあか）」という詩
集を読んだ。大里郡寄居町在住の元県職員坂本時次さん（８
４）からいただいた。

埼玉新聞 2007/12/12 1 さいたま抄

県内にゆかりの後北条氏　繁栄の軌跡　城を通じ紹介　嵐山
の博物館で企画展　戦国大名・北条氏の繁栄の軌跡を拠点
とした「城」を通じて浮き上がらせた企画展「後北条氏の城－
合戦と支配－」が嵐山町菅谷の県立嵐山史跡の博物館で開
かれている。寄居町の鉢形城など県内の城郭遺跡に加え、
小田原城や八王子城から出土した陶磁器や古文書１６０点を

毎日新聞 2007/12/12 27
県立嵐山史
跡の博物館

◎記録ファイル　サッカー　県シニアリーグ（１１月２５日、１２月
２、９日・九里グラウンドほか）◇県北４０▽第１１節　寄居１－０

読売新聞 2007/12/12 34 サッカー

地方財政首長アンケート　「自治体財政健全化法」が今年６
月に成立したのを受け、朝日新聞が全国の首長にアンケート
したところ、県内の自治体の多くが福祉サービスの抑制や国
民健康保険料の値上げを実施、または検討していることがわ
かった。　[主な公営事業の健全化の取り組み]　○事業名：国
民健康保険事業　○見直し内容：一般会計からの挿入額の

朝日新聞 2007/12/12 35
地方財政首
長アンケート

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

毎日新聞 2007/12/13 27 短歌・俳句

９９人の指導者と２団体受賞　少年団顕彰伝達式　県スポー
ツ少年団表彰授与式　平成１９年度日本スポーツ少年団顕彰
伝達式と県スポーツ少年団表彰授与式が８日、埼玉会館で
行われ、日本スポーツ少年団顕彰を２団体と１３人が受賞。県
スポーツ少年団表彰を８６人の指導者がそれぞれ受賞した。
▽北部ブラック　矢野昌宏（寄居用土コルツ）

埼玉新聞 2007/12/13 9
スポーツ少年
団

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉澤祥匡、（同）吉澤紀子 埼玉新聞 2007/12/14 23 埼玉俳壇
３６畳の大だこ　元旦の大空へ　竹とんぼの会が挑戦　寄居 埼玉新聞 2007/12/14 15 大凧
寄居ＲＣ・川本ＲＣ・川本ＲＣ女性の会１３日、チャリティーゴル
フ大会などで募った義援金２１万３６００円を新潟県中越沖地
震　埼玉新聞・境福祉事業団へに寄託。

埼玉新聞 2007/12/14 18 義援金

来年もやります！　竹とんぼの会が大凧揚げに挑戦（寄居町）
寄居町今市の「竹とんぼの会」が３６畳の大凧揚げに向け、準
備を進めている。

埼北よみうり 2007/12/14 4 大凧

親子でクリスマスカードづくり　（寄居町）　１２月１日に県立川
の博物館（寄居町）で、小学生の親子を対象に遊びながら自
然や科学を学ぶ「わくわくサタデーミュージアム」事業のひと
つ「葉っぱのふしぎとクリスマスカードづくり」が行われた。

埼北よみうり 2007/12/14 5 川の博物館

小川和紙マラソン　第１５回小川和紙マラソンが１２月９日、埼
玉伝統工芸館前わ発着点に行われた。【女子】▼３㌔中学生
③本間涼夏（男衾）１１分１２秒

さいたま報
知

2007/12/16 7 マラソン

文化　　（信）シンガー・ソングライター　馬場俊英（ばば・とし
ひで）（寄居中出身）　夢をかなえた不屈の人　話のおまけの
＝相棒のようなオメガ

産経新聞 2007/12/16 16・17

シンガー・ソ
ングライター
（馬場俊英）

２００７首長が選んだ　わが街５大ニュース　寄居町　津久井幹
雄町長　①本田技研が寄居新工場の工事に着工（９月）②こ
ども医療費の支給対象年齢の拡大と窓口払いの廃止（４･５
月）③第５次寄居町総合振興計画の構想」の前期基本計画
がスタート（４月）④オブスマクラブスポーツ少年団が軟式野球
全国大会出場（８月）⑤町立図書館が平成１９年度埼玉・教育

埼玉新聞 2007/12/17 13
２００７　わが
街５大ニユー
ス

欄干に激突　２人が死亡　１５日午後９時ごろ、寄居町寄居の
県道で、同町西ノ入、無職男性（７３）の軽乗用車がセンター
ラインをはみ出し、荒川にかかる「正気橋」の右欄に衝突。※
同日（朝日新聞２９面、東京新聞１８面、読売新聞２７面、埼玉

毎日新聞 2007/12/17 25 交通事故

よみうり文芸　俳句　鈴木　貞雄　選　寄居町　町田節子 読売新聞 2007/12/18 34 よみうり文芸
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 2007/12/20 22 短歌・俳句

２００７読者が選んだ県内１０大ニュース　過去５年の県内１０
大ニュース　２００６年⑩寄居町で子グマの捕獲騒動

読売新聞 2007/12/20 34
２００７県１０大
ニユース
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第５８回ＮＨＫ紅白歌合戦出場歌手　白組　馬場俊英（初）ス
タートライン～新しい風

産経新聞 2007/12/21 25
紅白歌合戦
出場歌手

自然が描いたネズミ　来年１月３･４日　干支の紋様石展　寄
居　寄居町の「趣味ノ哀石同人会は来年１月③、４日「新春干
支展」を、同町のジンギスカン料理店「さいめん」２階で開く。

埼玉新聞 2007/12/21 15 干支

１３２踏切　警報・遮断機なし　２００２年以降　事故１６件、８人
死亡　本社調査　踏切に警報装置　寄居で対策会議　寄居
署と寄居町、」秩父鉄道による「踏切道安全対策会議」の第２
回会合が２０日、同町役場で開かれた。

読売新聞 2007/12/21 35 踏切事故

よみうり文芸　短歌　篠　弘　選　寄居町　町田節子 読売新聞 2007/12/21 33 よみうり文芸
第５８回ＮＨＫ紅白歌合戦出場歌手　白組　馬場俊英　「ス
タートライン～新しい風」

埼玉新聞 2007/12/21 37
紅白歌合戦
出場歌手

平成１９年度　県北支部対抗囲碁団体戦　三将戦＝　自：町
田興（寄居）　黒：福田四男美（小川）三連星　毎年、秩父、熊
谷、深谷、本庄、寄居、小川の日本棋院６支部が持ち回りで
開催するこの対抗戦、本年は本庄が当番支部。

埼玉新聞 2007/12/22 15 囲碁

平成１９年度　県北支部対抗囲碁団体戦　＝三将戦＝　自：
町田興（寄居）　黒：福田四男美（小川）黒、強襲す

埼玉新聞 2007/12/23 13 囲碁

平成１９年度　県北支部対抗囲碁団体戦　＝三将戦＝　自：
町田興（寄居）　黒：福田四男美（小川）　切れるところを

埼玉新聞 2007/12/24 13 囲碁

▼酒気帯び運転で逮捕者２人・寄居、熊谷署　寄居署は２３
日、道交法違反（酒帯び運転）の現行犯で、川越市鴨田男（４
０）を逮捕した。

埼玉新聞 2007/12/24 13
酒気帯び運
転

バイクの男性はねられ重傷　深谷　２３日午後３時５０分ごろ、
深谷市田中の国道１４０号バイパス下り線でバイクに乗ってい
た大里郡寄居町鉢形の男性（２０）が乗用車にはねられた。

埼玉新聞 2007/12/24 16 交通事故

◆交差点で衝突、オートバイの２０歳重体　２３日午後０時５０
分ごろ、深谷市田中の国道１４０号バイパスの交差点で。

読売新聞 2007/12/24 19 交通事故

埼玉歌壇　加藤　克巳線　（寄居）松村章子　、（同）中里佐和 埼玉新聞 2007/12/25 7 埼玉歌壇
平成１９年度　県北支部対抗囲碁団体戦　＝三将戦＝　自：
町田興（寄居）　黒：福田四男美（小川）　すごい一手

埼玉新聞 2007/12/25 15 囲碁

統廃合に消極意見　寄居の第４種踏切　　安全対策で区長ら
寄居町にある警報機と遮断機がない第４種踏切で死亡事故
が相次いだことを受け、寄居署、寄居町、秩父鉄道による安
全対策会議の第２回会合が寄居町役場で開催された。

埼玉新聞 2007/12/25 15 踏切事故

平成１９年度　県北支部対抗囲碁団体戦　＝三将戦＝　自：
町田興（寄居）　黒：福田四男美（小川）　すごい一手

埼玉新聞 2007/12/25 15 干支

平成１９年度　県北支部対抗囲碁団体戦　＝三将戦＝　自：
町田興（寄居）　黒：福田四男美（小川）　互角の勝負　【自中
押勝ち】１４８手完

埼玉新聞 2007/12/26 14 囲碁

埼玉文化　歌壇　川口美根子　選　（寄居）中村　　茂、落合
水尾　選　（同）安良岡正二

朝日新聞 2007/12/27 30
埼玉文化　歌
壇

第５８回ＮＨＫ紅白歌合戦出場歌手　白組　馬場俊英　「ス
タートライン～新しい風」　○初出場アーティストのコメント　▽
馬場俊英：「音楽に込めた思い、メッセージを一人でも多くの
人に届けることができよう歌いたい」

読売新聞 2007/12/27 7
紅白歌合戦
出場歌手

全国高校ラグビー　第８７回全国高校大会に２年連続１２度目
の出場を果たした正智深谷は、２８日の１回戦から登場。東大
阪市の花園ラグビー場第③グラウンドで午後１時４５分から４
月の全国高校選抜大会８強の関西学院（兵庫）と対戦する。
◆正智深谷メンバー◆補欠　背番号：⑯　選手名：高橋洋丞
学年：１年　身長：１７９　体重：１１０　出身中：寄居　※１回戦

埼玉新聞ス
ポーツ

2007/12/27 8 ラグビー

テレ玉第１７回埼玉政財界人　チャリティ歌謡祭　元旦　午後
７時から　◆歌謡祭プログラム◆　１３　寄居町町長　津久井
幹雄　ふるさとはこの町

埼玉新聞 2007/12/27 6 歌謡祭

埼玉歌壇　松本　旭選　（寄居）吉澤紀子 埼玉新聞 2007/12/28 7 埼玉歌壇
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和服も乙姫ちゃんカレンダーに登場　寄居町商工会　寄居町
商工会は、同商工会のイメージキャラクター「乙姫ちゃん」を
デザインカレンダーを制作した。

埼玉新聞 2007/12/28 15
キャラクター
（乙姫ちゃん）

寄居出身シンガー　紅白出場　（寄居町）　寄居出身の歌手、
馬場俊英さんが大晦日NHK紅白歌合戦に出場する。寄居町
では役場に垂れ幕がかかるなど、住民あげての盛り上がりを
みせている。同級生をはじめ、幼少当時から仲の良かったと
いう４人に話を聞いた。　役場の垂れ幕をバックに左から大橋
さん、安藤さん津久井さん、加島さん

埼北よみうり 2007/12/28 2
紅白歌合戦
出場歌手

新春七福神巡り　寄居　武州寄居七福神　距離６km　℡０４８
－５８１－３０１２　〔寄居町観光協会〕

埼北よみうり 2007/12/28 第709-1 七福神巡り

埼玉県内の０７年の主な出来事　<９月>○ホンダが寄居工場
着工、１０年稼働予定

日本経済新
聞

2007/12/29 27
県内の０７年
の主な出来

スポット　胸がいっぱいに　馬場俊英　　大みそかの「ＮＨＫ紅
白歌合戦」に初出場する。（寄居町出身）

埼玉新聞 2007/12/30 14
シガーソング
ライター

新春ガイド　【寄居】大凧揚げ　１月１日午後１時　　折原の寄
居運動公園。畳３６畳の大だこ揚げに挑戦

読売新聞 2007/12/30 10 新春ガイド

地元から熱い応援　寄居出身の馬場俊英さん　紅白ニエー
ル届け！垂れ幕や卒業式で演奏も　両親も喜び、胸いっぱ

埼玉新聞 2007/12/31 17
シガーソング
ライター

１年間の幸福を祈願　正月に七福神めぐりを　県内にある主
な七福神の紹介　高さ６．５㍍の布袋尊　[武州寄居七福神]
寄居、用土、男衾の３駅周辺に点在する５寺に七福神が祭ら
れている。一番の目玉は蓮光寺の布袋尊。

埼玉新聞 2007/12/31 6 寄居七福神
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