
記事見出し 紙名 掲載日 面 件名

袋や栞ありがとう　寄居の図書館　　寄居町の寄居中学校を今季卒業した女子生徒９人が、
町立図書館に手作りの貸し出し袋や栞（しおり）などを寄贈し、３１日、矢部館長から感謝状

朝日新聞 2009/4/1 27 町立図書館

佐野は寄居に競り勝つ　＜北部ブロックリーグ＞リトルシニア関東連盟北関東支部の北部
ブロック「リーグ（ブロック春季大会併用）は３月２９日、佐野シニアグラウンドで３試合が行わ
れた。　佐野（４勝２敗）４－２寄居(２勝４敗）

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/4/1 12 少年野球

短歌・俳句　俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子、同・町田　節子 毎日新聞 2009/4/2 24 短歌・俳句
いっぱい本読んでね　寄居町立寄居中学校を今季卒業した女子生徒たち９人が、手作りの
図書貸出袋やしおりを町立図書館に寄贈した。３１日に図書館から感謝状を贈られた。
【寄居】寄居中卒業生が手作りの図書貸出袋を寄贈

埼玉新聞 2009/4/3 13 町立図書館

埼玉俳壇　今月の選者　内野　修氏　（寄居）石澤　無涯、（同）吉澤　紀子 埼玉新聞 2009/4/4 5 埼玉俳壇
３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：１３，５３０　人口（総
数：３６，２８６　男：１７，９３４　女：１８，３５２

埼玉新聞 2009/4/7 3 県推計人口

埼玉歌壇　今月の選者　沖ななも　（寄居）前川　ヤス子 埼玉新聞 2009/4/7 13 埼玉歌壇
合戦の準備着々　大砲、やぐらを設営　１２日に寄居北條まつり 東京新聞 2009/4/7 15 寄居北條まつり
地区予選組み合わせ決まる　春季高校野球　県大会１１日開幕　春季高校野球県大会（県
高校野球連盟など主催）の地区予選の組み合わせが決まった。１１日開幕し、１５５校４地区
に別れ予選を戦い、４０校が２５日からの県大会に進出する。◎北部地区予選組み合わせ
寄居城北・川本×深谷商　（１２日　上＝上尾市民球場　Ⅱ＝１２：３０）

毎日新聞 2009/4/7 20 高校野球

減らない「危険な」踏切　「警報機・遮断機なし」県内　１００カ所「危険な」踏切　〔水曜発！〕
警報機も遮断機もない「第４種」踏切で、また、死亡事故が起きた。同じような踏切事故は県
内に１００カ所以上も存在史、９割近くが秩父鉄道にある。　重い設置費用　廃止もできず
(秩父鉄道で起きた最近の主な死亡事故（×）　【長瀞】―×０３年５月×０７年１１月×０７年
９月【寄居】０７年５月×０３年×９８年３月―【熊谷】

朝日新聞 2009/4/8 26 踏切（事故）

短歌・俳句　俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子 毎日新聞 2009/4/9 22 短歌･俳句
春の荒川をカヌーで滑走（寄居）　カヌーの腕前を競う「よりいカップスラローム」（よりいカッ
プスラローム実行委員会主催）が５日、寄居町内でを流れる荒川（正喜橋付近）で行われ

埼北よみうり 2009/4/10 740-8 荒川（カヌー）

桜の下の夏日　熊谷など４ヵ所で25度超え　熊谷地方気象台によると、熊谷など４ヵ所で25
度超え、今年初めての夏日となった。　熊谷市では午後2時40分すぎ２５．6度まで気温が上
がり、5月下旬の陽気になった。鳩山町も２５．６度、所沢市は２５．1度、寄居町は２５度を観

東京新聞 2009/4/10 22 気温

春から初夏へ　県内今年初の夏日　熊谷で２５．6度　▽寄居２５。０度 毎日新聞 2009/4/10 23 気温
絵を愛して36年　えの会30回記念展　【寄居】寄居町で活躍する「寄居えの会」はこのほど、
30回記念の作品展を町中央公民館で開いた。

埼玉新聞 2009/4/10 13 絵画展

寄居日和　渡辺恭伸　ぶらっと再発見紀行　ぶらっと再発見紀行　〔サクラ〕　画家・安井曽
太郎は１９４５年から47年にかけて寄居に疎開していた。花盛りの桜ごしに荒川の流れを見
下ろす４６年製作の絵は、作品集にもよく収められている。　花あふれる里の夢

埼玉新聞 2009/4/10 13 寄居日和

花見も半袖姿　熊谷でことし初の夏日　晴天に恵まれた9日。熊谷地方気象台によると、この
日の最高気温は熊谷市と鳩山町２５．６度、所沢市で２５．１度、寄居で２５．０度。

埼玉新聞 2009/4/10 19 気温

危険業務従事者叙勲受章者　【埼玉】▽瑞宝双光章◇警察功労　伊藤袈裟人７４元警視庁
警視寄居　▽瑞宝単光章　◇防衛功労　山口　久志６１元３等陸慰　寄居　（叙勲者の発表
は１０日。県関係者は２０６人。２９日に発令。）　※同一の記事（朝日新聞　朝刊　３１面、毎
日新聞　朝刊　２０面、読売新聞　朝刊　３４面）

日本経済新
聞

2009/4/11 34 叙勲

歩く　◆玉淀川原にて寄居北條まつり見学　１２日午前９時４０分。秩父鉄道波久礼駅集
合。

読売新聞 2009/4/11 33
歩く（寄居北條
まつり）

戦国時代の合戦再現　あす寄居北條まつり　戦国時代の合戦再現する「第４８回寄居北條
まつり」が１２日、寄居町鉢形の鉢形城公園を主会場に開かれる。

読売新聞 2009/4/11 34 寄居北條まつり

埼玉歌壇　沖ななも選　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2009/4/14 12 埼玉歌壇
合戦を現代に　寄居・北條まつり　戦国時代の合戦を再現した「寄居・北條まつり」が１２日、
寄居町で行われた。

埼玉新聞 2009/4/14 14 寄居北條まつり

春季高校野球　地区大会　（１２、１３日・県営大宮ほか）４地区で１回戦３９試合が行われ。
●北部　▽１組１回戦　寄居城北・川本０－７深谷商（７回コールド）

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/4/14 10 春季高校野球

寄居　名物ドールがお目見え　春の交通安全運動に合わせて、寄居町桜沢の国道１４０号
と２５４号の交差点に町民有志が作る恒例の子通安全啓蒙ドールがお目見えした。今回は
「桃太郎」。飲酒運転吾する鬼を退治する格好だ。

埼玉新聞 2009/4/15 19 交通安全ドール

卓球　【３月２０日、上尾市】第１２回采の国中学生卓球大会が上尾運動公園体育館で行わ
れた。　【女子の記録】▽準々決勝　寄居Ａ３－２入間黒須Ａ、▽準決勝　寄居Ａ３３－０松
伏Ｂ　▽決勝　松伏Ａ３－１寄居Ａ

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポ）

2009/4/15 281-1 卓球

ソフトボール　【４月５日、川越市】第２０回澤田杯争奪中学生女子ソフトボール大会の最終
日、１・２トーナメントの決勝がｋｓ川越市の星野高等学校の第二校舎グラウンドで行われた。
▽決勝８４月５日）東松山東忠６－５寄居城南中  【決勝トーナメントの記録】▽準決勝　秩

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポ）

2009/4/15 281-2 ソフトボール

短歌・俳句　短歌　■水野　昌雄選　寄居・小渕美津子、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 2009/4/16 20 短歌・俳句

個性豊かな　川の合唱団　川の博物館でカエル展　【寄居】寄居町小園の県立川の博物館
で、春季企画展「カエル・かえる・蛙｣展が５月１０日まで開かれている。

埼玉新聞 2009/4/17 13
県立川の博物
館

失速　企業誘致　２月わずか1件　ホンダショックも　世界的不況を受け、県の企業誘致が苦
戦している。　なかでも県にショックを与えたのが、「企業誘致の最大の成果」としていた自
動車大手ホンダの寄居工場の稼動延期だ。ホンダは、っ当初予定より２年以上先送りするこ
とを発表。進出予定だった関連企業も相次いで延期を決めた。

読売新聞 2009/4/17 31 企業ゆ地

熊谷さくらマラソン 【女子】▼５㌔中学生④谷津　花菜（寄居城南）１８分５５秒 さいたま報知 2009/4/19 2 マラソン
埼玉歌壇　内野　靖選　（寄居）石澤　無涯、（同）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2009/4/20 5 埼玉歌壇
埼玉歌壇　沖ななも選　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2009/4/21 6 埼玉歌壇
春感じさせる書並ぶ　くましん寄居支店　３０日まだ昌作品展　寄居町桜沢の熊谷商工信用
組合寄居支店で書道の小作品展が開かれている。深谷市に本部を置く鐘雲書道会の書道
研究「桂友会」会員らによる書３０点。

埼玉新聞 2009/4/21 15 小作品展



フィルム・コミッション　【水曜発！】ロケ人気　昨年度は３００件　地域ＰＲ期待、人手不足が
課題  [ノンコ～」は、ヨリイFCの協力で昨夏寄居町でロケが行われた。　■県内のフィルム・
コミッションなど（県観光課まとめ、０９年４月１日現在）◎名称：ヨリイFC　設立年月：０７年４

朝日新聞 2009/4/22 30
フイルム・コミッ
ション

展示　◆切手展２００９ｉｎ寄居（寄居）２６日までの午前１０時～午後４時、用土の里山ギャラ
リーノア（寄居武蔵野自動車ッ教習所前）。

埼玉新聞 2009/4/22 13 展示（切手）

短歌・俳句　俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子 毎日新聞 2009/4/23 22 短歌・俳句
◆かわはくGWまつり　５月２～５日、寄居町小園の県立川の博物館 読売新聞 2009/4/24 34 県立川の博物
太極拳で交流（寄居町）寄居町の太極拳サークル「楊名時太極拳寄居友好会」は１５日、鉢
形城跡公園で神奈川県小田原市の太極拳同好連合会と合同の演舞会を行った。

埼北よみうり 2009/4/24 741-2 太極拳

飲食店」ガイドで　街の魅力を発信　町商工会　【寄居】　寄居町の魅力を町外にも発信しょ
うと、寄居町商工会は町内の飲食店などの情報をまとめたガイド「ヨリイ　スタイル」を製作
し、５月１日から配布を始める。（「ヨリイ　スタイル」の表紙は「ノン子３６歳」のロケ地の「ノン

埼玉新聞 2009/4/24 13 飲食店ガイド

寄居日和　渡辺恭伸　ふらっと再発見紀行　サンショウウオ　　寄居市街の南方の高台に中
里邦夫さんのサンショウウオ研究所がある。　隠れ里に友と遊ぶ

埼玉新聞 2009/4/24 13
寄居日和（サン
ショウウオ）

◆金尾山つつじまつり　２９日、秩父鉄道波久礼駅から徒歩約２０分の寄居町の金尾山。
読売新聞 2009/4/25 29

イベント(金尾山
つつじ）

花の森に癒されて　秩父「回廊」きょうオープン　秩父市のミューズパークに、春と秋の花や
木を植栽した「癒しの森　花の回廊」が２６日にオープンする。　春の花が終わると、９月には
「ちちぶムラサキラン」が花を咲かせる。広さ約６，５００平方㍍に植栽されており、寄居町の
業者が野生種のヤブランを栽培種に改良したもので、本格栽培は全国でも初めてという。

東京新聞 2009/4/26 20
秩父ミューズ
パーク

県中学ラグビー　ラグビーの第２５回県中学生大会兼関東中学大会予選は２５日、熊谷ラグ
ビー場で開幕。　▽Ａ組準々決勝　深谷南７２－０寄居

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/4/26 6 中学ラグビー

埼玉歌壇　沖ななも選　（寄居)長谷川　みち子 埼玉新聞 2009/4/28 12 埼玉歌壇
ソフトボール　■第１０回武蔵野杯選抜中学女子ソフトボール大会（３月２１～２２日、新座市
営馬場球場ほか）【１位ブロックの記録】▽準決勝　寄居城南中６－３狭山西中　▽決勝　寄
居城南中０－３東松山東中　【予選ブロックの順位】▽Ｄブロック　①寄居城南中

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポ）

2009/4/29 282-2 ソフトボール

童心に返って　ベーゴマ熱戦　屋台村で大会　【寄居】　昭和の日に懐かしい遊びを楽しも
うと、寄居町寄居の「昭和レトロ館ふるさと屋台村、よろし市場」で4月29日、「関東ベーゴマ
選手権」が行われた。

埼玉新聞 2009/5/1 13 屋台村

□―埼玉けいざい―□　スーパー値下げ攻勢　最大5割引き　慎重な店も　県内に４３店舗
を展開するベルク（本部・寄居）は4月24日から、約３０００品目の値下げを始めたｓ。

読売新聞 2009/5/1 26 埼玉経済

高校学校総体　（２日）　○サッカー【北部】（第１日・埼玉工業大学ほか）＝１回戦　Ｃ組　寄
居城北３－２熊谷農

埼玉新聞 2009/5/3 6 サッカー

◆振り込め詐欺で使用したカードを譲り渡した男逮捕（寄居署）振り込め詐欺で使用しされ
た貯金口座のカードを譲り渡したとして、寄居署は１日、犯罪による収益の移転防止に関す
る法律違反の疑いで、熊谷市別府２丁目、男容疑者（６７）を逮捕した。

埼玉新聞 2009/5/3 11
犯罪（振り込め
詐欺）

災害時駐車場提供　パチンコ店と協定　寄居署　寄居署は４月３０日管内のパチンコ店が
加盟する寄居遊戯業共同組合と「大規模災害発生時における救援部隊の駐車場確保に関

埼玉新聞 2009/5/3 11
災害時における
協定

話題　スポット　ＮＰＯがアユ遡上調査　荒川浄化へ情報提供呼びかけ　川島の堰で９０００
匹放流　▽秋ケ瀬でアユ増加　　荒川のアユは毎年１１月ごろ、寄居などの産卵場で産卵。

埼玉新聞 2009/5/4 1 荒川の浄化

埼玉俳壇　今月の選者　星野　光二氏　（寄居）吉澤　祥匡、（同）石澤　無涯 埼玉新聞 2009/5/4 5 埼玉俳壇
埼玉歌壇　今月の選者　杜澤　光一郎氏　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2009/5/5 8 埼玉歌壇
栗橋、寄居完封勝ち　【リトルシニア】　<北関東支部春季大会>リトルシニア関東連盟北関
東支部春季大会兼埼玉新聞社旗争奪大会は3日、浦和リトルシニアグラウンドなどで1回戦
10試合が行われた。　▽1回戦　志木０－４寄居、加須が行田、寄居下す　<北部ブロック
リーグ戦>リトルシニア関東連盟北関東支部の北部ブロックリーグ戦（ブロック春季大会併
用）は4月29日、騎西高校で3試合が行われた。　寄居（2勝5敗）５－６加須（5勝1敗）

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/5/5 5 少年野球

●関東高校予選（4日）　深谷、競り勝ち決勝へ　正智深谷も2年ぶり　○ラグビー（第4日、
熊谷ラグビー場）準決勝が行われ、10日の決勝は、2年ぶりに正智深谷と深谷の対戦となっ
た。◎深谷１２－7浦和　（深谷の対戦メンバー：ＴＢ＝大久保・寄居中卒業生）　◎正智深谷
８３－０慶応志木　（正智深谷の対戦メンバー：ＦＷ＝高橋洋・同）

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/5/5 6 ラグビー

ＧＷも終盤　こどもの日　思い出できた？　こどもの日の5日、寄居町小園の県立川の博物
館では、かぶとや鎧を身につけるイベントなどがあり、家族連れらが残りわずかな、ゴールデ
ンウイークを楽しんだ。

朝日新聞 2009/5/6 33
県立川の博物
館

よみうｔり文芸　川柳　岡部　美雄　選　寄居町　町田　節子 読売新聞 2009/5/8 29 よみうり文芸
寄居の魅力を小冊子に（寄居町）寄居の魅力を多くの人に伝えようと、寄居町商工会は小
冊子「ヨリイスタイル」を作成し、役場などの公共施設で無料配布している。

埼北よみうり 2009/5/8 742-2 飲食店ガイド

教育再生は地域から　町が　「親学講座」開講　【寄居】　寄居町は５月から中央公民館で
「親学講座」を開講する。

埼玉新聞 2009/5/8 13 中央公民館

新型インフルで　対策本部を設置　寄居町　寄居町は8日、新型インフルエンザ対策本部を 埼玉新聞 2009/5/9 13 インフルエンザ
スポーツ少年団　○北部　（4、5日、神川町営グラウンドほか）開会式と1回戦から準々決勝
までの計２９試合が行われ、4強が決まった。　▽1回戦　用土コルツ（寄居）２－１３美里少年
野球（５回コールド)、本庄リトルジャガーズ０－７マッキーズ（同）（５回コールド)、児玉少年
野球（本庄）1－8中町ジュニア（同）（５回コールド)、長瀞ジャイアンツ８－１城南キングフィッ
シャーズ（５回コールド)、本庄エンゼルス２－５マッキーズ（６回コールド)、中町ジュニア０－
１３秩父ドリームズ（５回コールド)　▽準々決勝　秩父ドリームズ１５－４マッキーズ（５回コー

埼玉新聞 2009/5/9 7 少年野球

埼玉俳壇　星野光二　選　（寄居）石澤　無涯、（同）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2009/5/11 5 埼玉俳壇
県内　初の真夏日　熊谷は３２．７度　水遊びする子も　南からの高気圧にすっぽり覆われた
１０日の県内。汗ばむ陽気となった。　熊谷地方気象台によると、県内は秩父市３２．２度、
寄居町３２．１度。　光化学スモック　県が初の注意報　県は１０日、県北東部と南中部の両
地区に光化学スモッグ注意報を出した。県内での発令は今年初めて。

埼玉新聞 2009/5/11 16 気温

関東高校予選（」０日）　深谷　３年ぶり栄光　後半、１９得点で正智を逆転　○ラグビー　（最
終日・熊谷ラグビー場）　▽決勝　深谷３６－２８正智深谷　【正智深谷】対戦メンバー：ＦＷ
＝高橋洋（寄居中卒業生）、【深谷】対戦メンバー：ＴＢ＝大久保（同）　暑さに耐え走り勝つ
今季の深谷伝統の堅守に加え、両ＷＴＢの決定力が大きな武器だ。　右の大久保（寄居中
卒業生）は得点こそなかったものの、「自分が取らにきゃ誰が取るという気持ちで好機をつ

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/5/11 8 ラグビー

埼玉歌壇　杜澤光一郎選　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2009/5/12 12 埼玉歌壇



○リトルシニア　<北関東支部春季大会>リトルシニア関東連盟北関東支部春季大会兼埼玉
新聞社旗争奪大会は１０日までに、浦和リトルシニアグラウンドなどで２回戦から準々決勝ま
での２８試合が行われ、ベスト４が出そろった。▽２回戦　秩父３－４寄居　▽３回戦　佐野９

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/5/12 9 少年野球

◆民家全焼（寄居）　１１日午前零時３０分ごろ、寄居町折原の無職、野口さん（６５）宅から 埼玉新聞 2009/5/12 15 火災
●寄居で住宅全焼　　１１日午前０時２５分ごろ、寄居町折原の無職、野口さん（６５）宅から
出火。木造２階建て約１８０平方㍍を全焼した。

産経新聞 2009/5/12 21 火災

ニュース２４時　寄居・民家火災　１１日午前０時半ごろ、寄居町折原、無職、野口さん（６５）
宅から出火、木造２階建て約１８５平方㍍を全焼した。

毎日新聞 2009/5/12 23 火災

寄居で民家全焼　１１日午前零時２５分ごろ、寄居町折原、無職、野口さん（６５）宅から出
火、木造２階建て住宅約１８０平方㍍を全焼した。

東京新聞 2009/5/12 20 火災

街ふれあい　町の魅力1冊に　◆寄居◆　町の魅力を知ってもらおうと、町商工会は、ミニガ
イドブック「ヨリイスタイル」を発刊した。町内の飲食店や観光・宿泊施設など約７０か所をカ
ラー写真付きで紹介している。

読売新聞 2009/5/12 27 飲食店ガイド

ヤオコー川越　ベルク寄居　県内拠点スーパー　不景気でも増収益　強みを生かし健闘
県内を拠点とするスーパー、ヤオコーの０９年３月期連結決算は売り上げ、利益とも前期を
上回り１７期連続の増収益となった。同じく東証一部上場のベルク（寄居町）も２月期連結決

朝日新聞 2009/5/12 26 景気動向

【水曜発！】高齢化率で広がる格差　介護保険料、４２自治体で引き上げ　６５歳以上の介
護保険料が４月以降、県内の６割にあたる４２自治体で引き上げられたことが朝日新聞の取
材で分かった。　０９～１１年度の介護保険料（基準額・月額）と旧保険料との差　［旧保険料
との差］：５８３　★：大里広域市町村圏　寄居町　［１０年度の保険料］：３９８３

朝日新聞 2009/5/13 22 介護保険

ロケ地やホンダを特集　寄居の情報誌　寄居町商工会は、町の飲食店や映画などのロケに
使われた商店を取り上げた地域情報誌「ＹＯＲＩ　STYLE（ヨリイスタイル）」を作った。今回が

朝日新聞 2009/5/15 34 飲食店ガイド

◎今週のホームラン　5月9日＝長林勲（城南中） 埼玉新聞 2009/5/15 6 野球
［男衾」の地名　後世に　有志が道標設置へ　【寄居】　古代から伝わる「男衾郡（おぶすま
ごうり）」の地名を後世に伝えていこうと、寄居町の男衾地区の住民たちが木製の道標設置
の準備を進めている。

埼玉新聞 2009/5/15 13 「男衾」の地名

県北中学野球大会　≪熊谷荒川≫第12回県北中学校野球大会が5月３～５日、熊谷さくら
運動公園野球場などで行われた。決勝戦では、羽生東が６－０で、連覇を狙った熊谷荒川
を下し初優勝。 ▽2回戦　熊谷大里８－４寄居男衾　（平成21年5月号埼玉県版）

さいたま報知 2009/5/17 2 中学野球大会

埼玉俳壇　星野光二　選　（寄居）石澤　無涯、（同）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2009/5/18 5 埼玉俳壇
埼玉歌壇　杜澤光一郎　選　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2009/5/19 10 埼玉歌壇
◆恐喝未遂容疑で男逮捕（寄居署）寄居署は18日、恐喝未遂の疑うで、小川町古寺、無職
男容疑者（４７）を逮捕した。

埼玉新聞 2009/5/20 13 犯罪（恐喝）

第５９回県展　26日から始まる第５９回県展の特選入賞者が２０日、発表された。[書］○県知
事賞 「張

埼玉新聞 2009/5/21 16 県展

寄居のスーパー強盗容疑　男2人を再逮捕へ　寄居町スーパーで昨年11月、男2人が警備
員を縛り約930万円を奪った強盗事件で、別の強盗未遂事件などで県警に逮捕された男2
人が強盗容疑を認めていることが20日、捜査関係者の話で分かった。

埼玉新聞 2009/5/21 17 犯罪（強盗）

まるで真夏　今年一番　熊谷３３．３度　熊谷地方気象台によると、ほかにも寄居３２．５度。 埼玉新聞 2009/5/21 17 気温
短歌・俳句　短歌■　水野　昌雄選　寄居・大森　カツ子、同・高橋　達男　俳句■　星野
光二選　同・小渕美津子、同・町田　節子

毎日新聞 2009/5/21 24 短歌・俳句

県美術展覧会　県教育局は、県内最大の公募美術展「第５９回県美術展覧会」の審査結果
を公表した。展示会は２６日から６月１７日まで、さい市浦区の近代美術館で開かれる。　○
県知事賞は　▽書　 「張
喬詩」鳥塚岳城（６４）＝寄居町　※同一記事（読売新聞　朝刊　２８面）

毎日新聞 2009/5/22 20 県展

９３０万円強盗容疑　男２人を再逮捕　県警　県警捜査１課と熊谷署などは２１日、２人の男
を強盗と銃刀法違反容疑などで再逮捕した。容疑は、」昨年１１月１６日夜、寄居町桜沢の
スーパー「ベーシア寄居北店」で、警備員をモデルガンやサバイバルナイフで脅し、金庫か
ら現金約９３０万円を奪ったとしている。※同一記事（産経新聞　朝刊　２０面、読売新聞　同
２９面、朝日新聞　同　３１面、東京新聞　同　２０面、埼玉新聞　同　１７面）

毎日新聞 2009/5/22 21 犯罪（強盗）

山里に漂う甘い香り　【寄居】　風布でミカンの花満開 埼玉新聞 2009/5/22 11 風布（ミカン）
寄居日和　ぶらっと再発見紀行　渡辺恭伸　水　わが家が　水源地 埼玉新聞 2009/5/22 11 寄居日和
緑がかがやく埼北　ハイキング日和　陣見山ハイキングコース（寄居町／美里町／本庄市 埼北よみうり 2009/5/22 743-1 ハイキング
【部活】　頑張る県北の小中学生　第３８回　寄居町立城南中学校　ソフトバール部　目指す
は県大会優勝

埼北よみうり 2009/5/22 743-7 部活

埼玉俳壇　星野光二　選　（寄居）吉澤　祥匡、（同）石澤　無涯 埼玉新聞 2009/5/25 5 埼玉俳壇
アユ試し釣り　寄居で埼玉中央漁協　　６月１日のアユ魚解禁を前に、埼玉中央漁協組合は
２４日、寄居町鉢形の正喜橋付近の荒川で。生育を調べるためし釣りをした。

毎日新聞 2009/5/26 22 アユ

埼玉歌壇　杜澤光一郎　選　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2009/5/26 12 埼玉歌壇
寄居町の養蚕農家　春飼育に精を出す　寄居町折原で唯一の養蚕農家が春飼育に精を
出している。県ンふるさとの味伝承者でもある保泉光子さん（６０）で「国産生糸を絶やしたく

埼玉新聞 2009/5/27 22 養蚕

ラグビー　埼玉県中学生ラグビー大会　【5月10日、熊谷市】第25回埼玉県中学校ラグビー
フットボール大会兼第60回関東中学校ラグビーフットボール大会予選会の最終日、県営熊
谷ラグビー場で決勝戦などが行われた。【対戦トーナメントの記録】▽1回戦（4月２５日）深

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポー

2009/5/27 284-1 ラグビー

短歌・俳句　俳句　■星野光二選　寄居・小渕美津子、同・町田　節子 毎日新聞 2009/5/28 24 短歌･俳句
世界の子らの現状を知って　親学で紺野さん講演【寄居】寄居町「親学講座」だ2１日、町中
央公民館で開かれた。全6回の講座の幕開けとなる講演会で、女優で国際開発計画（ＵＮ
ＤＰ）親善大使の紺野美沙子さんが世界の子どもたちの現状を語った。

埼玉新聞 2009/5/29 13 親学講座

【発言】筑波山登山夢かなった　主婦　粕谷　タマ　７７（埼玉県寄居町） 東京新聞 2009/5/29 5 発言（投稿）
全日本少年サッカー　第3３回全日本少年サッカー大会」の県大会地区予選が終了した。４
地区の代表１６チームが６月７、１４の両日、埼玉スタジアムで開かれる県大会進出を決め
た。　○北部　＜予選リーグ＞▽Ｂ２ブロック　②城南ＦＣ　▽Ｃ4同　④男衾ＳＣ　▽Ｄ４同

読売新聞 2009/5/29 28 少年サッカー

５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：１３，５８９　人口（総
数：３６，１８９　男：１７，９０２　女：１８，２８７）

埼玉新聞 2009/6/1 3 県推計人口

埼玉歌壇　今月の選者　松本　旭氏　（寄居)吉澤　紀子、（同）石澤　無涯 埼玉新聞 2009/6/1 5 埼玉歌壇
▼店舗兼住宅の一部焼く（寄居）３０日午後８時１５分ごろ、寄居町寄居の飲食店から出火。
木造２階建て店舗兼受託の１階台所など約２０平方㍍を焼いた。※同一記事（毎日新聞

埼玉新聞 2009/6/1 13 火災



リトルシニア＜関東連盟夏季大会＞関東連盟夏季大会は５月３１日、富士見リトルシニアグ
ラウンドなどで雨天のため順延されていた１回戦２８試合が行われた。▽１回戦　寄居０－１
０世田谷西　（４回コールド）

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/6/2 9 少年野球

埼玉歌壇　今月の選者　関田　史郎氏　（寄居）吉澤　祥匡、（同）長谷川　みち子 埼玉新聞 2009/6/2 12 埼玉歌壇
◆酒気帯び運転で電柱に衝突（寄居）　寄居署は１日、自動車運転過失傷害と道交法違反
の疑いで寄居町富田、男容疑者（３６）を逮捕した。

埼玉新聞 2009/6/3 13 酒気帯び運転

短歌・俳句　短歌　■水野　昌雄選　寄居・町田　節子　俳句　■星野　光二選　同・町田 毎日新聞 2009/6/4 22 短歌・俳句
よみがえるロケの熱気　予約開始で写真展示　「ノン子―」ＤＶＤに　【寄居】寄居町などでロ
ケを行った映画「ノン子36歳（家事手伝い）」のＤＶＤ予約開始に合わせ、グリーンブック寄
居・秩父・花園の3店で、ロケ風景を写した写真パネルの展示が行われている。

埼玉新聞 2009/6/5 10 映画（ノン子）

寄居日和　ぶらっと再発見紀行　渡辺恭伸　　【氷】伝統の店に新しい音　幸田露伴は1898
年の真夏に秩父で旅をした。通りかかった寄居では都会ふうに氷を売る店があって、のどの
渇きをいやしたと記している。　それらしい氷屋は秩父往還に沿って２つあり、どちらも明治
の頃から続いている。　１は新花（しんはな）氷店、もう1つが大黒屋で。

埼玉新聞 2009/6/5 10 寄居日和（氷）

◆還付金詐欺で４８万被害（寄居）５日午後０時３５分ごろ、寄居町の無職男性（６６）方に健
康保険組合の職員と名乗る男から「保健医療費が還付されるので、スーパーマーケットのＡ
ＴＳに行ってほしい」との電話があり。

埼玉新聞 2009/6/6 18 振り込め詐欺

●寄居で振り込め詐欺被害　寄居署は５日、寄居町内に住む無職男性（６６）が振り込め詐
欺で現金48万円を騙し取られる被害にあったと発表した。

朝日新聞 2009/6/6 29 振り込め詐欺

寄居の「ビクター歌謡教室」　チャリティー「発表会　深谷で２８日　寸劇交え楽しい構成　寄
居町の歌謡教室「ビクター歌謡教室高田」所属のアマチュア歌手によるチャリティー発表会
が２８日、深谷市小前田の市は花園文化会館アドニスで開かれる。

毎日新聞 2009/6/6 20
チャリティー発
表会（歌謡教
室）

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉澤　祥匡、（同）石澤　無涯、吉澤　紀子 読売新聞 2009/6/8 7 埼玉俳壇
【彩の人】ヤブラン栽培で表彰された　村越　兼人（むらこし　かねと）さん（５８）　トシ子さん
（５６）（寄居町）　「鑑賞する草」出荷量日本一

読売新聞 2009/6/9 30 ラン栽培

熊谷染作品競技会　知事賞に浅野さん　江戸時代に生まれ、県の伝統的手工芸品に指定
されている「熊谷染」の技術向上などを目指した「捺染（なつせん）競技会」が５日、熊谷市
宮町の市立商工会館で開かれ、最高賞の知事賞に浅野統子さん（寄居町末野）の作品が

読売新聞 2009/6/9 30
捺染作品競技
会

１５８チームで来月１０日開幕　高校野球選手権　抽選会は今月１９日　県高校野球連盟と
朝日新聞社は、第９１回全国高校野球選手権埼玉大会の運営委員会を開き大会日程を７
月１０～２９日と決めた。　決勝は２９日。いずれも県営大宮球場で。　寄居城北と川本は合
同チームで、出場予定は１５９校１５８チーム。

朝日新聞 2009/6/10 22 高校野球

◎ファイティグポーズの詩　馬場俊英 テレビ朝日系金曜ドラマ「名探偵の掟」主題歌　６月１
２日（金）：ミュージックステーション　初出演！（夜８時）　◎ニューアルバム　２００９年７月１
日発売決定！「延長戦を続ける大人たちへ」

読売新聞 2009/6/10 25 馬場俊英

彩の国ＫＩＤＳ陸上競技大会　【５月３０日、上尾市】第８回彩の国ＫＩＤＳ陸上競技大会が上
尾運動公園で行われた。【男子の記録】▽中学２年１００ｍ②奥秀平（寄居城南中）１２秒１４
▽中学１年１５００ｍ①濱野貴（同）４分４９秒３０▽中学走り高跳び①花野奨太（同）１ｍ６８
【女子の記録】▽小学１００ｍ①野澤李帆（男衾学童陸上）１４秒１０▽小学４×１００ｍリレー
③同５４秒４２▽中学４×１００ｍリレー③寄居城南中５４秒６１▽小学走り幅跳び②吉田紅葉
（男衾学童陸上）４ｍ０６▽中学走り幅跳び③前田春菜（寄居城南中）４ｍ６１

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポ）

2009/6/10 285-1 陸上競技

親学講座がスタート（寄居町）各界から講師を招き「親の学び」に「ついて考える寄居町教育
委員会主催の「親学講座（講演会５回、学習会２回の全７回が５月２１日にスタート。第１回
目は女優で国連親善大使の紺野美沙子さんによる講演会が寄居町中央公民館で行われ、

埼北ｓよみう
り

2009/6/12 744-4 親学講座

女性みこし担ぎ手募集　来月１２日の夏まつり　【寄居】寄居町商工会は７月１２日に開催さ
れる「よりい夏まつり」の女性みこしの担ぎ手を募集している。

埼玉新聞 2009/6/12 13 女性みこし

２００９衆院選　予想の顔ぶれと情勢　【埼玉】▽１１区（２人）新井　悦二５１　元県議　自
（町）現、小泉　龍司５６　元大蔵省室長無　元

産経新聞 2009/6/13 14 衆院選

青色パト地域巡回　３商工会出発式　寄居　寄居署管内の３商工会が青色防犯パトロール
カーで防犯パトロールを始めるのに合わせ、各車両出発式がこのほど、寄居署で行われ
た。パトロールするのは、寄居町商工会、深谷市の花園商工会と川本商工会。

埼玉新聞 2009/6/14 11
青色防犯パト
ロールカー

県北東で強風、降ひょう　屋根瓦落下や倒木被害　県北部と東部を中心に１４日、雨を伴う
強風が吹き荒れた影響で、加須市や騎西町で、倒木や屋根瓦が飛ばされるなどの被害が
出た。ひょうによる農作物への被害もあり。　熊谷地方気象台によると、寄居町で午後１時４
４分に最大瞬間風速２８．２㍍、熊谷市でも午後２時３分に同２５．１㍍記録した。

埼玉新聞 2009/6/16 19
天候（強風・ひょ
う）

地方制度調査会答申　「平成の大合併」来春終結　県内市町村　９２→７０　協議中２件　政
府の地方制度調査会の１６日の総会で、１９９９年から国主導で推進してきた「平成の大合
併」について。　◎合併に至らなかった法定協議会　［その他の理由］　構成市町村:深谷
市・岡部町・川本・花園町・寄居町　設置日：２００３年４月１日　解散日：２００４年５月２０日

埼玉新聞 2009/6/17 1 市町村合併

寄居の書家が個展　寄居町鷹巣の書道家、吉田鷹村さん（８７）の個展が、１７日から２３日
まで、東京・日本橋の日本橋高島屋６階で開かれる。

読売新聞 2009/6/17 34 書道（個展）

小中校耐震化  ３１９棟倒壊の恐れ　大地震時　全国４位の多さ　文部科学省が１６日が公
表した、今年４月１日時点の全国の公立小中学校の校舎や体育館」の耐震耐改修状況で、
県内の平均耐震化率は６２．３％と、今回も全国平均（６０．０％）を下回った。　耐震化率６
２％　全国２５位　［県内の公立小中学校の耐震改状況］（０９年４月Ⅰ日現在）　市町村：寄
居　耐震化率：９３、１　Ｉs値（０．３未満の棟数：２　※同一記事（毎日新聞　朝刊　２７面）

朝日新聞 2009/6/17 23 耐震

■馬場さんが大会歌　８月８日に阪神甲子園球状で開幕する第９１回全国高校野球選手権
大会、を前に朝日新聞社は大会歌「栄光は君に輝く」の歌手にシガーソング・ライターの馬
場俊英（としひで）さんを選んだ。

朝日新聞 2009/6/17 29
高校野球（大会
歌）

短歌・俳句　俳句　■星野　光二選　・町田　節子 毎日新聞 2009/6/18 24 短歌･俳句
１２３人の笑顔咲いた　くましん支店　園児写真展　［寄居］　寄居町寄居の保育施設「あした
ば園」の通う園児全員の笑顔の写真を集めた「ハッピースマイル展」が寄居町桜沢の熊谷
商工組合寄居支店で３０日まで開かれている。

埼玉新聞 2009/6/19 11 写真展

寄居日和　ぶらっと再発見紀行　渡辺恭伸　【水絵】絵がつなぐ風景　寄居町立図書館で
「奈良治雄水彩画集」という本を見かけた。奈良さんは教師として最初に折原小学校に勤務
した。そのころ水彩画に興味を持ち始め、近くに疎開（１９４４年）してきた画家の赤城泰舒
（あかぎやすのぶ・１８８９年―１９５５年）に指導を受けたと記してあった。

埼玉新聞 2009/6/19 11
寄居日和（水
絵）

◆自動車排気管盗んだ疑いで男逮捕（寄居署）　寄居署は１８日、窃盗の疑いで、千葉県
野田市山崎会社員容疑者（２５）を逮捕した。

埼玉新聞 2009/6/20 12 犯罪（窃盗）



◆酒気帯び運転の疑いで会社員を逮捕（寄居）　寄居署は１８日、道交法違（反酒気帯び
運転）の容疑で深谷市東方、会社員男（３１）を現行犯逮捕した。

埼玉新聞 2009/6/20 12 酒気帯び運転

夏　高校野球県大会 　統合で最後の夏「少しでも長く」　川本　「淋しい」と川本のたった１
人の部員の３年生森。学校統合で川本の名は本年度で消え、寄居城北高校との合同チー

読売新聞 2009/6/20 8 高校野球

夏　高校野球県大会　来月１０日開幕　組み合わせ決まる「第９１回全国高校野球選手権埼
玉大会」の組み合わせ抽選会が１９日、市民会館おおみやで行われ、１５８チームの対戦相
手が決定した。７月１０日の開幕戦は県営大宮球場で。「第９１回全国高校野球選手権埼玉
大会」　山村学園×寄居城北・川本（１１日初　⑤＝１２：３０）　※同一記事（東京新聞　朝刊

読売新聞 2009/6/20 32 高校野球

◆寄居で振り込め詐欺１０３万円ひがい寄居町寄居のパート従業員の女性（５９）から１９
日、振り込め詐欺の被害に遭った、寄居署に届け出があった。

埼玉新聞 2009/6/21 11 振り込め詐欺

列車に接触か　７９歳男性死亡　寄居・ＪＲ八高線　１９日午後７時３５分ごろ、寄居町西ノ入
のＪＲ八高線折原―竹沢駅間の線路式地内で。

毎日新聞 2009/6/21 25 列車事故

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉澤　祥匡、（同）吉澤　紀子、（同）石澤　無涯 埼玉新聞 2009/6/22 11 埼玉俳壇
牛乳をもっと飲んで　深谷などの若手酪農家　若手酪農家ミルクマン絵本作成　ご当地ヒー
ロー「白き勇者ミルクマン」の絵本をこのほど製作した。２８日に深谷市の上柴ショッピングセ
ンター「サングリーン」で行われるミルクマンショーで販売を開始する。　ミルクマンは、小さな
子どもたちや保護者に牛乳好きになってもらおうと、３年前に深谷市や寄居町の若手酪農

埼玉新聞 2009/6/24 15 絵本製作

中学陸上通信競技埼玉大会 ［６月１３日熊谷市］第５５回全国日本中学校通信陸上競技埼
玉大会が、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場で行われた。　【男子の記録】▽１年１，５００
ｍ　⑦濱野勝貴（寄居城南）

朝日新聞埼
玉少年・少
女スポーツ）

2009/6/24 286-1・2 中学陸上

◆寄居で住宅火災　２３日午後３時半ごろ、寄居町富田の団体職員（６６）方から出火。木造
２階建て住宅約２５０平方㍍のうち１階部分約６０平方㍍を焼いた。

埼玉新聞 2009/6/25 15 火災

女性みこし　担ぎ手募集　寄居町商工会は、７月１２日に同町で行われる「よりい夏祭り」で、
「女性みきおし」の担ぎ手の女性を募集している。

読売新聞 2009/6/25 32 女性みこし

短歌・俳句　俳句　■星野　光二選　寄居・小渕美津子、同・町田　節子 毎日新聞 2009/6/25 22 短歌･俳句
よみうり文芸　［川柳］　岡部　美雄　選　寄居町　町田　節子 読売新聞 2009/6/26 34 よみうり文芸
ホンダが縁でスクラム　寄居と小川の商工会　合同スタンプラリー　来月１日から　寄居町と
小川町の商工会は合同でスタンプラリーを７月１日から始める。スクラムを組んで地域の活
性化を目指す。８月３１日まで。

埼玉新聞 2009/6/26 13 スタンプラリー

名物の女性みこし担ぎ手募集中　（寄居町）寄居町の夏の風物詩「よりい夏祭り」が今年も７
月１２日（日）に行われる。

埼北よみうり 2009/6/26 745-3 女性みこし

町の特産　梅もぎ体験　寄居・折原小３、４年　歴史や効能も教わる　　学習場所：同町秋山
の大平農園

東京新聞 2009/6/28 26 梅もぎ体験

ミルクマンの声届け　牛乳普及へ若手酪農家が絵本　子どもたちにもっと牛乳を飲んでもら
おうと、深谷などの若手酪農家　若手酪農家ミルクマン絵本作成。　きょう深谷で初披露　こ
のグループは、深谷市や寄居町などの２０－３０代の若手酪農経験者や元牧場従業員ら９

東京新聞 2009/6/28 26 絵本製作

埼玉歌壇　関田　史郎　選　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2009/6/30 7 埼玉歌壇
高校野球埼玉大会　チーム紹介①　【小川】２竹下幸伸③寄居、３会田　祐恭③同、８亀井
祐希③男衾、１０米内山優人③城南、１１山口竜太郎③男衾、１３小瀬　雄太③城南　【熊谷
農】６○柴崎　泰志③寄居、【寄居城北・川本］１田英司②寄居、８柴崎真斗②同、１４竹田
佳祐①同　【滑川総合】７戸沢　秀志③城南　【松　山】１戸沢　龍一③同、２０大野　聡太③

毎日新聞 2009/6/30 23 高校野球

歓声が聞こえる　０９高校野球　胸の名　僕らのチーム　［１］始まりと終わり　山村学園ＶＳ寄
居城北・川本　弟の学校と連合」

朝日新聞 2009/7/1 31 高校野球

高校野球埼玉大会　チーム紹介②　【熊谷】１２馬場達三②寄居　【熊谷西】８杉山　拓也② 毎日新聞 2009/7/1 23 高校野球
県会一般質問から主なやりとり　森田俊和氏（自民、熊谷市【質問】県内には警報機も遮断
機もない、いわゆる第４種踏切が１３０ある。うち１０６は秩父鉄道のものだ。多数の第４種踏
切を抱える寄居町では、多発する事故を受け、２００７－０８年、廃止に協議した。しかし、住
民の生活道路を確保するため、踏み切りを存続する選択をしたという。

埼玉新聞 2009/7/2 2 県会一般質問

短歌・俳句　ハイク■星野　光二選　寄居・町田　節子，同・小渕美津子 毎日新聞 2009/7/2 24 短歌・俳句
<北関東支部夏季大会>リトルシニア関東連盟北関東支部夏季大会は６月２８日、浦和リトル
シニアグラウンドなどで１回戦１０試合が行われた。▽１回戦　狭山５－６寄居

毎日新聞 2009/7/2 12 少年野球

高校野球埼玉大会　チーム紹介③　【児玉白楊】９松岡　　肇①寄居、１２今井　啓太①同、
１３星　　龍也①同

毎日新聞 2009/7/2 23 高校野球

６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：１３，５８１　人口（総
数：３６，１６７　男：１７，８８１　女：１８，２８６）

埼玉新聞 2009/7/3 3 県推計人口

寄居日和　　ぶらっと再発見　渡辺恭伸　日本料理　喜楽　食がつなぐ人と生命 埼玉新聞 2009/7/3 13 寄居日和
子どの接し方　真剣に討論　「親学講座」開く　【寄居】寄居町の　「親学講座・第１回学習
会」が同町中央公民館でこのほど開かれた。

埼玉新聞 2009/7/3 13 親学講座

ホンダ新工場「歓迎」合同スタンプラリー　寄居と小川両商工会　　期間は８月３１日まで。ス
タンプ台紙は３万部製作した。

朝日新聞 2009/7/3 29 スタンプラリー

小学生バレー　埼玉大会　全国目指す４０チーム　７月４、５日の「第２９回全日本バレー
ボール小学生大会」県決勝大会出場する男女４０チームが決まった。東京体育館などで８
月１１日から始まる全国大会を目指す選手たちを紹介。［用土ＪＶＣ］　井田　勝美監督

読売新聞 1900/1/3 30 バレーボール

高校野球埼玉大会　チーム紹介④おわり　【熊谷工】３辰　　優輔③寄居、　４大沢　俊介③
男衾、１２稲山　雄亮②城南　【埼玉栄】１８田島　一成③城南

毎日新聞 2009/7/3 24 高校野球

花火大会で暑気払い　県内２９カ所で開催　［２００９年夏　花火大会］　８月　大会名：寄居
玉淀水天宮　開催日：１日　開催場所：玉淀河原　打ち上げ数：４５００　問い合わせ電話：０

埼玉新聞 2009/7/5 13 花火

絵本で牛乳好きになる　若手酪農家の手作りヒーロ参上　深谷市や寄居町の若手酪農家の
グループが、牛乳好きの子どもを増やしたいと、絵本「白き勇者ミルクマン」を出版した。　園
児・保護者に良さＰＲ (１部７００円　◎問い合わせ：県牛乳普及協会　０４８・５８３・７１１２）

朝日新聞 2009/7/7 33 手作り絵本

リトルシニア＜北関東支部夏季大会＞リトルシニア関東連盟北関東支部夏季大会は４、５の
両日、浦和リトルシニアグラウンドなどで、２、３回戦の恵２１試合が行われた。　▽２回戦　熊

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/7/7 6 少年野球

ヒットチャート　【アルバム】１０　初　延長戦を続ける大人たちへ　馬場俊英 東京新聞 2009/7/8 14 ヒットチャート
短歌・俳句　俳句　■　星野　光二選　寄居・町田　節子、同・小渕美津子 毎日新聞 2009/7/9 20 短歌・俳句
紫の香り　寄居町秋山地区の中間平などで、北米減産のハーブ「エキナセアが薄紫色の花
を咲かせている。　１１、１２日は中原平緑地公園で「寄居エイナセア祭」が開かれ。

読売新聞 2009/7/9 33 エキナセア

あす開幕　第９１回全国高校野球　埼玉大会　第９１回全国高校野球選手権埼玉大会は１０
日、県営大宮球場で開幕。　【組み合わせ】：山村学園×寄居城北　（１１日初②）

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/7/9 9 高校野球

よみうり文芸　俳句　倉橋　羊村　選　寄居町　町田　節子 読売新聞 2009/7/10 32 よみうり文芸



イベントガイド　［花火大会］　◆寄居玉淀水天宮祭　８月１日午後７時～９時、寄居の玉淀
河原（少雨決行、荒天中止）。

読売新聞 2009/7/10 32 花火大会

何色のカエル？　金色のオタマジャクシ川の博物館で展示　【寄居】　寄居町小園の県立川
の博物館で、金色のオタマジャクシが展示されている。色素細胞の異常によるもので「成長
したら何色のカエルになるの？」と関心を集めている。

埼玉新聞 2009/7/10 13
川の博物館（展
示）

教育について熱く討論　（寄居町）　小・中学生の子どもを持つ親同士が教育について討論
する試みが６月２７日、寄居町中央公民館で行われた。　参加したのは寄居町町内小・中学
校のＰＴＡ会長や保護者など約３０人。

埼北よみうり 2009/7/10 第746-7 親学講座

高校野球　チーム紹介　※同一記事（毎日新聞　朝刊で４回に分けて紹介　　６／３０①　２
３面、７／１②　同面、７／２③　同面、７/３④　２４面）

埼玉新聞 2009/7/10
高校野球（5・７・
9・13・16・17面）

高校野球ワイド　第９１回全国高校野球　埼玉県大会　統廃合で最後の行進　最後の川本
球児今年は弟が一緒　寄居城北・川本　やはり統合で今年最後となる川本は寄居城北と連
合チームで出場。川本唯一の　いで練習に通い、１時間かけて自宅へ帰る。

埼玉新聞 2009/7/11 6 高校野球

ＮＴＴドコモカップ第１９回埼玉県フレッシュミニバスケットボール大会　全県下から過去最高
の４４５チームが参加　１２日から７４会場で開催。［北部地区］会場名：寄居町総合体育館
７月１８日（土）（男子・女子）寄居ミニバス、寄居スパークル

埼玉新聞 2009/7/11 12
ミニ・バスケット
ボール

０９夏物語　高校野球埼玉大会　師弟で臨む最後の舞台　白球で結ばれた師弟がいる・高
校野球埼玉大会に寄居城北との合同チームで出場する川もとの森勝吾選手と監督の飯田
貴司さん11（４２）だ。

埼玉新聞 2009/7/12 19 高校野球

ミルクマン　読んで　飲もう　酪農家ら　ショーを絵本に　牛乳の消費拡大を目指そうと、深谷
市の若手酪農家を中心としたグループ「ミルクプロジェクト」がオリジナル絵本を発行した。
グループは、深谷市で酪農を営む小林誠さん（３２）の呼びかけで２００６年夏に結成され
た。現在のメンバーは、深谷市と寄居町の若手酪農家ら８人。

読売新聞 2009/7/12 31 ミルクマン絵本

第９１回全国高校野球　埼玉大会　第２日は１１球場で１、２回戦が行われ。〔きょうの勝敗〕
川越初雁球場▽１回戦　寄居城北６－０山村学園　※同一記事（産経新聞　朝刊　２０面、
東京新聞　同　２２面、産経新聞　同　２０面、読売新聞　同　３０面、毎日新聞　同　２３面，

埼玉新聞 2009/7/12 1・17 高校野球

◇昨日の県内気温◇寄居＝最高：２８．０　最低：１８．７ 埼玉新聞 2009/7/13 17 気温
埼玉歌壇　沖ななも選　（寄居）松村章子、（同）長谷川みち子 埼玉新聞 2009/7/14 9 埼玉歌壇
最後の部員　弟にバトン　寄居城北・川本　森　勝吾　選手　連合チームとして２年続けて初
陣を突破した寄居城北・川本

読売新聞 2009/7/14 28 高校野球

高校野球ワイド　第９１回全国高校野球　埼玉県大会　川越初雁球場：▽飯能南５－１寄居
城北・川本　※同一記事（朝日新聞　朝刊　３４面）

埼玉新聞 2009/7/14 12 高校野球

ホンダ工場歓迎　スタンプラリー　自動車大手「ホンダ」の新工場稼働が予定されている寄
居、小川両町の商工会は、買い物客向けの「合同スタンプラリー」を実施している。 寄居町
商工会は「街おこし事業として地域を盛り上げたい」としている。応募は８月31日まで。

読売新聞 2009/7/14 28 スタンプラリー

高校野球〔熱球譜〕一足先に「一つの学校」寄居城北・川本　森勝吾選手（３年）　弟と一緒
に合同チームで全力を尽くした森勝吾選手＝川越初雁球場にて

東京新聞 2009/7/14 26 高校野球

夏祭り・花火ガイド（下）●寄居玉淀水天宮祭　８月１日１９時、寄居町の荒川・玉淀河原で。 毎日新聞 2009/7/15 24 夏祭り・花火ガ
０９総選挙　埼玉の選択　県内では１４日現在、１５の選挙区に５３人が立候補を予定してい
る。◆小選挙区の区割り◆▽１区＝秩父・本庄・深谷市、熊谷市の一部（旧江南町）、秩父

毎日新聞 2009/7/15 25 総選挙

県スポーツ少年団ミニバスケットボール【６月２８日、行田市】第９回県北部地区スポ少ミニバ
スケットボールの決勝及び県北カップ決勝が行田グリーンアリーナで行われた。【スポ少予
選】＜男子決勝リーグ＞寄居６４－３２東松山南、寄居４３－２２本庄ビクトリーズ　（④寄居）

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポ）

2009/7/15 第２８７－１
ミニバスケット
ボール

短歌。俳句　短歌■水野　昌雄選　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 2009/7/16 22 短歌・俳句

「男衾」の名　後世に　寄居　住民協力で道標設置　古代から残る地元の地名を後世に伝
えていこうと、寄居町の男衾地区の住民たちが「武蔵野国男衾郡（おぶすまごうり）」と刻ん
だ道標を地区の入り口に二カ所に設置し、除幕式行った。

埼玉新聞 2009/7/16 15
道標設置（男
衾）

蛍光管をガラス作品に　情熱込めて輝き再び　寄居町のガラス作家の夫妻、井上敏広さん
（４３）と片根美和子さん（４６）は、蛍光管の再生ガラスを使ったガラス工芸品の制作に取り
組んでいる。同町寄居の「おさんぽぎゃらりいすがや」で作品展も１９日まで開催中。　〔寄居
のガラス作家夫婦〕風鈴など展示も　１９日まで

埼玉新聞 2009/7/17 13
ガラス工芸（蛍
光管）

衆院選各選挙区の情勢④　［１１区］民主は唯一　独自候補断念　●予想される顔ぶれ●
◆１１区　新井　悦二５１　自現①、　黒田　嘉寛５４　諸新、小泉　龍司５６　無元②

毎日新聞 2009/7/19 21 衆院選

中学学校総体　熊谷東、寄居に大勝　○ラグビー　（第２日・熊谷荒川ラグビー場）　▽準々
決勝　熊谷東９７－５寄居

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/7/19 5 ラグビー

中学学校総体○ソフトボール　（第１日・毛呂山大類ソフトボール場ほか）１回戦　所沢６－４
寄居城南

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/7/19 5 ソフトボール

中学学校総体○（第１日・春日部総合体育館ほか）【男子】▽１回戦　川口東７５－３７寄居
城南

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/7/19 5
バスケットボー
ル

埼玉俳壇　内野　修　選　（寄居）吉澤　紀子、（同）石澤無涯 埼玉新聞 2009/7/20 5 埼玉俳壇
第２０回彩の国・埼玉ピアノコンクール予選　出場者一覧　本選目指し、実力発揮！　【ＥＦ
部門】８月１３日（木）さいたま芸術劇場小ホール　２２人　▼Ｆ部門（１２：４５～）山口　茜（寄

埼玉新聞 2009/7/20 7 ピアノ

総選挙　埼玉１１区　立候補予定３人　新井　悦二５１　自（町）前①　病院福井院長、黒田
嘉寛５４　諸　新　幸福実現党員、小泉　龍司５６　無　元②　（元）衆院予算委員

読売新聞 2009/7/22 34 総選挙

総選挙　唯一の空白１１区民主「擁立せず」 読売新聞 2009/7/22 35 総選挙
「金色」オタマジャクシ　寄居・県立川の博物館　寄居町の県立川の博物館で、珍しい「金色
のオタマジャクシ」（ニホンアマガエル）が展示されている。１匹はカエルになり、ほかも今月
中にカエルになるという。

朝日新聞 2009/7/23 35
川の博物館（展
示）

陸上（第１日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場）男女１４種目が行われ。【女子】▽砲丸投
げ　④神庭（寄居男衾）１１㍍６０

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/7/23 10 陸上

○卓球　（第１日・上尾運動公園体育館）　男女の団体が行われた。　男女とも上位６校が関
東中学校大会（８月８－１０日・越谷総合体育館）に出場する。　【女子】▽団体準々決勝
松伏３－２寄居　▽同５、６位決定戦リーグ　①寄居３勝

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/7/23 10 卓球

愛着ある地名を後生に残したい（寄居町） 埼北よみうり 2009/7/24 第747-2 地名（男衾）
スポット★ライト　切り紙でつくる独特の世界　切り紙作家　室岡　昭子さん（寄居町） 埼北よみうり 2009/7/24 第747-3 切り紙
埼北の花火大会情報　◆８月１日（土）寄居玉淀水天宮　寄居町玉淀河原　８月１日（土）１
９時～２１時　約４５００発

埼北よみうり 2009/7/24 第747-11 花火



東洋大空手部　１年男子が水死　河川敷で新歓　東洋大川越キャンパスの空手部が今月５
日、寄居町の荒川河川敷で新人歓迎会を行い。

埼玉新聞 2009/7/24 19 水難

寄居町立小教諭を減給処分　県教委は２３日、重傷事故を起こしたとして寄居町立小学校
の女性教諭（２７）を１カ月間、減給十分の一にする懲戒処分にした

東京新聞 2009/7/24 24 懲戒処分

○陸上　（最終日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場）男女１６種目が行われた。【男子】▽
走り高跳び　⑤神谷　寄居城南　１㍍７３

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/7/24 13 陸上

図書館キャラ「Ｋｉｚｚｙ］活躍中　【ゆるキャラ図鑑】寄居町立図書館のマスコットキャラクター
産経新聞 2009/7/25 21

図書館キャラク
ター

０９衆院選　情勢展望　１１区　新井　悦二５１　自　前①、黒田　嘉寛５４　諸　新、小泉　龍
司５６　無　元　※同一記事（東京新聞　朝刊　２６面）

読売新聞 2009/7/28 31 衆院選挙

短歌・俳句　短歌　■水野　昌雄選　寄居・町田　節子　俳句　■星野　光二選　同・小渕美 毎日新聞 2009/7/30 22 短歌・俳句
寄居の飲食店で６人食中毒　１人がサルモネラ菌　県は２９日、寄居町桜沢の飲食店「鈴」
で食事をした県内の男女６人が下痢などの症状を訴え。

朝日新聞 2009/7/30 35 食中毒

よみうり文芸　短歌　藤井　恒世　選　寄居町　町田節子 読売新聞 2009/7/31 31 よみうり文芸
遺物が語る人々の交流　寄居・県立川の博物館「埼玉圏の原始・古代人」展　寄居町小園
の県立川の博物館は、特別展「埼玉圏の原始・古代人」展を３１日まで開催している。

埼玉新聞 2009/8/1 13
県立川の博物
館

写彩０９　舟山車を彩る５千発の花火　寄居で水天宮祭　景勝地として知られる寄居町の玉
淀河原で「寄居玉淀水天宮祭」が１日行われた。

埼玉新聞 2009/8/2 1 水天宮祭

産学官でＮＰＯ支援　学生が活動取材▼ネット立正大学社会福祉学部ボランティア活動推
進センターの学生は、同地域活動センター館内（熊谷市、深谷市、寄居）にある約９０のＮＰ
Ｏの事務所などをを月に１回訪問し、活動などを取材。

読売新聞 2009/8/2 28 ＮＰＯ

高校総体　３１日　◇陸上◇　▽男子５０００㍍予選通過者　１組　③設楽啓(武蔵野越生＝
男衾中出身）１４分２１秒１１

読売新聞 2009/8/2 28 高校総体

高校総体ｉｎ近畿　（１日）　第５日は奈良県などで１１競技が行われ。［陸上］【男子】▽５０００
㍍決勝　⑥楽啓（武蔵越生）１４分２秒６２　※同一記事（読売新聞　朝刊　８面）

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/8/2 高校総体

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）大野 埼玉新聞 2009/8/3 7 埼玉俳壇
15選挙区の情勢　④　１０区前職と元せめぎ合う　０９総選挙　１１区「元刺客」「離党組」争う 朝日新聞 2009/8/3 29 総選挙
第５０回県吹奏楽コンクール地区大会（２日）　【北部】≪中学Ｂ≫金賞　寄居（以上県大会 朝日新聞 2009/8/3 29 吹奏楽
県アｍゴルフ第６予選　あす高坂ＣＣ　高レベルの争い予想　ゴルフの第３１回埼玉県アマ
選手権第６予選は５日、高坂ＣＣ・岩殿コースで開催される。　【アウト】⑥８：３７　大久保常

埼玉新聞 2009/8/4 8 ゴルフ

職人に学ぶ　ものづくり　自分の形　に愛着　職人が直接教えてくれる「ものづくり体験教
室」人気だ。　埼玉県寄居町の廃蛍光管リサイクル業「ウム・ヴェルト・ジャパン」では、水銀
除去した粉末状のガラス「カレット」を使用。会社専属のガラス工芸家のサポートで、オリジ
ナルコップに作り直す体験教室を開いている。

東京新聞 2009/8/4 9 ものづくり

中日写協撮影会　きょうから作品展　４日から、小川町立図書館町民ギャラリーで開かれる。
９日まで開催。　入賞者は次の皆さん　▽入選　木島宏（寄居町）

東京新聞 2009/8/4 20 写真

短歌・俳句　短歌　■水野　昌雄選　寄居・町田　節子　俳句　■星野　光二選　同・小渕美 毎日新聞 2009/8/6 22 短歌・俳句
７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：１３，６０１　人口（総
数：３６，１５３　男：１７，８７２　女：１８，２８１）

埼玉新聞 2009/8/7 3 県推定人口

大人になっても　金　寄居町小園の県立川の博物館のニュジアムジョップで、金色のアマガ
エルが展示され。注目を集めている。

埼玉新聞 2009/8/8 1
川の博物館（展
示）

衆院選　公示前の情勢　〔埼玉〕１１区（自）<秩父市、本庄市、深谷市など>　新井　悦二５１
自（町）前、黒田嘉寛５４　諸　新、小泉龍司５６　無　元

日本経済新
聞

2009/8/8 27 衆院選

関東中学大会　◇卓球　（第１日・越谷総合体育館）【女子】▽団体ステージＦ組　寄居１勝 埼玉新聞ス
ポーツ

2009/8/9 7
関東中学大会
（卓球）

●行方不明の男性の遺体発見　寄居町鉢形の荒川で９日午前、泳いでいて行方不明に
なったさいたま市南区四谷の会社員、１０日午後２時３５分ごろ発見される。※同一記事（毎
日新聞　朝刊　１９面、読売　同　２３面、朝日　同　２３面、

産経新聞 2009/8/11 18 水難事故

ゴーヤを販売　みどりの基金へ　寄居町商工会　寄居町商工会は会館の壁面緑化のため
栽培しているゴーヤの実を販売している。売上金は全額「彩の国みどりの基金」に寄付する

埼玉新聞 2009/8/11 15
寄居商工会
（ゴーヤを販売）

寄居が３勝目【リトルシニア】<北部ブロックリーグ>リトルシニア関東連盟北関東支部の北部
ブロックリーグは８、９お両日、行田運動公園野球場などで５試合が行われた。寄居が宇都
宮に９－３で快勝し３勝目。

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/8/11 8 少年野球

中学学校総体（１０日）◇卓球（最終日・越谷総合体育館）▽シングルス１回戦敗退者　新井
（寄居）、仙波（同）

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/8/11 12
中学学校総体
（卓球）

中国出身の歌手１５日コンサート　寄居・風布地区　朝日新聞社と森林文化協会による「に
ほんの里１００選」に選ばれた寄居町風布地区で１５日、中国北京出身のバリトン歌手萑宗
宝さん（４９）＝神奈川県海老名市在住＝が無料のミニコンサートを開く。

朝日新聞 2009/8/12 21 コンサート

●柔道【７月２５日、上尾市】　平成２１年度県中学校総合体育大会柔道の最終日、上尾市
の県立武道館で団体戦が行われ。　【女子団体戦の記録】▽準々決勝　川口西中３－０寄
居男衾中

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポ）

2009/8/12 第289-2 卓球

【７月２３日、上尾市】　平成２１年度県中学校総合体育大会卓球の部が７月２２日と２３日に
上尾運動公園体育館で行われ。　●卓球　【女子団体ベスト１６の記録】寄居中３ー本庄東
中　▽準々決勝　松伏中３－２寄居中

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポ）

2009/8/12 第289-3 卓球

朝採りエコゴーヤはいかが（寄居町寄居町商工会で「緑のカーテン」として栽培している
ゴーやが見事に育ち、壁面を緑の葉が覆っている。

埼北よみうり 2009/8/14 第748-3 エコゴーヤ

皆野寄居有料道路を通ると　ブドウ農園入場無料に　埼玉県道路公社は１５日から秩父地
域の６つのブドウ農園と共同で観光振興キャンペーンを始める。　観光振興

日本経済新聞 2009/8/15 31
観光振興（皆野
寄居有料道路）

皆野で秩父音頭まつり　太鼓や笛に合わせ踊り披露　７４チーム、１４４０人が参加　関東三
大民謡の一つと言われる「秩父音頭」発祥の地の皆野町で１４日、「「秩父音頭まつり」が行
われ。「寄居町カタクリ」のチームが参加。

毎日新聞 2009/8/15 23 秩父音頭まつり

書法展受賞者　篆刻、調和体部門　（１３、１４日に続き、読売書法展の入賞、入選者を紹介
します）◇調和体部門◇　<入選>【寄居町】松橋艸路

読売新聞 2009/8/15 30 書道展

木と触れ合い寄居で催し　木材の魅力を体感してもらおうという「木とのふれあいフェスタ」
が３０日、寄居町三ヶ山の木造住宅加工業「「サイモクホーム」の敷地内で開催される。

読売新聞 2009/8/16 37
木とのふれあい
フェスタ

埼玉歌壇　杜澤光一郎選　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2009/8/18 11 埼玉歌壇
１６日のスポーツ　第９１回全国高校野球　９１　〔第７日〕１６日の第７日は２回戦４試合。第２
試合は帝京（東東京）が序盤の猛攻で、１１年ぶり出場の敦賀気比(福井）を破った。帝京５
－１敦賀気比　（帝京のメンバー②原口（城南中卒）

毎日新聞 2009/8/18 18 高校野球



選挙人名簿　登録者５８１万人　前回より１２万人増　総選挙の公示を控え、建選挙管理委
員会は１７日、同日現在の県内の選挙人名簿登録者数が発表した。　◇選挙人名簿登録
者数◇　（１７日現在、県選管発表）〔１１区〕寄居町：男性１４，９６２　女性１５，２３２　計３０，
１９４　区計：男性１７９，４０６、女性１８３，９０２、計３６３，３０８

朝日新聞 2009/8/18 36 選挙人名簿

郵政選挙の争い、再び　今回は民主なし　〔１１区〕前回の郵政選挙で自民党が二分された
１１区。前回は「刺客」の自民党公認の新井候補と、無所属で雪辱を期す元自民の小泉候
補の戦いとなった。民主候補のいない県内唯一の選挙区。※同一記事（読売新聞　朝刊

毎日新聞 2009/8/19 25 衆議院選

〔埼玉〕１１区　新井悦二５１自民前①、黒田嘉寛５４諸新、小泉龍司５６無　元②　●比例 読売新聞 2009/8/19 13・33 衆議院選
〔埼玉〕１１区　新井悦二５１自民前①：社会保障に力入れる、黒田嘉寛５４諸新　景気・回
復・国防に情熱、小泉龍司５６無　元②政治家自ら範を示せ

埼玉新聞 2009/8/20 10 衆議院選

第９１回全国高校野球　９１　帝京　幸運呼ぶ誤算　苦しんでサヨナラ　帝京４－３九州国際
大付　（帝京のメンバー②原口（城南中卒）

毎日新聞 2009/8/20 25 高校野球

〔埼玉〕１１区　新井悦二５１自民前①、黒田嘉寛５４諸新、小泉龍司５６無　元②　●比例
定数２０　小泉、支持を集める

読売新聞 2009/8/21 34 衆議院選

０９■注目ルポ　衆院選　　攻守変わって因縁対決　〔１１区〕　新井悦二５１自民前①、黒田
嘉寛５４諸新、小泉龍司５６無　元②

読売新聞 2009/8/21 35 衆議院選

第１４回全日本高校・大学生書道展県内入賞者（読売新聞社、日本書芸院主催。25～30
日大阪市立美術館）◇展賞【松山女子高】石山恵里奈（寄居町）

読売新聞 2009/8/21 34 書道展

第８８回全国高校サッカー埼玉大会　１５８校で１次予選Ｔ　決勝Ｔからシード８校参戦 　あ
す開幕（２２日）　１次予選Ｔ組み合わせ　◎浦和ルーテル×寄居城北（22日　２６日　２９日
チ試合会場：入間向陽　③試合開始時間：１４時３０分）

埼玉新聞 2009/8/21 8 サッカー

風刺で描く命の尊厳　宮沢賢治原作の舞台　寄居であすから　寄居町を中心に活動してい
る劇団お伽座は、宮沢賢治原作の「フランドン農学校のぶた」を、２２日から同町鉢形のアク
トスペース鉢形で上演する。

埼玉新聞 2009/8/21 15 演劇

小泉氏が一歩先行　１１区（１１面）、小泉氏を新井氏追う　【１１区】(27面） 毎日新聞 2009/8/22 １１・27 衆議院選
帝京緊急継投１年生重圧　「打ち損じた」　「打ち損じた」という三邪飛で帝京の最後の打者
になった原口（城南中卒）。県岐阜商６－３帝京　※同一記事（朝日新聞　同日　朝刊　２０

毎日新聞 2009/8/23 21 高校野球

第５２回県合唱コンクールが２２日、さいたま市南区の市文化センターで開幕した。【彩の国
の部】▽銀賞　寄居城北高校コーラス部（彩の国賞）

毎日新聞 2009/8/23 37 合唱コンクール

衆議院選　小選挙区５４候補の主張③　１１区新井悦二５１自民前①、黒田嘉寛５４諸新、小
泉龍司５６無　元②

読売新聞 2009/8/23 34 衆議院選

〔朝日・東大共同調査〕１１区３人の候補者への調査　項目　●候補者の各争点へのスタン
ス●政策・政治スタンス●連立政権への参加　（前記への回答）

朝日新聞 2009/8/23 31 衆議院選

埼玉俳壇　星野光二選　（寄居）石澤　無涯、（同）吉澤祥匡、（同）吉澤　紀子 埼玉新聞 2009/8/24 5 埼玉俳壇
各区の中盤情勢　衆議院県内１５小選挙区　無所属小泉に勢い　【１１区】新井悦二５１自民
前①、黒田嘉寛５４諸新、小泉龍司５６無　元②

埼玉新聞 2009/8/24 6 衆議院選

【選挙権】テーマ投稿　政治不信克服へ　政策論争活発に　寄居町・大野順一（６３歳） 埼玉新聞 2009/8/24 7 テーマ投稿
埼玉夏の陣―０９衆院選―４　【１１区】小泉対小泉の戦い　保守分裂再び　新井陣営　世
代交代アピール

東京新聞 2009/8/24 26 衆議院選

０９総選挙　「刺客」と元職再対決　１１区「郵政選挙の象徴」から４年　新井氏　小泉元首相 　寄居 2009/8/24 37 衆議院選
２１人が入選　日本伝統工芸展　第５６回日本伝統工芸展の入賞、入選者が２５日付で発表
され、県内から２１人が入選した。同展は９月２５日から１０月４日まで東京・日本橋三越本店
で開催される。県内の入賞者は次の通り。【陶芸】原清（寄居町）

朝日新聞 2009/8/25 28 工芸展

埼玉歌壇　杜澤光一朗選　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2009/8/25 12 埼玉歌壇
【衆院選立候補者アンケート】１１区（「秩父市、深谷市など）項目（景気・雇用、年金、医療、
子育て、自身の約束）（３人の候補者の回答）

埼玉新聞 2009/8/26 15 衆議院選

アイデア凝らした　いかだで荒川下り　寄居の名物行事　　寄居町の名物行事「荒川いかだ
下りｉｎ2009」が、ＪＲ八高線鉄橋下河原をスタート地点に行われ約１．９㌔下流のカワセミ河

東京新聞 2009/8/27 22 荒川いかだ下り

埼玉県民に必要な施策は？　１１区３候補者へのアンケート　その回答 朝日新聞 2009/8/27 34 衆議院選
８／３０　木材に触れるイベント（寄居町）　寄居町の材木店・サイモクホーム工場（寄居町
三ヶ山３８９－５）で８月３０日（日）、「木とのふれあいフェスタ」が行われる。

埼北よみうり 2009/8/28 7
木とのふれあい
フェスタ

県内小選挙区の投票者数と投票率　１１区　寄居町　有権者数：３０，０５９　投票者数：男１
０，３０６　女１０，５００　計２０，８０６　投票率（％）：男６９．２１　女６９．１７　平均６９．１９　※
同一記事（産経新聞　同日　朝刊　９面、読売新聞　同日　同　１６面）

埼玉新聞 2009/8/31 6 衆議院選

小泉氏「４年前の雪辱」【１１区】 産経新聞 2009/8/31 16 衆議院選
埼玉歌壇　今月の選者　関田　史郎氏　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2009/9/1 7 埼玉歌壇
【比例選市区町村別得票】　寄居町　民主：８，４５８　自民：５，０００　公明：２，８１２　共産：
１，６０７　社民：６８６　みんな：８８６　国民：４９６　日本：１８１　幸福：１３３　●与党VS野党
〔小選挙区でみる比例選得票率　１１区　寄居町　与党３９

読売新聞 2009/9/1 34 衆議院選

サッカー　県シニアリーグ（８月２～２３日・九里学園グラウンドほか）◇４０北部▽第１０節　寄
居１－１小鹿野　▽第１１節　行田２－０寄居

読売新聞 2009/9/2 31 サッカー

ホンダ寄居建設で暴力団排除を確認　協議会第３回総会　寄居町に建設中のホンダ寄居
新工場にかかわる業者らによる暴力排除連絡協議会の第３回総会がこのほど行われ。

埼玉新聞 2009/9/2 13
ホンダ（暴力排
除協議会）

ホンダ寄居工場視察　埼玉労働局　安全対策を確認　埼玉労働局は２日、寄居町富田のホ
ンダ寄居新工場で公開合同パトロールを実施した。

埼玉新聞 2009/9/3 11 ホンダ

８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：１３，６０７　人口（総
数：３６，１３２　男：１７，８６９　女：１８，２６３）

埼玉新聞 2009/9/3 3 県推計人口

リトルシニア　<北関東支部秋季大会>　リトルシニア関東連盟北部支部秋季大会は８月３０
日までに、庄和リトルシニアグラウンドなどでＡ－Ｆの６組に分かれた予選リーグ３９試合が行
われた。▽Ｄ組　寄居（２敗）３－１０（２勝）　（５回コールド）

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/9/3 9 少年野球

全労済カップ争奪　第３４回　埼玉県スポーツ少年団少年軟式野球交流大会　北部ブロック
の抽選会が長瀞中央公民館で行われ、出場３３チームの組み合わせが決定した。第１日（９
／５）第２日（９／６）最終日（９／１３）　●用土コルツ×小鹿野カージナス、●根住少年野球
（深谷）×中町ジュニア、●マッキーズ×江南ファイターズ、●本庄共和ベィスターズ×城南

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/9/3 9 少年野球

短歌・俳句　俳句■星野　光二選　寄居・小渕美津子 毎日新聞 2009/9/3 22 短歌・俳句
よみうり文芸　川柳　岡部　美雄　選　寄居町　田中美枝子 読売新聞 2009/9/4 29 よみうり文芸
肺炎球菌ワクチン予防接種費用　助成自治体増す　飯能や入間　インフル重症化防止　県
疾病対策課によると、昨年度に県内の自治体で肺炎球菌ワクチンの予防接種の助成制度
があったのは秩父市と寄居町の２市町だけ。

朝日新聞 2009/9/4 31 予防接種



県スポーツ少年団柔道親善大会　第１３回県スポーツ少年団柔道親善大会兼県民総合体
育大会柔道少年の部は８月３０日、県武道館で小中学生の男女が参加して行われ。「個人
成績」【男子】▽小学生１年以下　②大館京悟（男衾柔道クラブ）　▽中学１年③杉田敏也
（同）▽同２年　②菅原祥（同）▽同３年　②栗田柊（同育成会）③佐藤幸一郎（同）

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/9/4 7 柔道

埼玉俳壇　今月の選者　松本　旭氏　（寄居）石澤　邦彦、（同）吉澤　紀子 埼玉新聞 2009/9/7 5 埼玉俳壇
はにかみファンサービス　埼玉懸信用金庫がプロゴルファーの石川遼選手（１７）を応援する
ため立ち上げた「さいしん遼・応援クラブ」が７日、寄居町の森林公園ゴルフ倶楽部でファン
イベントを開催し、石川選手ら４人のプロが参加した。※同一記事（埼玉新聞　朝刊　同日

産経新聞 2009/9/8 22 ゴルフ

第３４回　埼玉県スポーツ少年団少年軟式野球交流大会　○北部（５、６日・長瀞町総合グ
ラウンド）　▽２回戦　用土コルツ（寄居）０－２７小鹿野カージナルス（４回コールド）、根住少
年野球（深谷）１９－１中町ジュニア（同）（５回コールド）、マッキーズ（同）５－７江南ファイ
ターズ（熊谷）（５回コールド）、城南キングフィッシャーズ（同）３－６本庄共和ベイスターズ

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/9/8 9 少年野球

第31回県アマチュアゴルフ選手権大会　決勝が１０、１１の２日間、岡部チサンカントリークラ
ブ・美里コース（７０８４ヤード）で行われる。〔決勝第１ラウンド組み合わせ〕アウト【６７名】１０
組　８：３５　代　紀幸（寄居）

埼玉新聞 2009/9/9 10 ゴルフ

冒頭など同時通訳　地裁・２件の強盗傷害罪　比国人被告にタガログ語　　あなたも●裁判
員　意見異なる傍聴席で審議を見守った傍聴人の感想は：寄居町の男子会社員（２７）は

毎日新聞 2009/9/9 15 裁判員

秋の自然学習特集　かわはく埼玉県立川の博物館　秋期　企画展　川と海を旅するする魚
たち　会期：９／２６（土）～１１／２３（月）

毎日新聞 2009/9/10 11 川の博物館

短歌、俳句　俳句■　星野　光二選　寄居・小渕美津子、同・町田　節子 毎日新聞 2009/9/10 22 短歌・俳句
リトルシニア　<北関東支部秋季大会>　リトルシニア関東連盟北部支部秋季大会は５、６の
両日、浦和リトルシニアグラウンドなどでＡ－Ｆの６組に分かれた予選リーグ３０試合が行わ
れＡ、Ｃ組で日程が終了。▽Ｄ組　飯能東（１勝２敗）７－５寄居（３敗）

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/9/10 8 少年野球

水質保全、浸水防止に需要な下水道　 [川の国埼玉」実現へ水環境を創造」　【荒川左岸
南部流域下道】【荒川左岸北部流域下水道】【中川流域下水道】　【荒川右岸流域下水道】
【荒川上流域下水道】【古利根川流域下水道】【利根川右岸流域下水道】【古利根川流域下

埼玉新聞 2009/9/10 6
下水道（荒川の
水質保全）

商工業と農林業連携で活性化を　寄居商工会が研修会　【寄居】研修会を９月から開催し
ている。４日に行われたオープニングセミナーでは、花畑牧場の生キャラメルをヒットさせた
田中義剛さんの講演を行った。※同一記事（埼北よみうり　同日　朝刊　８面）

埼玉新聞 2009/9/11 13 寄居商工会

プラネタリュム・天体観察で宇宙の旅へ　○寄居町児童館（かわせみ荘内） 場所：寄居町保
田原３２１【問合せ】０４８（５８１）３８６１

埼北よみうり 2009/9/11 1 プラネタリュム

ギャラリー　ほっと一息　のんびり遊び　寄居在住の作家三人展　９月１５日（火）～１７日
（木）１０時３０分～２０時　日本料理　喜楽２Ｆ大広間（寄居町）

埼北よみうり 2009/9/11 6 ギャラリー

第３４回　県北中学校バスケットボール大会（熊谷市）埼玉県秋季ジュニアバスケットボール
大会地区予選を兼ねた標記大会の決勝戦と３位決定戦が８月２９日、熊谷市民体育館で行
われ。３位決定戦・女子　秩父ニ中７１－６３寄居中

埼北よみうり 2009/9/11 第７５０
バスケットボー
ル

【部活】［頑張る県北の中学生］　第４５回　寄居町立寄居中学校　野球部　１年生８人、２年
生９人、計１７人の部員。

埼北よみうり 2009/9/11 7 部活

４地区１４９校参加　きょう予選開幕　秋季高校野球県大会　地区予選が、１１日から始まる。
１４９校が、東西南北の地区に分かれ、計１３球場で戦う。【北部地区】＝３５校　○１４日熊
谷公園１２：３０　寄居城北×小川

朝日新聞 2009/9/11 34 秋季高校野球

根古屋城跡　初の発掘　横瀬　戦国期、北条家の拠点 (今の寄居町にあった鉢形城主の
北条氏邦が１５７２年に書いた「北条氏邦印判状」の写しによると、氏邦は上杉謙信の侵攻
からこの地域を守るため、朝見伊賀守に根古屋城を任せ、城主としたとの内容が記されて

読売新聞 2009/9/15 30
城跡（根古屋
城）

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）石澤　無涯 埼玉新聞 2009/9/14 5 埼玉俳壇
埼玉歌壇　関田　史郎　選　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2009/9/15 7 埼玉歌壇
秋季高校野球県大会地区予選（１４日・県営大宮球場ほか）▽１回戦【北部】　寄居城北３ 読売新聞 2009/9/15 30 秋季高校野球
地域の芸術家応援　寄居　日本料理店で」作品展　寄居町寄居の日本料理店「喜楽」で寄
居在住作家の３人展「ほっと一息　のんびり遊べ」が１７日まで開かれている。

埼玉新聞 2009/9/16 15 作品展

◆女性に暴行、窃盗容疑で男２人逮捕（寄居署）　寄居署は１６日。 埼玉新聞 2009/9/17 15 犯罪
６人の学芸員が多彩に荒川解説　２０、２１日、県立川の博物館　【寄居】寄居町小園の県立
川の博物館で「かわはく秋のスペシャルデイズ」が２０、２１日に行われる。

埼玉新聞 2009/9/18 15
県立川の博物
館

基準地価　全地点で下落　７５年の調査開始後初めて リーマンショック後の不況響く　◇寄
居町　（住）寄居大正寺１１９９－１１　５２（　５３）、（住）同茅刈４７３－７　４７（　４８）、（住）富
田広屋２９０１－１２　３２（　３３）、（住）用土鷹ヶ谷戸２３３２－３　２０（　２１）、（住）鉢形甘粕
原１５２２－１１　２８（　２９）、（住）立原前耕地４５２－２　２０（　２０）、（商）寄居菅原１５４８－３
５１（　５３）、（商）寄居栄町９４４-１　５６（　５９）、（商）寄居樋ノ下７１８－１７　３６（　３７）　※１
平方㍍当たり単価１０００円、カッコ内は前年価格　、同一記事（埼玉新聞　同日　朝刊　８

朝日新聞 2009/9/18 28 基準地価

秋季高校野球県大会地区予選（１８日・飯能市民球場ほか）▽１回戦　【北部】東農大三７
－１寄居城北

読売新聞 2009/9/19 32 秋季高校野球

新型インフル対策で　セミナー　寄居町商工会　寄居町商工会は１７日、中小企業向けの
新型インフルエンザ緊急対策セミナーを開いた。

埼玉新聞 2009/9/20 11
新型インフル対
策セミナー

県北中学バスケットボール　第３４回県北中学生バスケットボール大会が８月２２～２９日、熊
谷市民体育館などで行われた。▽準々決勝　寄居７７－６９本庄南▽準決勝　熊谷大里７３

さいたま報知 2009/9/20 3
中学バスケット
ボール

食虫植物、スコープで観察　寄居・県立川の博物館　寄居町の県立川の博物館で２０日、
「かわはく秋のスペシャルｄａｙｓ」があり、荒川をテーマにしたガイドや食虫植物の世界の紹

朝日新聞 2009/9/21 25
県立川の博物
館

飲酒運転はお仕置きよ　寄居、乙姫ちゃん登場　２１日から始まった秋の全国交通安全運
動に合わせて、寄居町桜沢の寄居警察署前の交差点に、町民手作りの交通安全啓発ドー

埼玉新聞 2009/9/21 1 交通安全ドール

津久井　政子（つくい・まさこ＝津久井幹雄・寄居町長の母）２１日死去、９５歳。※同一記事
（読売新聞　同日　朝刊　２９面）

朝日新聞 2009/9/24 27 訃報通知

よみうり文芸　川柳　岡部　美雄　選　寄居町　町田節子 読売新聞 2009/9/25 30 よみうり文芸
新型インフルから企業を守る（寄居町）　企業向けの新型インフルエンザ対策セミナーが１７
日、寄居町商工会館で行われた。主催は寄居町商工会。

埼北よみうり 2009/9/25 第７５１－３
新型インフル対
策セミナー

遼くん　フアン感謝祭に１６００人）寄居町・小川）　埼玉県出身のプロゴルファー・石川遼選
手を応援する「さいしん遼・応援クラブのファン感謝祭が７日、寄居町牟礼の森林公園ゴル
フ倶楽部で行われた。

埼北よみうり 2009/9/25 第７５１－４
ゴルフ（フアン
感謝祭）

名人は小学１年生　ふかや緑の大国　ザリガニ釣り大会　深谷市櫛引の市民の森「ふかや
緑の大国　」で、第１回ザリガニ釣り大会が開かれた。数の部は、寄居町の五十畑新之助君
が（桜小１年）が２３匹で優勝。

埼玉新聞 2009/9/29 15 ザリガ二釣り



１１０周年記念乗車券　６枚で名所案内に　秩父鉄道、あす発売　１０月１日から発売。　上
武鉄道時代の熊谷－寄居間の乗車券と入場券のレプリカ１枚も付いている。

埼玉新聞 2009/9/30 15
秩父鉄道記念
乗車券

サッカー　県シイアリーグ(１３日・古河スカイグラウンド）◇４０北部▽第１３節　児玉１－０寄 読売新聞 2009/9/30 31 サッカー
短歌・俳句　短歌■水野　昌雄選　寄居・町田　節子 毎日新聞 2009/10/1 24 短歌・俳句
県立川の博物館　「旅する魚」の秘密探る　サケ、アユの生態紹介　寄居町小園の県立川
の博物館は、秋期企画展「川と海を旅する魚たち」を１１月２３日まで開催している。【寄居】

埼玉新聞 2009/10/2 12
県立川の博物
館

９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：１３，５９１　人口（総
数：３６，０８７　男：１７，８４９　女：１８，２３８）

埼玉新聞 2009/10/2 3 県推定人口

一揆まん延も　新型インフルエンザ　国基準の「流行」入り　県試算　７万人が感染　うがい、
手洗いの励行を　■対策　寄居町商工会は９月に緊急セミナーを開催。

毎日新聞 2009/10/4 21
新型インフルエ
ンザ

雲間にのぞく月参加者から拍手　寄居で月見の会十五夜の中秋の名月を楽しむお月見の
会が３日夜、寄居町鉢形の国史跡鉢形城跡三の丸曲輪公園であった。

東京新聞 2009/10/5 20 お月見の会

埼玉歌壇　今月の選者　沖　ななも氏　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2009/10/6 6 埼玉歌壇
〔今週のテーマ　運動会〕　大きな声で歌った　自営業　坂本太志男６８　（寄居町桜沢） 読売新聞 2009/10/6 29 ひろば
「川との共生」感じて　荒川を撮る会が写真展　あすまで都内　荒川流域在住の写真家らが
集まった「荒川を撮る会」創立１０周年記念の写真展が東京都港区赤坂の富士フイルムフォ
トサロンで８日まで開かれている。

埼玉新聞 2009/10/7 18 写真展

秋の園遊会招待者（園遊会は２２日、東京・赤坂御苑で）【地方公共団体の長及び議会の
議長】津久井幹雄（寄居町長）　※同一記事（埼玉新聞　同日　朝刊　２２面）

読売新聞 2009/10/8 26 秋の園遊会

関東連盟秋季大会出場チ－ム②　【熊谷】〔メバー〕②木村将悟（捕手・寄居男衾中２年）③
神田凌汰（内野手・同城南中２年）⑦本間大介外野手・同男衾中２年）

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/10/8 9 高校野球

○彩の国は　お祭り大国勇壮、華麗に厳選６５祭り（４１・４０面）:【４月】（２５）北條まつり（寄
居町）　開催日時＝第２日曜日　開催場所＝寄居町大字鉢形、【８月】（４５）水天宮祭（同）
開催日時＝第１土曜日　開催場所＝玉淀河原周辺

埼玉新聞 2009/10/8 4１・４０ お祭り

多彩が生んだ物語多彩な舞台を巡る　「ノン子３６歳（家事手伝い）」　大人の恋愛映画　ノ
ン子とマサルが会話する寄居町の橋は「ノン子橋」っていう名所になっている。　ロケ地：寄

埼玉新聞 2009/10/8 53・52
らき　すたｉｎサイ
タマ

親を対象にした　教育講演会（寄居町）　寄居町教育委員会主催の親学講座（講演会５回、
学習会２回の計７回）第３回目の講演会が３日、愛媛大学非常勤講師の若松進一さんを講
師に迎え寄居町中央公民館で行われた。

埼北よみうり 2009/10/9 3 親学講座

第２２回寄居町映画会（映画）　禅　ＺＥＮ  １０月２５日（日）①１１時～②１４時～　寄居町中
央公民館※’同一記事（埼玉新聞　同日　朝刊　１６面）

埼北よみうり 2009/10/9 6 映画

なるほど　寄居学〔県立川の博物館：学芸員が語る自然・民俗〕－１－赤トンボ　旅から戻る 埼玉新聞 2009/10/9 16 寄居学
「忘れずに申請を」　定額給付金　期限を迎える３２自治体　◆まだ申請できる自治体と期限
は次の通り▽１５日＝寄居町

毎日新聞 2009/10/10 21 定額給付金

今度は「女子ラッパー」　深谷在住の映画監督入江さん　熊谷でプールロケ「３部作」に意欲
入江監督は「撮影地は熊谷市や深谷市、寄居町で、１０月中旬まで行う予定。

埼玉新聞 2009/10/10 13 映画

ミルクマンＰＲに奮闘　熊谷　畜産物の魅力をアピールしようと、「彩の国　畜産　牛乳乳製品
フェア２００９」が１０日、熊谷市須賀広の県農林研究センター畜産研究所で開かれ、親子連
れ１万人でにぎわった。会場では、深谷市の若手酪農家らを中心としたグループ「ミルクマ
ンプロジェクト」が、牛乳を題材としたオリジナルアクションを披露した。寄居町の斉藤剛史さ
ん「（２７）が演じるヒーロ役の」ミルクマン」が現れると、子どもたちは大喜び。※ミルクマン（Ｅ
サク）の絵本は寄居町立図書館で所蔵しています。

読売新聞 2009/10/11 23 ミルクマン絵本

埼玉俳壇　内野　修選　（寄居）石澤　無涯　（同）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2009/10/12 5 埼玉俳壇
街ふれあい　乙姫ちゃん登場　◆寄居◆国道１４０号と２５４号が交わる交差点に、今年も巨
大人形が登場し、交通安全を訴えている。寄居地区交通安全協会らで組織する交通安全
ドールＳＰ委員会が、３０年ほど前から手がけている。５８体目となる。

読売新聞 2009/10/14 35 交通安全ドール

短歌･俳句　俳句■星野　光二選　寄居・小渕美津子、同・町田　節子 毎日新聞 2009/10/15 26 短歌･俳句
陸上競技　〔９月２７日、川越市〕平成２１年度東日本女子駅伝競走大会選考会兼中学生長
距離記録会が９月２７日、川越市運動公園陸上競技場で行われた。【男子１５００ｍ】⑦高田
拓哉（寄居城南）４分３５秒８２

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポ）

2009/10/15 第２９３－１ 陸上

書道　全国書写書道大会　【８月８日、東京都】公募大会で金賞を受賞した人が出場できお
る「書写の甲子園」ともいえる夏の席書大会、第２１回全国書写書道大会席書大会が、国立
オリンピック記念青少年総合センターで行われ。　【川越市教育委員会教育長賞】橋本　歩
（寄居用土小５年）、【守谷市議会議長賞】橋本ゆうか（同２年）

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポ）

2009/10/15 第２９３－3 書道

北条氏邦と真田昌幸　安房守２人の特別展　鉢形城歴史館　【寄居】戦国時代にともに安
房守を名乗った鉢形城主の北条氏邦と、信濃上田領（現長野県）を支配した真田昌幸の資
料を集めた展示が、鉢形城歴史館で１１月２３日まで行われている。会館５周年を記念した

埼玉新聞 2009/10/16 15 鉢形城歴史館

【話題スポット】　県内最終処分場の残り容量　ごみ　１０年で満杯　■００年度が処分ピーク
県循環推進課によると、県内で埋め立てを受け入れて入れている最終処分場は２６カ所あ
り、いずれも公営。最大の埋め立て容量をもつ寄居町の県環境整備センター（２９０万１千立
方㍍）や。　処分能力向上計画なし

埼玉新聞 2009/10/18 1
ごみ最終処分
場

埼玉歌壇　沖ななも選　（寄居）松村　章子 埼玉新聞 2009/10/20 12 埼玉歌壇
●寄居で２人組強盗　１９日午後７時４０分頃、寄居町用土の雑貨店敷地内で、自動販売機
で飲料水を買った美里町の男性会社員が。

読売新聞 2009/10/20 31 犯罪

情報公開度　埼玉市民オンブズマン・ネットワークは、県と県内７０市町村の情報公開度ラン
キングを発表した。■県と市町村の情報公開度の合計点　●自治体名：寄居町　点数：２１
※埼玉市民オンブズマン・ネットワーク調べ

朝日新聞 2009/10/20 30 情報公開度

帝京高・原口選手「どの球団でも」　寄居町役場で心境を語る　今夏の甲子園に出場し、９
月の日米親善野球にも出場した、寄居町の原口文仁さん（１７）＝東京・帝京高校＝が２０
日、同役場を訪れ、津久井幹雄町長に応援のお礼を伝えた。　（城南中卒）

朝日新聞 2009/10/21 25 スカウト

●寄居で路上強盗　１９日午後７時４０分頃、寄居町用土の雑貨店敷地内で、美里町の男
性会社員が自動販売機で飲料水を買い、車に戻ろうとしたところ、後から来た二人組みの

埼玉新聞 2009/10/21 15 犯罪

短歌･俳句　短歌■水野　昌雄選　寄居・高橋　達男　俳句■星野　光二選　同・小渕美津 毎日新聞 2009/10/22 26 短歌･俳句
なるほど　寄居学〔県立川の博物館：学芸員が語る自然・民俗〕－２－日本水　英雄が飲ん
だ「一杯水」

埼玉新聞 2009/10/23 13 寄居学

町民の力作９４点　２５日から絵画展　中央公民館【寄居】寄居町寄居の中央公民館で「第１
０回よりい絵画展」が２５日から行われる。　１１日１日まで。

埼玉新聞 2009/10/23 13 絵画展



見ところ紹介　赤や黄色が彩る　埼北の紅葉　○中間平緑地公園（寄居町）【見ごろ】１１月
中旬～１２月初旬　【アクセス】秩父鉄道「寄居」駅からから車で１５分【問合せ】℡０４８（５８
１）３０１２　寄居町観光協会

埼北よみうり 2009/10/23 1 紅葉

県教育局は２２日、１０年度の公立高校の生徒募集人員を発表した。　２０１０年度公立Ｊ高
校募集人員　【総合学科】寄居城北　男・女：共　募集人員：240　転編入枠：１

朝日新聞 2009/10/23 30
公立高校募集
人員

叙位叙勲　（２３日）　正六位　吉田幸太郎氏（元川本町立川本北小学校長）寄居末野＝９
月２４日死去

読売新聞 2009/10/24 32 叙勲

男子第６０回全国高校駅伝県予選　都大路目指す６８校〔１〕来月」６日号砲、熊谷スポーツ
文化公園周辺　◎深谷商（１９）　１区：新井　謙一　２年（寄居城南）、補：坂本　純一　２年
（寄居城南）◎進修館（３０）　３区：新井　広汰　２年（寄居男衾）、４区：新江　暢　２年（寄居
城南）、◎小川（１３）　２区：大久保直哉　１年（寄居）、４区：山崎　大亮　1年（寄居城南）、５
区：牧野真輝　1年（寄居城南）、補：佐々木良輔　2年（寄居城南）

埼玉新聞 2009/10/25 8 高校駅伝

男子第６０回全国高校駅伝県予選　都大路目指す６８校〔２〕来月」６日号砲、熊谷スポーツ
文化公園周辺　◎寄居城北（４４）6区：鈴木　裕也　2年（寄居城南）

埼玉新聞 2009/10/26 12 高校駅伝

平成21年度自動車関係功労者国土交通大臣表彰（表彰式は３０日、東京･霞ヶ関の国土交
通省で）【貨物運送関係】▽広瀬三郎（廣瀬運輸代表取締役）寄居町 読売新聞 2009/10/27 34

自動車関係功
労者国土交通
大臣表彰

<フレッシュマン大会>リトルシニア関東連盟北関東支部のフレッシュマン（1年生大会）は２５
日、富士見市リトルシニアグラウンドなどで1回戦12試合が行われた。▽1回戦　寄居３－１

埼玉新聞 2009/10/27 9 少年野球

県スポ少野球北部ブロック結成記念大会　第28回スポーツ少年団野球部会北部ブリック結
成記念大会は18日、寄居運動公園などで開会式と1回戦が14試合が行われた。▽1回戦長
幡イーグルス（上里）8－９中町ジュニア（寄居）６回コールド、城南キングフィッシャーズ（同）

埼玉新聞 2009/10/27 9 少年野球

身近な自然絵に文に　コンクール受賞者決定　来月3日表彰式　第25回「私たちの自然を
守ろう」コンクールの受賞者が決まった。11月３日、さいたま市大宮区1丁目の大宮ソニック
シシティで、表彰式が開かれる。●作文部門・小学生の部【朝日新聞社賞】▽染次広大（寄
居町立用土小6年）　【金賞】▽柳那瀬里菜（同3年）

朝日新聞 2009/10/27 30
「私たちの自然
を守ろう」コン
クール

男子第６０回全国高校駅伝県予選　都大路目指す６８校〔4〕来月」６日号砲、熊谷スポーツ
文化公園周辺　◎東農大三（１７３）７区：伊藤　銀河　３年（寄居男衾）

埼玉新聞 2009/10/28 8 高校駅伝

日本全土を測った根気と執念の軌跡　煮脳忠敬日本測量２１０周年記念　完全復元伊能図
全国巡回フロア展埼玉開催　　〔埼玉県内の測量ルート〕　　◎【第８次測量】宿泊日・旧暦
（西暦）：文化１１（１８１４）年５月　旧暦：５月１３日（西暦：６月３０日）、宿泊地：寄居、現市町
村名：寄居町、宿泊宅：三朗兵衛

埼玉新聞 2009/10/28 10・11
伊能図全国巡
回展

彩の国小学生陸上クラブ交流会　【１０月１７日、熊谷市】第１４回彩の国小学生陸上競技ク
ラブ交流大会が熊谷スポーツ文化公園陸上競技場で行われた。　〔女子の記録〕▽６年１０
０ｍ②野澤李帆（男衾学童）１３秒９２　▽走り幅跳び　③吉田紅葉（同）３ｍ９９

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポ）

2009/10/28 第２９４－2 陸上

男子第６０回全国高校駅伝県予選　都大路目指す６８校〔５〕来月」６日号砲、熊谷スポーツ
文化公園周辺　◎立教新座（４８）：７区新井　優希　３年（寄居）、武◎武蔵越生（63）：１区
設楽　啓太　３年（寄居男衾）、３区設楽　悠太　３年（同）、７区高倉　祐樹　１年（同）、◎正
智深谷（８３）；（補）戸沢　聡志　２年（寄居城南）

埼玉新聞 2009/10/29 10 高校駅伝

短歌・俳句　短歌■水野　昌雄選　寄居・町田　節子 毎日新聞 2009/10/29 24 短歌･俳句
ＤＲＡＦＴ２００９　ドラフト会議　２９日。【セ・リーグ】指名選手　■阪　神　⑥原口　文仁　１７
帝京高（城南中卒）

読売新聞 2009/10/30 27 ドラフト会議

県教育局は２9日,来春の中学校卒業予定者の進路希望状況を発表した。　〔２０１０年度公
立Ｊ高校進学希望状況〕　【総合学科】寄居城北　男・女：共　入試募集人員（Ａ）：2３９　進
学希望者：男９６　女111　計207（Ｂ）　競争率Ａ／Ｂ＝0．87　競争率昨年同期＝0．83

読売新聞 2009/10/30 32
公立高校募集
人員

作文コンクール埼玉県審査　「第５９回全国小･中学校作文コンクール」の県審査で、計１１７
６点の応募作品から、小学校低学年、同高学年、中学校の３部門の特選１点、入選４点、佳
作５点がそれぞれ選ばれた。表彰式は２５日にさいたま市で行われた。◆入選◆【小学校低
学年の部】◎「ずっと、弟でいたかった」～ぼく、お兄ちゃんでいないと、いけないの？～」寄
居町立寄居小３年　内田侑希（古川佳代子教諭）

読売新聞 2009/10/30 34 作文コンクール

阪神６位→帝京高・原口捕手　「実力をつけ１軍に上がりたい帝京高校の原口文仁捕手（１
７）＝寄居町＝が阪神タイガースに６位で指名された。（城南中卒）

朝日新聞 2009/10/30 29 ドラフト会議

今週のホームラン　１０月２５日＝佐藤凌２本、松本豊（マッキーズ） 埼玉新聞 2009/10/30 9 今週のホームラ
秋の陽浴び 実る　風布、小林げミカン狩り 【寄居】寄居町のミカン山で、ミカン狩りが始まっ
た。　１０月２０日からオープンし、紅葉が色づく１１月中旬ぐらいが最盛期。　◎問い合わせ
は寄居町観光協会（℡０４８・５８１・３０１２）

埼玉新聞 2009/10/30 19 ミカン狩り

女子第２１回全国高校駅伝県予選　都大路目指す２１校〔上〕６月号砲、熊谷スポーツ文化
公園周辺　◎鴻巣女（５４）：３区中島　菜穂　１年（寄居）

埼玉新聞 2009/10/31 9 女子高校駅伝

女子第２１回全国高校駅伝県予選　都大路目指す２１校〔下〕６月号砲、熊谷スポーツ文化
公園周辺　◎本庄東（１８４）：（補）島田　江里　２年（寄居男衾）

埼玉新聞 2009/11/1 ？ 女子高校駅伝

「気流」　交流で一石二鳥　自営業　坂本大志男６８（埼玉県寄居町） 埼玉新聞 2009/11/1 10 投稿
埼玉俳壇　今月の選者　星野　光二選　（寄居）石澤　　邦彦、（同）吉澤　紀子 埼玉新聞 2009/11/2 5 埼玉俳壇
【わが家の文化】―テーマ投稿　雑の中の宝物　発見する喜び　寄居町・大野順一（６３歳） 埼玉新聞 2009/11/2 7 投稿
◆寄居で空き家全焼　１日午前３時４０分ごろ、寄居町鉢形の空き家から出火。 埼玉新聞 2009/11/2 13 火災
全日本大学駅伝　６位までの記録　◎順位：②東洋大（関東）　タイム：５．２４．４０　２区（１
２．２㌔）：宇野（寄居町在住）⑧39.38

朝日新聞 2009/11/2 19 大学駅伝

埼玉歌壇　今月の選者　杜澤　光二郎　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2009/11/3 7 埼玉歌壇
＜フレッシュマン大会＞リトルシニア関東連盟北関東支部のフレッシュマン（１年生）の大会
は１日、さいたま市中央リトルシニアグラウンドなどで２回戦１６試合が行われた。▽２回戦

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/11/3 9 野球

秋の叙勲県内２２３人　秋の叙勲が３日付けで発令された。　【旭日双光章】▽峯岸秀典（中
小企業振興）７０寄居　※同一記事（毎日新聞　同日　朝刊　２４面、東京新聞　同日　朝刊
２４面、読売新聞　同日　朝刊　３２面）

朝日新聞 2009/11/3 30 秋の叙勲

１０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：１３，５８６　人口（総
数：３６，０6７　男：１７，８３５　女：１８，232）

埼玉新聞 2009/11/4 3 県推計人口

ふれあい教育賞４５団体を表彰　きずなづくりに寄与彩の国ふれあい教育賞の授賞式と発
表会が３日、さいたま市の大宮ソニックシティで行われた。▽表彰団体　寄居若竹認定こど

埼玉新聞 2009/11/4 18
ふれあい教育
賞

高校駅伝あす号砲（男・女）　熊谷市内で初開催　高速レース展開か【男子】　〔埼玉榮〕一
騎打ち必至〔武蔵越生〕　　武蔵越生は設楽啓の生きがいい―。双子の弟・設楽悠も、遜色
ない。―　【女子】Ｖ３へ埼玉榮盤石　地の利生かしたい熊女

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/11/5 11
高校駅伝（男
女）



なるほど　寄居学〔県立川の博物館：学芸員が語る自然・民俗〕－3－冬鳥　季節知らせる
使者（埼玉県立川の博物館学芸員・石井克彦）

埼玉新聞 2009/11/6 13 寄居学

ふるさとの祭典市の総合司会にヒデヨシ　１４、１５日に産業文化祭　【寄居】 埼玉新聞 2009/11/6 13 産業文化祭
あす準決勝　全国高校ラグビー埼玉大会　第８９回全国高校ラグビー埼玉大会　第５日は７
日、熊谷ラグビー場で準決勝が行われる。　攻守にスキのない大者＝深　谷×慶応志木＝
得意のＦｗ戦で対抗　　深谷はフィニッシャの両ＷＴＢ中島と大久保（寄居中卒）は脅威。 Ａ

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/11/6 10 ラグビー

全国高校ラグビー　あすベスト４対決　県予選の準決勝を展望　【深谷】ＶＳ【慶応志木】
【正智深谷】ＶＳ【浦和】（正智深谷は、パワーと機動力を合わせ持つ高橋洋丞選手（寄居中

毎日新聞 2009/11/6 24 ラグビー

武蔵越生　初Ｖ 全国区高校駅伝県予選・男子　創部２８年目の栄冠「長年の夢、実現に
１区の設楽啓太がスタート直後の飛び出して、５キロ過ぎには独断場となった。　※同一記
事（朝日新聞　同日　朝日　　２５面、東京新聞　同日　朝刊　２４・２５面）

埼玉新聞 2009/11/7 1 高校駅伝

平成２０年度県内尾市町村個人市町村民税納税率一覧　市町村名：寄居　納税率（％）
（現在：９６．４　計：８９．６）

埼玉新聞 2009/11/10 11
市町村民税納
税率

埼玉歌壇　杜澤　幸一郎　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2009/11/10 12 埼玉歌壇
◆対向車線をはみ出した車の男子大学生が死亡（小川）８日午前５時４５分ごろ、小川町の
国道２５４号パイパで、寄居町富田、大学生男性（２０）の軽乗用車が。

埼玉新聞 2009/11/10 15 交通事故

ロードレース　第３９回小鹿野大会（１０月１８日・小鹿野町役場周辺）◇３㌔▽中学２･３年男
子　③内田健太（寄居城南中）◇１㌔▽小学生女子③野澤梓（城南ク）

読売新聞 2009/11/11 33 ロードレース

私たちの自然を守ろう」コンクール　【１月３日、さいたま市】第２５回私たちの自然を守ろう」
コンクールの表彰式大宮ソニックシティであり、絵画、ポスター、作文４９５５点の応募作品の
中から銅賞までの１７５名に表彰状が渡された。◇作文部門・小学生の部　【朝日新聞社
賞】染次広大（寄居用土６）【金賞】柳那瀬里菜（どう３）【銀賞】井上卓磨（同６）、岡本理奈

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポ）

2009/11/11 第２９５－1

「私たちの自然
を守ろう」コン
クール

短歌･俳句　俳句■星野　光二選　寄居・小渕美津子 毎日新聞 2009/11/12 26 短歌･俳句
よみうり文芸　【川柳】　岡部　美雄　選　寄居町　町田　節子 読売新聞 2009/11/13 32 よみうり文芸
「桜の名勝地」へ　苗木６５本を植樹　【寄居】寄居町の町民らのグループ「荒川グリーングリ
ン」は７日、ＮＰＯ法人育桜会などの支援を受けて、同町用土の本田グラウンド西駐車場脇
に桜の苗木６５本を植樹した。

埼玉新聞 2009/11/13 13 植樹

埼玉県民の日お得に遊べる特典情報　◎川の博物館〔寄居町〕 埼北よみうり 2009/11/13 1 遊び
地場産だから新鮮！安心　埼北の旬　その３２　みかん（寄居町・東秩父村） 埼北よみうり 2009/11/13 8 ミカン狩り
荒川の四季の表情や水辺の生き物、流域の人々の暮らしぶりなどを収めた写真集「残した
い・伝えたい　荒川」、プロ・アマ写真家の「荒川を撮る会が発刊した。　荒川１０年の変遷
「撮る会」が写真朱「流域のしぜん後世に」

読売新聞 2009/11/13 30 荒川を撮る会

訪ねて　あの舞台　映画「ノン子３６歳（家事手伝い）２００８年（秩父など）　撮影されたのは、
秩父市下吉田の椋神社。　ロケのほとんどは近くの寄居町で行われた。　祭り再現　禰宜の

読売新聞 2009/11/14 34 映画

埼玉俳壇　星野光二　選　寄居・石澤　無涯、吉澤　紀子、（同）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2009/11/16 5 埼玉俳壇
「百年の森」へ間伐・植樹　浦和・浦和一女高同窓会。寄居で　県立浦和・浦和一女高校同
窓会が１５日、寄居町風布の民有林で間伐・植樹活動を行った。

読売新聞 2009/11/16 33 「百年の森」

第４回日本小学生・中学生書道紙上展　力いっぱい堂々と　各学年のベスト１００を選定
小中学生を対象に「書く」ことを通じて豊かな心を養い、書写書道の向上を目的ちした「第４
回日本小学生・中学生書道紙上展」の第４回審査が行われ、全国から集まった１万７２２５点
の中から、学年ごとに「ベスト１００」が選ばれた。【ベスト１００のみなさん】■中学３年◇埼玉

読売新聞 2009/11/16 27 書道紙上展

第５２回埼玉文化賞　６部門８氏が受賞　埼玉県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する埼玉新聞社制定の第５２回埼玉文化賞の受賞者が決まっ
た。【芸術部門（美術）】　原　清（はら　きよし）氏（７３）陶芸家　（寄居町在住）　表彰式は２４
日午前１１時から、さいたま市浦和区の埼玉会館で。

埼玉新聞 2009/11/16 1 埼玉文化賞

第５２回埼玉文化賞　受賞者のピロフィル　鉄釉駆使する人間国宝　【芸術部門（美術）】
原　清（はら　きよし）氏（７３）　陶芸家　（寄居町在住）

埼玉新聞 2009/11/16 8 埼玉文化賞

埼玉歌壇　杜澤　光一郎選　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2009/11/17 12 埼玉歌壇
豊かな山　再生を　寄居・風布で森づくり　浦和高・一女高ＯＢが汗 埼玉新聞 2009/11/17 15 「百年の森」
関東高校駅伝２１日号砲　男子第６２回、女子第１８回関東高校駅伝は２１日、山梨県富士
河口湖西湖周辺コースに関東1都７県の予選を勝ち抜いた男女各４５校が参加して行われ
る。　初Ｖ狙う武蔵越生　　埼玉榮もメンバー復調　武蔵越生は県予選では１-３区で区間賞
を獲得し、先手必勝で逃げ切った。今大会もキーマンの設楽啓、悠の双子の兄弟を県予選
同様１、３区に配置。　◎武蔵越生　１区設楽　啓太　３年　寄居男衾、３区設楽　悠太　３年
同、４区小山　司　３年　同、６区高倉祐樹　１年　同　◎東農大三　７区伊藤　銀河　３年

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/11/18 1 関東高校駅伝

短歌・俳句　短歌■水野　昌雄選　寄居・高橋　達男　俳句■星野　光二選　同・町田　節 毎日新聞 2009/11/19 20 短歌･俳句
なるほど　寄居学〔県立川の博物館：学芸員が語る自然・民俗〕－4－北限のミカン園　北条
氏が持ってきた？（埼玉県立川の博物館学芸員・石井克彦）

埼玉新聞 2009/11/20 13 寄居学

あす　ちんどんフェス　１３組がパレード　川越　県内や関東などの素人チンドン１３チームを
集めた「小江戸川越素人ちんどんフェスティバル」が２１日、川越市新富町商店街で開かれ
る。参加チームは次の通り。▽寄居チンドン一座（寄居町）

埼玉新聞 2009/11/20 15
ちんどんフェス
テバル

寄居町立図書館で開館１０周年イベント　あすから　寄居町寄居の町立図書館（矢部伸昭
館長）は２１、２２日の両日、開館１０周年記念イベントを館内で開く。２１日は、布絵本の展
示や読み聞かせの「スペシャルおはなし会」などを企画。２２日は、熊谷市出身の若手監
督、たかひろや氏が手がけた長編青春映画「傘」の上映と監督の講演が行われる。

埼玉新聞 2009/11/20 28
町立図書館（開
館１０周年イベ
ント）

●寄居で住宅全焼　寄居町用土の自営業根岸好さん方から出火していると、１８日午後９
時ごろ、近くの住人から１１９番通報がった。寄居署によると、木造平谷建住宅約７０平方㍍
と、隣接する離れ約」１２平方㍍が全焼し。※同一記事（産経新聞　同日　朝刊　２１面、毎
日新聞　同日　朝刊　２３面、読売新聞　同日　　朝刊　２７面：石油スト＾ブ火元か　との火災

朝日新聞 2009/11/20 29 火災

◆民家２棟全焼（寄居）１８日午後９時ごろ、寄居町用土の不動産業根岸好さん方から出
火、寄居署によると。ストーブの消し忘れが原因と見られ、詳しく調べている。

埼玉新聞 2009/11/21 11 火災

埼玉榮　男子　３連覇　独走で３０度目の都大路　【関東高校駅伝】男子第６２回、女子第１８
回関東高校駅伝は２１日、山梨県富士河口湖西湖周辺コースに関東1都７県の予選を勝ち
抜いた男女各４８校が参加して行われ。〔県勢の成績〕【男子】⑥東農大三　２時間時１１分２
９秒（伊藤：寄居男衾）、⑦武蔵越生２時間１３分２０秒（設楽啓：同、設楽悠：同、小山：同）
※同一記事（毎日新聞　同日　朝刊　２３面）

埼玉新聞 2009/11/22 9 関東高校駅伝

〔地元野菜で料理コンテスト〕最優秀賞は藤野さん、関口さん　深谷市産業祭　深谷市の
ビックタートルで２１、２２日に行われた第４回深谷市産業祭で、オリジナル料理コンテストが
行われた。　最優秀賞に、子供の部は寄居町立鉢形小６年の藤野まみやさんの「ヤマトイモ

埼玉新聞 2009/11/24 13 料理コンテスト



リトルシニア＜北部ブロック長杯＞リトルシニア関東連盟北関東支部の北部ブロック長杯
は、１５、２１の両日、行田総合公園野球場などで決勝までが行われ。▽１回戦　行田１２－７

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/11/24 7 少年野球

ひと　であい　【催　し】◆「みかん狩りハイキング」（寄居）１２月１０日午前９時～午後３時。
内容は葉原峠道・寄居「風の道」ハイキング、風布みかん狩り。対象はおおむね５０歳以上
の方、定員５０人。問い合わせ：長瀞げんきプラザ（０４９４・６６・０１７７）

埼玉新聞 2009/11/25 13 ハイキング

短歌・俳句　俳句■星野　光二選　寄居･町田　節子、同・小渕美津子 毎日新聞 2009/11/26 22 短歌・俳句
スポット★ライト　全国駅伝高校に初出場の武蔵越生高校駅伝チーム　監督　北村　亮祐さ
ん（越生町）　全国駅伝県予選会が、１１月６日、熊谷市で行われ、武蔵越生高等学校が男
子の部で優勝。全国大会への切符を勝ち取った。　選手たちも初優勝で掴んだ自信を覗か
せる。今回１区を走った設楽　啓太くんは「エース区間を走るので誰にも負けないない気持

埼北よみうり 2009/11/27 第755-2 高校駅伝

ふるさとの祭典市地元の飲食店・企業で活気　（寄居町）寄居町の飲食店や企業が集結す
る「ふるさとの祭典市」が１５日、寄居町役場駐車場で行われた。

埼北よみうり 2009/11/27 第755-7 産業文化祭

インフルエンザ対策で学校に加湿器　寄居、12月議会に予算提案 埼玉新聞 2009/11/27 15 インフルエンザ
【寄居】渓畔林をの自然」うぃ語る　来月6日、川博で荒川ゼミ　寄居町小園の県立川の博物
館は、荒川ゼミナール「荒川の源流を訪ねて～源流の森林　渓畔（けいはん）林　の自然

埼玉新聞 2009/11/27 15
県立川の博物
館（荒川ゼミ）

寄居町　新型インフルエンザ発生時　事業継続計画策定　新型インフルエンザの流行によ
る行政機能の低下を防ぎ町民生活への影響を最小限に抑えようと、寄居町は26日「新型イ
ンフルエンザ発生時の事業継続計画」」を策定したと発表した。

毎日新聞 2009/11/27 27 インフルエンザ

卓球　【１１月１２日。上尾市】平成２１年度県中学校新人体育大会兼県総合体育大会卓球
の部の団体戦が１１月６日に、同じく１２日に個人戦が上尾運動公園体育館で行われた。
【男子団体ベスチ１６の記録】志木宗岡中３-０寄居城南中

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポ）

2009/11/28 2 卓球

埼玉俳壇　星野光二　選　（寄居）石澤　無涯　、（同）、吉澤　祥匡、（同）　吉澤　紀子 埼玉新聞 2009/11/30 5 埼玉俳壇
皆野寄居有料道路は　「秩父やまなみ」街道」　県道路公社、愛称名決定

埼玉新聞 2009/11/30 15
有料道路の愛
称名

埼玉歌壇　今月の選者　関田　史郎氏　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2009/12/1 12 埼玉歌壇
森と川を守ろう　荒川中学生サミット　県外から300人　秩父　奥秩父を源流とする荒川の上
流域の中学生が、森林や河川の環境保全について考える「荒川中学生サミット」が、秩父市
内で開かれた。秩父、熊谷、さいたま市、小鹿野、寄居町、東京都荒川区、足立の8中学校
の生徒代表や林業関係者ら約300人が参加。

埼玉新聞 2009/12/1 15
荒川中学生サ
ミット

読者が選ぶ県内１０大ニュース２００９埼玉　　冷め切り15日　⑪ホンダが寄居工場の稼働を
再延長（26日）自動車大手のホンダが、寄居町に建設中の新工場について、稼働時期を２
０１２年以降に再延長すると発表。

読売新聞 2009/12/2 34
県内１０大
ニュース

短歌・俳句　短歌■水の昌雄選　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 2009/12/3 24 短歌・俳句

なるほど　寄居学〔県立川の博物館：学芸員が語る自然・民俗〕－5－虫の冬越し　枯れ草
の中で春を待つ（埼玉県立川の博物館学芸員・石井克彦）

埼玉新聞 2009/12/4 13 寄居学

筝曲家宮城の世界を表現　6日、町立図書館　【寄居】寄居町寄居の寄居町立図書館は6
日、」筝曲家の宮城道雄の随筆と音楽を取り上げた朗読と琴の演奏会「宮城道雄の世界を

埼玉新聞 2009/12/4 13 筝曲演奏会

◆かわはくクリスマスイベント２３～２５日午前9時」～午後5時、寄居町の県立川の博物館 読売新聞 2009/12/4 34 クリスマス
第18回小学生作文コンクール　「わたしたちのまちのおまわりさん」　今ぼくの一番会いたい
人　低学年の部　内閣総理大臣賞　内田　侑希　君　（埼玉・寄居町立寄居小3年）

読売新聞 2009/12/4 27・32
作文コンクール
（まわりさん）

投書　審議拒否には歳費削減せよ　無職　南部敏明　（埼玉県寄居町７４） 朝日新聞 2009/12/5 16 投書
失念で駅通過　客降車できず　秩父鉄道波久礼駅　秩父鉄道は5日、寄居町波礼の秩父
線波久礼駅で、三峰駅発羽生行きの上り普通列車が停車せずに通過したと発表した。※同
一記事（読売新聞　同日　朝刊　33面、産経新聞　同日　朝刊　22面）

埼玉新聞 2009/12/6 15 鉄道（駅通過）

◎「おまわりさん」作文　おまわりさんとのふれあいをテーマにした第18回小学生作文コン
クール　「わたしたちのまちのおまわりさん」の表彰式が、東京都千代田区のグランドアーク
半蔵門で行われた。　内閣総理大臣賞に選ばれた内田侑希君（埼玉・寄居町立寄居小3

読売新聞 2009/12/6 38
作文コンクール
（まわりさん）

埼玉俳壇　今月の選者　松本　旭氏　（寄居）石澤　無涯、（同）吉澤　湘匡 埼玉新聞 2009/12/7 5 埼玉俳壇
【底流】「第４種」私鉄最多　秩父鉄道　踏切廃止　「遠回り嫌う住民が反発」と行田市　警報
機・遮断機なし　また事故　　２００７年には寄居町で３件の死亡事故が立て続けに起き、町
と県警、秩父鉄道が協議を重ねたが、町内１３か所の全廃を訴える鉄道の提案に対し、住
民の利便性などを理由に、事故が起きた２か所の踏切に警報機と遮断機を設置するにとど

読売新聞 2009/12/8 33 踏切廃止

寒～い　秩父で氷点下２．４度　８日。熊谷地方気象台によると、寄居で０。４度。 毎日新聞 2009/12/9 25 気温
【柔道】　［１１月９日、上尾市］平成２１年度埼玉県中学校新人体育大会兼県民総合体育大
会柔道の部が１１月９日と１０日の両日に県立武道館で行われた。【女子団体ベスト１６の記
録】寄居男衾中３－０行田西中、越谷富士中３－０寄居中

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポ）

2009/12/9 第２９７－３ 柔道

短歌・俳句　俳句■星野　光二選　寄居・町田　節子、同・小渕美津子 毎日新聞 2009/12/10 26 短歌・俳句
源流の森を脅かすシカ害の現状を語る　川の博物館で荒川ゼミ　【寄居】寄居町小園の県
立川の博物館は、荒川ゼミナール「荒川の源流を訪ねて～源流の森林　渓畔（けいはん）
林　の自然～」が行われた。横浜国立大学院環境情報研究員非常勤教員の比嘉紀さん（２
９）が渓畔林の機能や、シカの食害に悩まされている奥秩父の現状などについて語った。

埼玉新聞 2009/12/11 11
県立川の博物
館（荒川ゼミ）

風船アートと手品ショー（寄居町）　風船で動物などを作るバルーンア＾トと手品をミックスさ
せた「バルーンマジックショー」が１１月２９日、寄居町のかわせみ荘で行われた。

埼北よみうり 2009/12/11 3
かわせみ荘（風
船アート）

埼北　ハウスイルミ　自宅を華やかに彩るハウスイルミ　ネーション。○寄居町　Kさん宅　３
年前の新築を機にご主人の提案で始めたイルミ　ネーション。

埼北よみうり 2009/12/11 4 イルミネーション

埼玉歌壇　関田　史郎選　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2009/12/15 13 埼玉歌壇
風になれ０９都大路（上）　［男子　武蔵越生］　挑戦者らしい走りを　１１月の県予選で初優
勝し、創部２９年目でつかんだ都大路への切符。小山司主将は（３年）は「挑戦者らしく積極
的に走る」と２時間５分台を目標に掲げる。　【予想メンバー】１区設楽敬太３年、３区設楽悠
太３年、４区小山　司３年（前記３人は男衾中卒業）

毎日新聞 2009/12/16 25 高校駅伝

【記録ファイル】　［マラソン］　第17回小川和紙大会（１３日・埼玉伝統工芸館発着）【２㌔】◇
小学▽男子　②時田俊吾（男衾学童陸上）▽女子　③小池優佳（同）

読売新聞 2009/12/16 31 マラソン

寄居リトルシニア杯小学生軟式野球大会　第２回寄居リトルシニア杯小学生軟式野球大会
はこのほど、寄居運動公園で１回戦から決勝までが行われ。▽１回戦　上柴東フェニックス６
－１中町ジュニア（６回コールド）、マッキーズ２－３川本フレンズ、城南キングフィッシャーズ

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/12/17 7 少年野球



男子第６０回、女子第２１回全国高校駅伝は２０日、京都市西京極陸上競技場を発着点に
記念大会となる男子は１１の地区代表を加えた５８校、女子は４７校で争われる。【全国高校
駅伝　２０日号砲】　［男子］初出場の埼玉の武蔵越生は県予選を２時間９分０秒で制し、１
区設楽啓からトップを譲らない完全優勝。全国大会でも１―４区の前半勝負で８位入賞を目

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/12/18 11 高校駅伝

なるほど　寄居学〔県立川の博物館：学芸員が語る自然・民俗〕－6－お正月の迎え　山の
木で正月飾り（埼玉県立川の博物館学芸員・石井克彦）

埼玉新聞 2009/12/18 13 寄居学

良い子　演じる子どもたち　【寄居】　親学講座で香山さん講演　寄居町「親学講座」の第４
回講演会が１３日、中央公民館で行われ、精神科医で立教大学現代心理学部教授の香山
リカさんが「良い子　の心に何が起きているか」をテーマに講演した。

埼玉新聞 2009/12/18 13 親学講座

［⑪武蔵越生］【埼玉＝初出場】２時間９分０秒　監督　北村　亮祐（５１）１設楽啓太③　１４
分２秒　２設楽悠太③１４分７秒　４◎小山　司③　１４分４３秒　（前記の３人は男衾中卒）　と
もに５千㍍１４分１０秒を切る双子、設楽兄弟の活躍で県予選初優勝。都大路では入賞を目
指す。寄居男衾中時代はチームを全国中学校駅伝に初出場させた経験も。

毎日新聞 2009/12/19 20 高校駅伝

８位入賞へ柔軟起用　男子　武蔵越生　県予選では１５年ぶりに歴史を塗り変える快挙。前
回の全国高校駅伝３位で１５連勝の埼玉榮の猛追を振り切り、２時間９分０秒で初優勝を
飾った。目標は８位入賞。【予想オーダーと個人成績】１区設楽啓太　3年寄居男衾５０００㍍
べ１４分１４分２秒　県予２９分３５秒、２区高倉祐樹　１年　同　１４分５５秒　―、３区設楽悠
太　３年　同　１４分７秒　③２１分４７秒、④区小山　司　３年　１４分４３秒　④２５分１７秒、補

埼玉新聞 2009/12/19 7 高校駅伝

以心伝心の好敵手　双子の設楽啓太、悠太　　お互いをライバルと言い切る双子が、つい
に全国高校駅伝の舞台に立つ。武蔵越生の設楽啓太と悠太。諸学校の持久大会は「いつ

埼玉新聞 2009/12/20 7 高校駅伝

小川和紙マラソン　第１７回小川和紙マラソンが１２月１３日、埼玉全党工芸館を発着点に行
われた。【女子】▽２㌔小学生　③小池優佳(男衾学童陸上）７分３７秒【男子】▽３㌔中学生
④吉田豊（寄居男衾）１０分４秒⑥金子郁也（同）１０分９秒▽２㌔小学生②時田俊吾（同）７
分８秒⑤金子瑞輝（同）７分１６秒、⑥関口聖人（同）７分１８秒

さいたま報知 2009/12/20 2 マラソン

大凧、試し揚げ　元旦恒例の「寄居大凧揚げ」のため仕揚げが２０日、寄居町今市地区で行
われた。　１１年前に結成された地元の愛好家グループ「今市竹とんぼの会」が毎年元旦に
披露している。大凧は縦4.5㍍、横４．２㍍、１０月下旬から、地元産の竹や和紙などを材料
に、会員たちが手作りしてきた労作。

読売新聞 2009/12/21 26 大凧

兄が不調　弟カバー男子・武蔵越生　「悔しいです」。２９位でゴールした鈴木宏弥選手（３
年）は、うつむいて唇をかんだ。設楽啓太選手（３年）小山司主将（同）、小峯拓馬選手（２
年）の３選手は、１週間前にインフルエンザから回復したばかり。

毎日新聞 2009/12/21 25 高校駅伝

武蔵野越生２９位　初出場で全国の壁　全国高校駅伝　男子第６０回、女子第２１回全国高
校駅伝は２０日、京都市西京極陸上競技場を発着点コースで行われ。武蔵越生は１区の
エース設楽啓が２８位と出遅れた。３区設楽悠が１０人抜き２１位まで上げたが、その後は伸
びなかった。　◎初の大舞台で１０人抜きの快挙　３区設楽悠

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/12/21 19 高校駅伝

埼玉歌壇　関田　史郎選　（寄居）松村　章子 埼玉新聞 2009/12/22 12 埼玉歌壇
高齢者叙勲　（１月１日）▽瑞宝双光章　吉田一夫氏（元特定郵便局長）寄居町牟礼 読売新聞 2009/12/23 26 叙勲
▼中学２、３男子１００ｍ　■「彩の国」埼玉チャレンジカップ２００９（１1月８日、熊谷スポーツ
文化公園陸上競技場）【女子の記録】▽小学６年１００ｍ③野澤李帆（男衾学童）▽小学走り
幅跳び②吉田紅葉（同）、③市村日華里（同）

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポ）

2009/12/23 2 陸上

低山ハイク　鐘撞堂山（埼玉県）　埼玉県の北西部、寄居町と深谷市の境にある山で、戦国
時代、鉢形城という城の見張り場で事あるごとに鐘を鳴らして知らせたことから山名が付い
たという。　好展望　快適な尾根歩き

東京新聞 2009/12/25 20 低山ハイク

スポット★ライト　総理大臣賞作品に登場の２人のおまわりさん　寄居警察署巡査部長　佐
藤恵好さん　寄居警察巡査　星野泰孝さん　おまわりさんと子どもたちのふれあいｗｐテーマ
にした第１８回全国作文コンクール「わたしのまちのおまわりさん」の低学年の部最も優秀な
総理大臣賞に選ばれた寄居町立寄居小学校３年の内田侑希くんの作文に寄居警察署の

埼北よみうり 2009/12/25 2 作文コンクール

元旦大凧揚げ準備　（寄居町）　毎年元旦に大凧を揚げている寄居町の「竹とんぼの会」が
２０日、本番揚げる凧で予行練習を行った。

埼北よみうり 2009/12/25 6 大凧

新成人に抽選で商品券　料飲店組合　【寄居】寄居料飲店組合は、新成人を対象に商品
券が当たるキャンペーンを行う。成人式に応募券を配布。２次会などに町内の飲食店うぃど
んどん使ってもらうのが狙いだ。

埼玉新聞 2009/12/25 11
商業新成人対
象キャンペーン

全国高校ラグビー　ラグビーの第８９回全国高校大会は２７日、５１校だ参加して開幕。１月７
日の決勝まで東大阪市の花園ラグビー場で熱戦を繰り広げる。埼玉から深谷が２年連続３
度目の出場。２８日の１回戦で石見智翠館（島根）との初戦を迎える。　深谷の存在　花園で
示せ　守備と速さ武器に　【深谷メンバー】ＦＷ①小林太陽　３年　寄居中卒、ＴＢ⑭大久保

埼玉新聞 2009/12/25 6
全国高校ラグ
ビー

「川を知ろう」のカワシロウ　【ゆるキャラ図鑑】寄居町の県立川の博物館のマスコットキャラク
ターが「カワシロウ」だ　荒川に生息するカワセミをモチーフにデザインされ「川を知ろう」から

産経新聞 2009/12/26 22
川博マスコット
キャラクター

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町立寄居小学校が２００
９年度全国学校体育研究最優秀校（文部科学大臣賞）受賞（１１月）

埼玉新聞 2009/12/26 11
首長が選んだ
わが街５大

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉澤　祥匡、（同）吉澤　紀子 埼玉新聞 2009/12/28 5 埼玉俳壇
縁起良いトラ石だ　飯能で見つかる　飯能市を流れる名栗川の沢で、トラの姿に似た石を寄
居町寄居の飲食店経営、工藤信夫さん（７３）が拾い、話題になっている。

毎日新聞 2009/12/28 21 石収集

全国高校ラグビー　深谷、」競り勝つ　東大阪市の近鉄花園ラグビー場で開かれている第８
９回全国高校ラグビーフットボール大会第２日の２８日、県代表の深谷は１回戦で石見智翠
館（島根）と対戦した。持ち味の展開ラグビーで１９－１２で競り勝ち、２回戦進出を決めた。
あす、１６、１６強かけ東福岡と　◎小林太陽　選手　ブロック（３年）＝寄居中卒

毎日新聞 2009/12/29 19 ラグビー

全国高校ラグビー　ラグビーの第８９回全国高校大会第３日は３０日、東大阪市の近鉄花園
ラグビー場で２回戦１６試合が行われ、Ａ，Ｂシード１３校が登場、ベスト１６を決定する。埼玉
県代表で２連続３度目の深谷は２年ぶりの頂点を目指す。Ａシード東福岡に挑む。１回戦で
石見智翠館（島根）に１９－１２で勝利。　深谷大一番挑む

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/12/30 11 ラグビー

全国高校ラグビー　深谷攻守に完敗　東福岡に０－６１　１０Ｔ奪われ無得点　全国高校ラグ
ビー第３日は３０日、東大阪市の花園ラグビー場で２回戦を行い。　痛感した力の差　　右Ｗ
ＴＢの中島は「全部見切られていた」。右の大久保（寄居中卒）も「抜けないんじゃないかと

埼玉新聞ス
ポーツ

2009/12/31 7 ラグビー

「エコカー技術への対応急げ」　業界に危機感　エンジン関連打撃避けられず　県支援本
腰　エンジン車の新工場は人件費の安い中国に新設する方針だ。これに対し、当初、１０年
に操業開始予定だった寄居町の新工場は、不景気の影響などでいまだめどが立たず、「ホ
ンダ系部品会社似は将来への焦りが出てきている」（県幹部）。

読売新聞 2009/12/31 24 ホンダ



新しい年の安心と幸せ　楽しく歩き七福儘祈願　巨大布袋尊が出迎え【武州寄居七福神】
寄居町内の寄居、用土、男衾の３駅周辺に点在する五寺を巡る。１周１７㌔。

埼玉新聞 2009/12/31 4・5 七福儘巡り

新春俳壇　金子　兜太選　（寄居）吉澤　将匡 埼玉新聞 2010/1/1 10 新春俳壇
寄居の自然の恵みを受けて　原　清　はら・きよし　陶芸家。島根県生まれ、７９歳。鉄釉陶
器の保持者として２００５年に人間国宝になった。　寄居町在住。昨年第５２回埼玉文化賞

埼玉新聞 2010/1/1 10 陶芸

愛するわが街　県内で撮影された映画やドラマ　⑦ヨリイＦＣ　「ノン子３６歳（家事手伝い）」
◎フイルムミッション（ＦＣ）とは＝地域活性化へのロケ支援　県内　全国最多の１８団体

埼玉新聞 2010/1/1 26 映画

◎催し　【寄居】◆かわはくからあけましておめでとう　５日午前１０時～４時、県立川の博物
館。川や水について学べる施設。昔懐かしいカルタ・メンコ・コマ回し・たこ揚げ・羽根つきな

読売新聞 2010/1/1 33
県立川の博物
館（催し）

模様までトラそのもの　寄居　あさまで愛石干支展　寄居町寄居のジンギスカン「さいめん」
で３、４の両日、自然石の造形を楽しむ趣味の愛石同人主催、干支（えと）「寅（とら）」展が

埼玉新聞 2010/1/3 14 石収集

大空に舞う　勇壮な寅　寄居竹よんぼの会　大凧上げ　寄居町今市地区の住民でつくる「竹
よんぼの会」は１日、手作りの大凧（たこ）を同町折原の寄居運動公園で揚げた。

埼玉新聞 2010/1/3 14 大凧揚げ

箱根大学駅伝　往路成績　東京―箱根（１０８．０㌔）　①東洋大　１区２１．４㌔（東京－鶴
見）　⑤宇野　博之(男衾中卒）（５）１．０３．０２

読売新聞 2010/1/3 27 箱根大学駅伝

街ふれあい　１００人で大凧揚げ　◆寄居◆新春恒例の【寄居大凧揚げ」が１日、折原の運
動公園で行われた。

読売新聞 2010/1/3 35 大凧揚げ

１８市町で首長選　今年の地方選　民主、積極擁立の方針　県内では今年、１８の市町長選
と８市町議選（補選を除く）が予定される。　【今年の県内選挙】〈首長〉寄居町（８月２７日）

東京新聞 2010/1/6 20 市町選（首長）

１2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：１３，６24　人口（総
数：３６，０98　男：１７，８47　女：１８，251）

埼玉新聞 2010/1/7 3 県推計人口

スポット★ライト　阪神タイガースへ入団　憧れのプロ野球選手へ　　帝京高校野球部　原口
文仁さん（寄居町）　寄居町在住の原口文仁さんが昨年のプロ野球ドラフト会議で阪神タイ
ガースから指名を受け、今年から伝統の縦じまユニフォームに袖を通す。小学校４年生で野
球を始めた原口さんは、地元の寄居ビクトリーズに入団、キャッチャーとしてチームを引っ

埼北よみうり 2010/1/8 第758-3 プロ野球

新春よみうり文芸　［短歌］　三枝　昴之　選　【入選】寄居町　町田　節子 読売新聞 2010/1/8 22 よみうり文芸
都道府県駅伝　県勢結団式　合同練習で健闘を誓う  男子第１５回（２４日・広島、７区間４８
㌔）、女子第２８回（１７日・京都、９区間４２．１９５㌔）全国都道府県対抗駅伝に出場する埼
玉県選手団の結団式と合同練習会が９日、上尾運動公園陸上競技場で行われ、選手、監
督ら約４０人が参加した。前回７位で頂点を目指す男子は１００００㍍県高校記録保持者の
設楽啓太（武蔵越生）（男衾中卒）や、５０００㍍県高校記録を塗り替えた服部翔太（埼玉栄

埼玉新聞ス
ポーツ

2010/1/10 8 駅伝

自然と共生するために［埼玉の風土を知ろう］菊池建太（浦和実業学園中高校長、元県立
川越高校長）　山の斜面に北限のミカン―寄居・風布地区

埼玉新聞 2010/1/11 5 北限のミカン

寄居町一体でお祝い　若者が進行、商品券当たる応募券も　寄居町の成人式は中央公民
館であり、新成人３４９人が参加した。１９歳から２１歳らの実行委員が進行を担当。　正月の
箱根駅伝で１区を走り、優勝に貢献した東洋大の宇野博之さんも新成人で、津久井幹雄町

朝日新聞 2010/1/11 29 成人式

埼玉歌壇　沖ななも選　（寄居）松村　章子 埼玉新聞 2010/1/12 7 埼玉歌壇
２０１０　町長選展望　■下■ 新人３氏の戦いか　［寄居町］▽任期満了日・８月27日i津久
井幹雄町長(70)は今のところ進退については表明していないが、出馬に向けた動きも見ら
れない．既に政策研究所代ｇ表の島田誠氏（５１）と議会議長の原口孝氏（５５）が後援会な
どで出馬を表明。ギフト会社社長の男性（５１）も立候補の準備を進めており、この無所属の

埼玉新聞 2010/1/14 1 町長選

２０１０　埼玉県市町村町　年頭抱負　【寄居町】本年度は、「子育て支援の推進」、「人にや
さしいまちづくりの推進」、「教育環境整備の推進」、「保健・医療の推進」、「生涯学習の推
進」を重点施策とし、町民生活がさらに充実するよう。ホンダ寄居新工場の操業開始に向け
たインフラ整備や新型インフルエンザ対策などについても的確な対応を進めて。

埼玉新聞 2010/1/14 7 年頭抱負

短歌・俳句　短歌■水野　昌雄選　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 2010/1/14 22 短歌・俳句

なるほど　寄居学〔県立川の博物館：学芸員が語る自然・民俗〕－7－てっこばこ　社殿の下
のクレーター（寄居でなぜこう呼ぶのか不明＝昆虫「てっこばこ」は図鑑を開いても出てきま
せんが、ウスバカゲロウの名で載っています。幼虫は別名、アリジゴクと呼ばれています）。
（埼玉県立川の博物館学芸員・石井克彦）

埼玉新聞 2010/1/15 11 寄居学

乙姫ちゃん受験生応援　宗像神社　お守りなど頒布　【寄居】町のアイドルが受験生を応援
―。寄居町藤田の宗像神社は、寄居町商工会のマスコットキャラクターの乙姫ちゃんなどを
あしらった学業成就のお守りと絵馬を頒布している。商工会の活性化事業に協力して昨年
の正月から頒布している。（３年前に同神社境内で捕獲された子グマのヨリーが描かれてい
る。ヨリーは捕獲されるまで３０時間にわたって木にしがみついていたことから、「落ちない」と

埼玉新聞 2010/1/15 11
お守り（乙姫
ちゃん）

県教育局は１４日、今春の中学卒業予定者の進路希望状況を（昨年１２月１５日現在）発表
した。　２０１０年度公立Ｊ高校進学希望調査　【総合学科】寄居城北　男・女：共　募集人員：
240　転編入枠：１　男：１１６　女：１４１　計：２５７　競争率：１．０８　昨年同期競争率：１．０１

朝日新聞 2010/1/15 30
公立高校進学
希望調査

冷え冷え　鳩山で零下８．６度　強い寒気の影響で、県内の１４日の朝の最低気温は鳩山で
零下８．６度だったのをはじめ、寄居で同７．４度。

朝日新聞 2010/1/15 31 気温

不景気の時こそ　攻めの姿勢を　寄居町商工会が賀詞交流会　寄居町商工会は１５日、新
年賀詞交流会を寄居町役場で開いた。会員ら約１３０人が出席。経営コンサルタントの竹内
幸次さんが経済講演会を開き、不況時の中小企業の経営戦略について語った。

埼玉新聞 2010/1/16 13 寄居町商工会

埼玉県駅伝競走大会　男女４部門１０１チーム参加　きょう号砲　第７７回埼玉県駅伝は１７
日、男女４部門１０１チーム参加して行われる。【一般男子】（寄居町総合体育館―上尾運動
公園陸上競技場・午前９時５０分）＜５０．９ｋｍ＞

埼玉新聞ス
ポーツ

2010/1/17 7 埼玉県駅伝

埼玉駅伝」　「第７７回埼玉県駅伝」が１７日に開かれ、澄みわたる青空の下、４部門の９３
チームがゴールの上尾運動公園陸上競技場を目指してタスキをつないだ。　◎東農大三の
アンカー　伊藤銀河選手（３年）　けが克服　仲間のために

読売新聞 2010/1/18 35 埼玉県駅伝

埼玉歌壇　沖ななも選　（寄居）長谷川みち子 埼玉新聞 2010/1/19 10 埼玉歌壇
◆盗んだ通帳使い現金詐取未遂、容疑の男逮捕（寄居署）寄居署は１９日、盗んだ貯金通
帳から現金を引きだそうとして、詐欺未遂の疑いで。

埼玉新聞 2010/1/20 16 犯罪

短歌･俳句　俳句■星野　光二選　寄居・小渕美津子、同・町田　節子 毎日新聞 2010/1/21 18 短歌･俳句
全国都道府県対抗駅伝　あす号砲　最強布陣で初Ⅴ狙う 　第１５回全国都道府県対抗男
子駅伝は２４日、広島市の平和祈念公園前発着コース（７区間　４８㌔）に全都道府県の４７
チームが参加して行われる。スタートは午後０時３０分。　◆埼玉チームの予想オーダー◆
区間　４区　設楽悠太（武蔵越生高）、５区　設楽啓太（同）

埼玉新聞ス
ポーツ

2010/1/22 8 駅伝



地域で手づくり縁日　北条政子ゆかりの地蔵尊　２４日高蔵寺　【寄居】　「いぼ取り」や「子
育て」のご利益があることで知られる寄居町今市の高蔵寺の一体地蔵尊の縁日が24日行わ

埼玉新聞 2010/1/22 11 縁日

春よ、来い！　節分祭で福を呼び込もう　◎市神節分祭（寄居町）　寄居町で商業の守り神
として多くの人の信仰を集めている市神様が由来の節分祭。【日時】2月3日（水）9時～15時
【場所】寄居町商工開館前庭【問合せ】℡０４８（５８１）２１６１　寄居町商工会

埼北よみうり 2010/1/22 第759-１ 節分祭

３代で運営する成人式（寄居町）　１０日、１1日、全国で成人式が行われ。埼北の各市町村
でもそれぞれ工夫を凝らした特色ある式が行われた。　寄居町では3年前から、新成人以外
にその１つ上と1つ下の3代で実行委員会を組織し、式を運営するスタイルをとっている。

埼北よみうり 2010/1/22 第759-5 成人式

本読みたくなるネ図書館キャラクター　全国に２２０キャラ、地元密着型が多いようです　◎
【寄居町立図書館】埼玉県寄居町の「Ｋｉｚｚｙ］（キッジー）は１９９８年に町の体育大会のキャ
ラクターとして生まれましたが、次の年に図書館ができたため「転職」。その後も親しまれて

朝日小学生
新聞

2010/1/23 6
図書館キャラク
ター

熊谷めぬま駅伝　２２５チームが熱戦　第２３回熊谷めぬま駅伝が２３日、同市妻沼中央公
民館を発着に点に行われた。５区間１３．８㌔のてごろなコース設定が人気。［結果は次の通
り］　▽中学男子　②男衾中Ａ③城南中

毎日新聞 2010/1/24 20 駅伝

埼玉惜しい3位　服部（埼玉栄高）設楽啓（武蔵越生高）区間賞　【都道府県対抗男子駅
伝】　第１５回全国都道府県対抗男子駅伝は２４日、広島市の平和祈念公園前発着の７区
間４８㌔で行われ。［区間１位記録］▽１区（７㌔）服部翔大（埼玉栄高）２０分１２秒▽５区
（８．５㌔）設楽啓太（武蔵越生高）２４分３８秒◆埼玉チームの区間　通過記録◆　区間　４
区　設楽悠太（武蔵越生高）　区間記録④１４分３２秒　※同一記事）（朝日新聞　同日　朝

埼玉新聞ス
ポーツ

2010/1/25 11 駅伝

教育をテーマに神野さんら講演　寄居で親学講座　　寄居町の親学講座の第５回講演会が
２４日、寄居町寄居の中央公民館で行われた。「時代と教育制度を考える」をテーマに、元
文部科学省大臣官房審議官の寺脇研さんと、さいたま市在住の経済学者で関西学院大
学・大学院教授の神野直彦さんが講演を行つた。親学講座は昨年５月から講座や学習会
など７回開催し、今回が最後の締めくくり。子育て世代や一般の町民など約２００人が集ま

埼玉新聞 2010/1/26 13 親学講座

短歌・俳句　俳句■星野　光二選　寄居・小渕美津子、同・町田　節子 毎日新聞 2010/1/28 22 短歌･俳句
【県内特定建物の耐震化率一覧】０９年３月末現在　◎市町村名：寄居町　市町村有建築
物（耐震化率）：１００％　民間建築物（同）：８０％

埼玉新聞 2010/1/28 2 耐震化

寄居ＰＡが「星の王子さま」の世界に 　東日本高速道路は深谷市の関越道寄居パーキング
エリアを、フランス人作家、サン＝テグジュペリの小説「星の王子さま」の世界が体感できる
施設にリニューアルするための工事を進めている。今夏に完成予定。

産経新聞 2010/1/29 20 寄居ＰＡ

川の写真コンテスト入賞者作品決定　県は「第２回川の国フォトコンテスト」の入賞作品３７
点を決めた。　３０日から寄居町小園の県立川の博物館で展示される。

産経新聞 2010/1/29 20 写真コンテスト

なるほど　寄居学〔県立川の博物館：学芸員が自然・民俗〕－8－砂金　荒川に眠る　お宝
荒川では金が採れる。一般的にあまり知られていないかもしれないけれど、鉱物好きには有
名な話。（埼玉県立川の博物館学芸員・小林まさ代）

埼玉新聞 2010/1/29 13 寄居学

ガンダム芸人　若松さん登場　来月３日市神節分祭　【寄居】寄居町商工会は２月３日、「第
４３回市神節分祭」を商工会前庭で開催する。今年はお笑い番組などに出演している　ガン
ダム芸人　の若井おさむさんの爆笑コントも行われる。　　節分祭は午前９時から午後３時ま

埼玉新聞 2010/1/29 13 節分祭

ヴォーカルンアサンブル　第2１回埼玉ヴォーカルアンサンブルコンテストが２８日、さいたま
市浦和区の埼玉会館で始まり、高校の部に５８団体参加した。審査の結果　【銀賞】寄居城

朝日新聞 2010/1/30 35 コーラス

新人の高橋氏　立候補を表明　寄居町長選　８月に任期を迎える寄居町長選で新人でギフ
ト会社社長の高橋睦氏（５１）は31日同町桜沢のＪＡふかや寄居桜沢支店で行った決起大会
で出馬の意志表明した。

埼玉新聞 2010/2/1 2 町長選

埼玉俳壇　今月の選者　星野　光二選　（寄居）石澤無涯、（同）吉澤紀子 埼玉新聞 2010/2/1 5 埼玉俳壇
「剱岳点の記」監督招き上映会　７日寄居で　深谷市仲町のミニシアター「深谷シネマ」を運
営するＮＰＯ法人「シアター・エフ」が７日、寄居町寄居の中央公民館で「剱岳点の記」（木
村大作監督）の上映会を開く。同町の上映会で初めてとなる監督トーク会が予定され。木村

読売新聞 2010/2/4 26 映画

感性を育てる俳句の授業　主婦 粕谷　タマ　７８　（埼玉県寄居町） 東京新聞 2010/2/5 5 投稿
川の国フォトコン　ハクチョウの神秘撮影　深谷の小５　並木君 最優秀を連続受賞　【寄居】
寄居町小園の県立川の博物館で「第２回川の国フォトコンテスト」の入賞作品展が１４日まで

埼玉新聞 2010/2/5 13 写真

ベストフィフティ-ン　深谷から最多９人　県ラグビー協会は６日、本年度の高校ベストフィフ
ティーンを表彰した。【ベストフィフティ-ン】小林太陽（深谷）、高橋洋丞（正智深谷）、大久

埼玉新聞ス
ポーツ

2010/2/7 16 高校ラグビー

[ニュースフラッシュ]　◆寄居城北高校で校舎の窓ガラス割られる　７日午前７時ごろ、寄居
町桜沢の県立寄居城北高校で。※同一記事（読売新聞　同日　朝刊　３５面、朝日新聞　同

埼玉新聞 2010/2/9 15 犯罪

県内国公立高　前期入試　２０１０度の県内公立高校前記募集の出願が８日、締め切られ
た。　［２０１０年度公立高前期志願者数］　【総合学科】寄居城北総　学科コース：合　男女：
共　募集人員：240（１）　許可予定：２３９　志願者巣：２７５　倍率：１．１５

東京新聞 2010/2/9 24
公立高前期志
願者数

いまは　もう春?　県内ぽっかぽか　秩父２２．３度　今年最高　熊谷地方気象台によると、９
日は秩父の２２．３度を筆頭に、鳩山、さいたま、越谷、寄居、久喜、熊谷など各地で２０度を
超え、今年最高を記録した。

朝日新聞 2010/2/10 31 気温

[ニュース２４時]　寄居・女性の変死体　８日午前７時４５分ごろ、寄居町富田の東上線男衾
駅北側の敷地で、女性がうずくまっているのを駅員が発見し、１１０番した。※同一記事（埼
玉新聞　同日　朝刊　１５面）

毎日新聞 2010/2/10 25 事件

柔道　第１９回県紅白試合（１月２４日・県立武道館）【強化指定選手】◎は優秀選手◇小学
生学年別◇▽５年女子　◎大谷麻稀（明道館寄居警察署少年教室）

読売新聞 2010/2/10 25 柔道

書道【１月２７日、志木】平成２２年（第６２回）埼玉県書きぞめ中央展覧会の審査が志木第４
学校で行なわれた。小学３年生から高校生まで、県内４４支部から選ばれた３０００点の優秀
作品の中から各賞が決った。入賞作品は３０日、３１日に同校体育館に展示される。【埼玉
県知事賞】小林純大（寄居男衾小５年）

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポ）

2010/2/10 第３０１－３ 書道

災害時じの拠点に　公共施設を提供　寄居町と寄居署が協定　寄居町と寄居署は９日、地
震などの大規模災害発生時に、指定した公共施設を警察の活動拠点として提供することな
どを盛り込んだ協定を結んだ。こうした協定を自治体と結ぶのは県内で初めてという。

埼玉新聞 2010/2/11 13 災害時

短歌・俳句　短歌■水野　昌雄選　寄居・町田　節子、俳句■星野　光二選　同・町田　節 毎日新聞 2010/2/11 24 短歌･俳句
よみうり文芸　短歌　三枝　昴之　選　寄居町　町田節子 読売新聞 2010/2/12 29 よみうり文芸
イメージソングで健康　（寄居町）運動不足解消や介護予防を目的に寄居町で考案された
「ふるさと健康体操]の講習会が１月２２日、寄居町保険健康福祉総合センターで行われ
た。吉幾三さんが歌う寄居町のイメージソング「ふるさとはこの町」に合わせて背伸びをし
たり腰をひねったりするこの体操は、同町し職員の阿部大輔さんと寄居町老人クラブ連合

埼北よみうり 2010/2/12 3 健康体操



温もりある欧露羅染　「きぬのいえ」染色展　２６日まで　【寄居】　オーロラを思わせる独特な
模様の「欧露羅（オーロラ）染」の染色展が、寄居町桜沢の熊谷商工信用組合寄居支店で２
６日まで開かれている。同町染色工房「きぬえ」が製作したもので、どの作品からも手作りの

埼玉新聞 2010/2/12 11 染色展

寄居学なるほど　県立川の博物館　学芸員が語る自然・民俗―９―　カエル　脅かされる
楽園　（埼玉県立川の博物館学芸員・藤田宏之）

埼玉新聞 2010/2/12 11 寄居学

〔２０１０度県公立高校前期入学志願者確定者数〕　【総合学科】寄居城北総　男女：共　前
期募集予者数（Ａ）：2３９　前期志願者確定者数（Ｂ）：２７２　競争率Ｂ／Ａ：１．１４　２月８日

読売新聞 2010/2/13 28
公立高前期志
願確定者数

●八王子で氷点下１．６度東日本や北日本では１４日朝、晴れ間が広がって地表の熱が奪
われる放射冷却現象が起きて、厳しい冷え込みとなった。関東では、最低気温が東京都八
王子市と府中市で氷点下１．６度、埼玉県寄居町でも同２．５度。

読売新聞 2010/2/15 34 気温

埼玉俳壇　星野　光二選　（寄居）石澤　無涯、（同）吉澤　祥匡、（同）吉澤 紀子 埼玉新聞 2010/2/15 5 埼玉俳壇
埼玉歌壇　杜澤　光一郎選　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2010/2/16 12 埼玉歌壇
白鳥の群れ飛来　麦畑でエサ取り　寄居・赤浜　寄居町赤浜の麦畑で１５日昼前、白鳥の
群れが麦畑の土をくちばしで突いてエサ取りする光景が見られた。

東京新聞 2010/2/16 24 ハクチョウ

短歌・俳句　短歌■水野　昌雄選　寄居・町田　節子、俳句■星野　光二選　同・小渕美津 毎日新聞 2010/2/18 22 短歌･俳句
よみうり文芸　川柳　岡部　美雄　選　【入選】　寄居町　町田　節子 読売新聞 2010/2/19 34 よみうり文芸
隠れた人気商品に　特産ジュース　主婦ら手作り　【寄居】寄居町の主婦らでつくる「寄居町
農産物研究会」は、特産品のミカンを使った果汁１００％の手作りジュースを今年も発売し

埼玉新聞 2010/2/19 12
特産ミカン
ジュース

埼玉俳壇　星野　光二選　（寄居）石澤　無,涯、 埼玉新聞 2010/2/22 5 埼玉俳壇
ニュースフラッシュ　◆寄居でアパート火災　21日午前6時35分ごろ、寄居町桜沢のアパー
ト「セピアコート」1階の公務員男性（２６）方ｋら出火。※同一記事（毎日新聞　同日　朝刊

埼玉新聞 2010/2/22 15 火災

県推計人口　1月１ひ現在の県推計人口（県統計人口）　市町村：寄居町　世帯数：１３，６３
４人口（総数：３８，１０８　男：１７，８４４　女：１８，２６４）

埼玉新聞 2010/2/23 3 県推計人口

○北部（２０、２１日・熊谷さくら運動公園野球場ほか）Ａ，Ｂ［］組のリーグ戦計１０試合が行
われた。【Ｂ組】太田市（２敗）１－１２（１勝）寄居（４回コールド）

埼玉新聞ス
ポーツ

2010/2/23 9 少年野球

マラソン　第１９回上里町乾武大会（２１日・上里東小学校発着　◇２・５㌔▽小学５年女子
②中島帆乃香③中島沙也香（城南ク）▽小学６男子　②関口聖人(男衾学童陸上）③時田
俊吾（同）▽同女子②小池優佳（男衾学童陸上）

読売新聞 2010/2/24 33 マラソン

短歌・俳句　短歌■水野　昌雄選　寄居・町田　節子、俳句■星野　光二選　同・小渕美津 毎日新聞 2010/2/25 24 短歌・俳句
〔２０１０度県公立高校前期入学内定者数〕　【総合学科】寄居城北総　男女：共　前期募集
人員（Ａ）：2３９　前期募集受験者数（Ｂ）：２７１　入学許可候補者数（Ｃ）：２３９　競争率Ｂ／

読売新聞 2010/2/25 32
公立高前期入
学内定者数

よみうり文芸　俳句　小檜山　繁子　選　【入選】寄居町　田中美枝子 読売新聞 2010/2/26 34 よみうり文芸
伝統の町内駅伝大会（寄居町）　寄居町内６区間をたすぎでつなぐ第５５回寄居町駅伝大
会が１４日、寄居町立体育館を発着に行われた。

埼北よみうり 2010/2/26 7 駅伝

映画で町を元気に　「ネムリバ」撮影に協力　【寄居る】　ＳＫＩＰシティ采の国ジュアルプラザ
の若手映像クリエイター支援プログラムで、本年度に制作している長編映画「ネムリバ」
（園田新監督）の撮影が、寄居町を中心に県内各地で行われている。メーンのロケ地であ
る寄居町では、、ヨリイフィルムコミッション（ＹＦＣ）が炊き出しや交通整理などを行い、撮影

埼玉新聞 2010/2/26 15 映画

なるほど　寄居学〔県立川の博物館：学芸員が自然・民俗〕－10－啓蟹（けいちつ）　姿を消
したドジョウ　３月６日は二十四節季節の一つ啓蟹（けいちつ）です。大地が暖まり、冬眠を
していた虫が穴から出てくるころです。（埼玉県立川の博物館学芸員・石井克彦）＝おわり

埼玉新聞 2010/2/26 15 寄居学

公立高校の後期募集　全日製は１２７校　定時制が２８校　県教育局は２５日、〔２０１０度県
公立高校の前期募集入学確認書提出者数・後期募集人員〕を発表した。【総合学科】寄居
城北総　学科・系・コース：総合　男女：共　募集人員：２４０　入学確認書提出者数：２３９

朝日新聞 2010/2/26 28
公立高前期募
集内定者数

さいたま　レジャー　〔野外〕◆可憐（かれん）な両神の節分草と宝登山梅百花園とミューズ
パーク　３月６、９日午前７時１０分大宮駅西口、同７時５０分上尾駅西口集合。　熊谷、寄
居各駅出発日もあり。

読売新聞 2010/2/27 34 レジャー

●譲渡目的の口座開設、容疑者逮捕　寄居署は２８日、詐欺の疑いで、川越市大塚新田、
運送業、男性容疑者（５８）を逮捕した。

産経新聞 2010/3/1 22 詐欺

埼玉俳壇　今月の選者　松本　旭選　（寄居）吉沢　紀子 埼玉新聞 2010/3/1 5 埼玉俳壇
埼玉歌壇　今月の選者　関田　史郎選　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2010/3/2 13 埼玉歌壇
写彩／１０　鳥の声背にさおを振る　渓流釣り解禁　釣り人待望の渓流釣りが１日、寄居町
玉淀湖より上流の荒川水系で解禁された。

埼玉新聞 2010/3/2 1 釣り

ヤマメとイワナ渓流釣りが解禁　解禁されたのは、寄居町の玉淀湖から上流の地域。 読売新聞 2010/3/2 33 釣り
マラソン　第４回ふかやシティハーフ大会（２月２８日・深谷市仙元山公園周辺。【２・４㌔】◇
小学６年▽男子②時田俊吾（男衾小）③金子瑞輝（男衾学童陸上）

読売新聞 2010/3/3 29 マラソン

寄居町長選　８月１日投開票　８月２７日の任期満了に伴う寄居町長選の日程が、７月２７
日告示、８月１日投開票と決まった。　※同一記事（埼玉新聞　同日　朝刊　２面）

読売新聞 2010/3/3 31 町長選

〔１０年度予算案〕固定資産税　１・２億円増　▼寄居町
埼玉新聞 2010/3/3 15

寄居町１０年度
予算案

地域の民話　絵本に　NPO法人「るうぷ」「いぼとりじぞう」出版　【寄居】子どもたちに地域
の民話を知ってもらおうと、高齢者の介護事業を行っている寄居町のNPO法人「るうぷ」は
絵本「いぼとりじぞう」を出版した。町内で民話の採話や語りなどを行っている「よりい民話

埼玉新聞 2010/3/5 9 絵本の出版

第３１回くらしと牛乳・乳製品　児童画コンクール　入賞作品発表　（応募数５，６５９点）
【小学校　低学年の部】：［関東農政局長賞］森　涼葉（１年生・寄居町）

埼玉新聞 2010/3/5 13
児童画コンクー
ル

陽気に誘われ梅園に　県内各地で２０度超す　県内は５日、南から暖気が流れ込んだ影響
で、各地で最高気温が平年を１０度前後上回り、汗ばむ陽気となった。熊谷地方気象台に
よると、秩父の２２．２度を筆頭に鳩山、熊谷、寄居、さいたま、久喜で２０度を超え、４月下
旬～５月上旬並みの気温を観測した。

朝日新聞 2010/3/6 27 気温

２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：１３，６３４　人口（総
数：３６，０９４　男：１７，８３３　女：１８，２６1）

埼玉新聞 2010/3/9 3 県推計人口

埼玉歌壇　関田　史郎　選　（寄居）長谷川　みち子 埼玉新聞 2010/3/9 10 埼玉歌壇
リトルシニア　リトルシニア関東連盟北関東支部のブロック春季大会は６日、東部、西部、
南部、北部の全４ブロックで熱戦が繰り広げられ、西部、南部では４強が出そろった。　○
北 部(６日・行田総合公園野球場ほか）Ａ、Ｂ組のリーグ戦５試合が行われた。【Ｂ組】寄居
（１勝１敗）０－７加須（３勝）（６回コールド）

埼玉新聞ス
ポーツ

2010/3/9 7 少年野球

なぜか一つの麦畑　ハクチョウ群がる 　寄居の生産者の男性　被害受け、あきらめ顔 朝日新聞 2010/3/9 29 ハクチョウ



寒さ真冬並み　秩父積雪１６㌢　県内は、各地で雨から雪に変わった。同日午後10時の積
雪は秩父で１６㌢、熊谷で６㌢を記録した。　熊谷地方気象台によると、この日の最高気温
は秩父３．４度、寄居３．６度、久喜４．４度、さいたま５．２度などで、平年より６～８度ほど

朝日新聞 2010/3/10 29 気温（気象）

短歌・俳句　俳句■星野　光二選　寄居・小渕美津子 毎日新聞 2010/3/11 24 短歌･俳句
[はだしの散歩道」　春の里山を歩こう！　２８日１３．５㌔【寄居】　寄居町の春らんまんの
里山を歩く[はだしの散歩道」が２８日に行われる。町商工会青年部のメンバーが実行委員
会を作り企画。町の観光・商業の活性化事業として１９８６年から実施されている。

埼玉新聞 2010/3/12 13 ﾊｲｷﾝｸﾞ

３／２８寄居町再発見ﾊｲｷﾝｸﾞ参加者募集（寄居町）　「寄居町の魅力を再発見する」がテー
マのﾊｲｷﾝｸﾞイベント[はだしの散歩道」が３月２８日（日）に行われる。寄居町商工会青年部
が主催し、ことしで２４回目を迎える恒例のイベントで。

埼北よみうり 2010/3/12 第７６２－３ ﾊｲｷﾝｸﾞ

寄居町　津久井町長が引退へ 　今期限り　町議会で表明　寄居町の津久井幹雄町長は１
２日の同町議会３月定例会で、８月１日に行われる町長選に出馬せず、今期限りで引退す

埼玉新聞 2010/3/13 2 町長選

津久井・寄居町長　今期限り引退　寄居町の津久井幹雄町長（７１）は、７月２７日告示の
同町長選に出馬をせず、今期限りで引退する意向を表明した。

読売新聞 2010/3/14 33 町長選

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）石沢　無涯 埼玉新聞 2010/3/15 5 埼玉俳壇
【埼玉新聞創刊６５周年　埼玉県内７０市町村リレー広報】寄居町（Ｎｏ４）　寄居の春を飾る
鉢形城公園のエドヒガンザクラとカタクリの花　○安心と活力のあるまちづくりを推進：（対
談）丸山晃埼玉新聞社長（聞き手）と津久井幹雄町長　◎ようこそ我が街　寄居町　名水と
歴史の町　寄居　戦国時代の代表的城郭鉢形城【歴史】、完熟みかんジュース【物産】、ハ
イキングコース鐘撞堂山と風布【ハイキング】　◎マイタウンＴＯＰＩＣＳ：エキナセア

埼玉新聞 2010/3/15 8 魅力再発見

寄居町立男衾小など４賞在籍校に助成金　ジュニア。タイムズ　小学生が作る環境新聞コ
ンテスト「ジュニア・エコタイムス」で１２日、エコ計画賞を受賞す「ジュニアエコ計画賞を受賞
した寄居町立男衾小学校４年の根岸未来さんに賞状と副賞が贈られた。根岸さんの作品
は、「子どもエコクラブ」の活動を通して、ペットボトルキャップの行方を調べた内容。

埼玉新聞 2010/3/15 13
ジュニア・エコタ
イムス

寄居のハイキング　イベント参加者募集　寄居町商工会青年部は町内の里山や街中を歩
きハイキングイベント「はだしの散歩道」を２８日に開く。　ハイキングイベントは１９８７年か

読売新聞 2010/3/16 30 ﾊｲｷﾝｸﾞ

北帰行　苦渋のななむけ　寄居町赤浜地区にある農業松本寿雄さん（６５）の麦畑が春本
番を前に、壊滅寸前に追い込まれている。　犯人はコハクチョウ。北帰行を間近に控え、
青々と育った小麦の若葉をせっせと食べている。松本さんは悩んだ末、「ハクチョウの恩返
しで、きっと良いことがあるだろう」と自分に言い聞かせ、今季の麦の収穫をあきらめてい
る。　＜コハクチョウ食害麦畑はほぼ壊滅状態＞

読売新聞 2010/3/16 31 ハクチョウ

●マラソン　■第２３回テレ玉親子ふれあいマラソン大会（３月７日、さいたま市荒川総合運
動公園）◎【女子の部】▽小学１・２年２０００ｍ　⑤吉田詩央（寄居町）

朝日新聞
（埼玉少年
少女スポー

2010/3/17 第３０３－2 マラソン

第62回全日本学生清書コンクール入賞者（２９～31日、学書院ギャラリー）【個人】▽推薦
＝中野由寿葉（県立松山女子高）、岡部晴紀（寄居町立寄居ちゅ

読売新聞 2010/3/18 32 書道

短歌・俳句　俳句　■星野　光ニ選　寄居・小渕美津子 毎日新聞 2010/3/18 24 短歌・俳句
川の博物館で太田洋愛氏　植物画展　桜の美しさ　そのままに　会場は春らんまん　【寄
居】国内のポタニカルアート（植物画）の先駆者として知られる太田洋愛氏（１８１０－１９８
８）の「桜原画展」が5月9日まで、寄居町小園の県立川の」博物館ｇｔ開かれている。荒川ゆ
かりのさまざまな桜の絵が展示され、会場は一足早く　春らんまん　だ。

埼玉新聞 2010/3/19 16
県立川の博物
館

公示価格　◇寄居町◇　（住）寄居字常木１６４５－１４　４３　４４、（住）桜沢字並木１０３４
－２　４０　４１

読売新聞 2010/3/19 32 公示価格

地球にやさしいコンテスト　高校の部優秀賞に大島さん　環境保護につながるアイデアや
実践例を発表する「２００９　地球にやさしい作文・活動報告コンテスト」の受賞者が決まり、
県内からは作文・活動部門の高校生の部で寄居町の大島彩香さん（１６）が優秀賞に輝い

読売新聞 2010/3/20 32 コンテスト

県内のお花見スポット（西北編）【寄居・鉢形城公園】①3月末②推定樹齢１50年、樹高１８
㍍のエゾヒガンザクラ③寄居駅から徒歩2０分④寄居町観光協会（℡０４８・５８１・３０１２）

埼玉新聞 2010/3/20 8 お花見

［ひと・まち］－さいたま沿線版－【寄居・川の博物館】荒川ゆかりの桜原画展　寄居町の県
立川の博物館で「ポタニカルアート・太田洋愛氏　植物画展～荒川ゆかりの桜を中心に～」
が開かれている。5月９日まで。

朝日新聞 2010/3/20 28
県立川の博物
館

◇第18回埼玉県スポーツ少年団野球部会北部ブロック駅伝大会（2月２１日　花園中学校
周回コース）▽Ｂチーム　⑩城南キングフィッシャーズ４１分０３秒

さいたま報知 2010/3/21 6 駅伝

寄居・小川の寺で大量盗難　「青銅製」？仏像狙う　墓参りピーク「返して」寄居・小川両町
で１８～２０日、寺の境内にある仏像が大量に盗まれている事件が発覚した。　20日、午後
1時20分ごろ、寄居町今市の高蔵寺の吉田亮照住職から「仏像７体が盗まれた」と１１０通
報があった。（境内の本堂前にあった仏像１３体のうち、７体）　※同一記事（読売新聞　朝
刊　同日　３３面、埼玉新聞　朝刊　同日　１４面、毎日新聞　朝刊　同日　２６面）

朝日新聞 2010/3/21 33 仏像盗難

埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉澤　紀子、（同）石澤　無涯 埼玉新聞 2010/3/22 5 埼玉俳壇
春の里山楽しもう　寄居で２８日　ハイキング　　寄居町の里山をめぐるハイキング「第２４
回はだしの散歩道」（寄居町商工会青年部主催）が２８日、開かれる。

東京新聞 2010/3/24 ﾊｲｷﾝｸﾞ

春めく景色を眺めに…　埼北展望スポット（気軽に行ける）　【寄居町　中間平】秩父鉄道寄
居駅から釜伏山に登るハイキングコースの途中にある中間平緑地公園。公園入口付近と
園内の２カ所に展望台が設置さだれている。【ポイント】３月２８日（日）に中間平を昇るハイ

埼北よみうり 2010/3/26 第７６３－1
埼北展望スポッ
ト

［～５／５（水）秀吉や家康などの朱印状（寄居町）　戦国時代以降、名のある武将は政務
や法令などの特に大切な公的文章の朱印を押していた。その朱印にスポットを当てた展示
会「朱印状から読む歴史の一側面」が寄居町の鉢形城歴史館で開催されている。

埼北よみうり 2010/3/26 第７６３－5 鉢形城歴史館

地元の梅を使用　マイルドな味わい　来月２日から梅酒販売　【寄居】寄居町寄居の酒造
会社「藤崎摠兵衛商店」は、地元産の梅を純米原酒で仕込んだ梅酒を４月２日から販売す

埼玉新聞 2010/3/26 14 梅酒

【こちら情報部】消防車　アイツ！もう消せない　コレクター　世にコレクター（収集家）と呼ば
れる人は数多い。しかし、ここまで来ると、もう誰も止められないかも―。東京都練馬区の
陸上自衛隊一等陸曹、鈴木靖幸さん（５１）は、子どものころから大の消防フアン。写真撮
影から始めた趣味が、いつ間にか、本物の消防車５台所有するまでにいたった。　埼玉県
寄居町の一角にある住宅用地。ここに鈴木さんが集めた「お宝」の消防車４台が鎮座す
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埼玉俳壇　松本　旭選　（寄居）吉澤　祥匡 埼玉新聞 2010/3/29 5 埼玉俳壇
◎記録ハァイル　［マラソン］第２０回熊谷さくら大会（２８日・熊谷さくら運動公園陸上競技
場）【２．５㌔】◇小学５年◇③時田俊吾（男衾小）◇女子◇同６年③小池優佳（男衾学童陸
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