
2016（平成28）年 寄居町新聞記事索引　7月～12月 （2018年4月作成時）

掲載日 掲載紙 紙面 記事見出・記事概要 件名
2016/7/1 読売新聞 25 よみうり文芸 短歌　松平盟子選　【入選】寄居町　田中広美 投稿

2016/7/1 日本経済新聞 31 探訪サイエンス 埼玉県立川の博物館 荒川を源流から東京湾まで再
現　※写真2

観光

2016/7/4 埼玉新聞 7 埼玉俳壇　星野光二選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子 投稿
2016/7/4 埼玉新聞 16 熊谷36.8度 今年初猛暑日　3日　寄居町35.7度 気象
2016/7/5 朝日新聞 22 原口「驚きとうれしさ」　（同日の埼玉新聞、スポーツニッポンと同内容） スポーツ（プロ野球）
2016/7/5 読売新聞 23 球宴 初選出19人 ■阪神原口　※写真 スポーツ（プロ野球）
2016/7/5 毎日新聞 23 監督選抜で原口、和田ら　阪神・原口　※原口文仁選手コメント スポーツ（プロ野球）
2016/7/5 産経新聞 18 ☆オールスター出場選手一覧☆ スポーツ（プロ野球）
2016/7/5 東京新聞 22 ☆オールスター出場選手一覧☆ スポーツ（プロ野球）

2016/7/5 埼玉新聞 8
マツダオールスターゲーム2016 阪神・原口も出場へ　4日、監督推薦選

手発表　驚きとうれしさ　阪神・原口（寄居町出身）　※原口文仁選手コメント
スポーツ（プロ野球）

2016/7/5 埼玉新聞 12
写真技術向上学ぶ 荒川を撮る会研修会（寄居）　荒川流域に住む写真家
らで構成する「荒川を撮る会」が、寄居町小園の県立川の博物館で、写真技術の
向上を目的とした研修会を開き、会員約50人が参加　※写真

地域

2016/7/5 ｽﾎﾟｰﾂﾆｯﾎﾟﾝ 5 オールスター監督推薦発表 原口びっくり育成捕手史上初　原口は球宴
初出場に「驚きとうれしさでいっぱい」と目を輝かせた

スポーツ（プロ野球）

2016/7/6 毎日新聞 26 毎日書道展県内入選者㊤　♢公募≪漢字Ⅰ類≫新井祥薫（寄居町） 文化・芸術

2016/7/6 埼玉新聞 8 県シニアゴルフ　4日・日高CC＝シニア6407㍎、パー72　シニアの部上位成績
⑭明石諭（寄居）82（37、45）

スポーツ（ゴルフ）

2016/7/7 埼玉新聞 4 県内16年度上半期 企業倒産10.9％減の163件　主な倒産▷寄居町のアル
ミダイカスト製造「ケイディ」（負債総額55億円）

経済・産業

2016/7/7 埼玉新聞 9

ＮＴＴドコモカップ第26回埼玉県フレッシュミニバスケットボール大会
今年も開幕小学４年以下の熱戦 全県下から499チームが参加 10日
から県内90会場で開催　北部地区　寄居アタゴ体育館　7月16日（土）男子　寄
居ミニバス　女子　寄居スパークル

スポーツ（小学）

2016/7/8 読売新聞 25
カルチャー 夏を彩る花火特集　　寄居玉淀水天宮祭花火大会　8月6日午後
7時～9時　※写真 観光

2016/7/8 読売新聞 鳩山37.9度 県内59人搬送　寄居町と熊谷市で37.3度 気象

2016/7/8 埼北よみうり 2
スポットライト 寄居町中心市街地活性化協議会 会長 柴崎猛さん（67・寄居町）
ライフワークの集大成　中心市街地活性化　※写真 地域

2016/7/8 埼北よみうり 4 夏だ！祭りだ！夏祭り　7月②　寄居夏まつり（寄居町） 観光

2016/7/8 毎日新聞 26 短歌　水野昌雄選　寄居・町田節子　俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2016/7/8 埼玉新聞 1 県内5ヵ所で猛暑今年一番　熊谷と寄居で37.3度を記録 気象

2016/7/8 埼玉新聞 2
6月1日現在の県内市町村別推計人口（県統計課調べ）　寄居町　世帯
数12,961　人口総数33,883　男16,831　女17,052 統計

2016/7/8 埼玉新聞 9
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の夏
季大会兼住協カップ争奪戦　3日　庄和リトルシニアグラウンドなど　▷2回戦　深谷
彩北5－2所沢中央

スポーツ（中学）

2016/7/8 埼玉新聞 12
代表41校 205人が技競う 第50回交通安全子供自転車埼玉県大会
出場校一覧　寄居町立鉢形小学校 教育

2016/7/8
埼玉新聞
（第2部）

特集

誰よりも熱い夏 第98回全国高校野球埼玉大会　※寄居町内中学出身者
が登録メンバーに入っている高校（人数）　熊谷工（城南1）、熊谷商（男衾1）、聖望
学園（寄居1）、秩父（城南1）、秩父農工科（城南1）、東農大三（城南1）、本庄第一
（寄居1）、武蔵越生（寄居1）、寄居城北（寄居2）　（同日付の朝日新聞も同様の別
刷特集）

スポーツ（高校）

2016/7/11 読売新聞 17 選挙区 上位6人の市区町村別得票 選挙

2016/7/11 埼玉新聞 3
参院選 全国開票状況 埼玉選挙区候補者の市町村別得票数・投票率
（ほか各紙に同様の記事掲載） 選挙

2016/7/11 埼玉新聞 5 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜（寄居）や0－0　※名古屋場所初日 スポーツ（大相撲）

2016/7/11 埼玉新聞 6
第98回全国高校野球埼玉大会　第2日　10日　上尾市民　浦和実18－0寄居
城北　結果出ず悔しい　寄居城北・家中主将　※コメント　（ほか各紙に試合結果の
み掲載）

スポーツ（高校）

2016/7/12 読売新聞 33 選挙区 市区町村別投票率　寄居町　29,764（有権者数）　53.24（投票率％）
0.83（前回比）

選挙

2016/7/12 埼玉新聞 6
参院選 全国開票結果 埼玉選挙区候補者の市区町村別得票数・投票
率　（ほか各紙に同様の記事掲載）

選挙

2016/7/12 埼玉新聞 12 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜（寄居）●0－1　※名古屋場所2日目 スポーツ（大相撲）

2016/7/13 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

3 硬筆 埼玉県硬筆中央展覧会　【埼玉県書写書道教育連盟賞】池田りんな(寄
居用土小3)

文化・芸術

2016/7/13 読売新聞 29 代打・原口同点打 トラ連敗止める  阪神3－1ヤクルト 阪神・原口が1点を追
う8回、1死1、2塁から代打　中前に同点適時打

スポーツ（プロ野球）

2016/7/13 毎日新聞 26
10代の投票率全国平均上回る　10日に投開票の参院選で、県内の18、19歳
の投票率55.35％　全国平均の45.45％を上回る　さいたま市見沼区、朝霞市、寄居
町、東秩父村の各1投票所を抽出して調査

選挙
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2016/7/13 産経新聞 25 参院選 18、19歳投票率50％超え 4市区町村対象の抽出調査　（同日
の毎日新聞と同内容）

選挙

2016/7/13 埼玉新聞 7
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の夏
季大会兼住協カップ争奪戦　10日　浦和リトルシニアグラウンドなど　▷準々決勝
所沢南9－2深谷彩北（六回コールド）

スポーツ（中学）

2016/7/13 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜（寄居）○1－1　※名古屋場所3日目 スポーツ（大相撲）
2016/7/13 埼玉新聞 8 阪神連敗止める　阪神3－1ヤクルト　0－1の八回、代打原口の同点打 スポーツ（プロ野球）
2016/7/14 毎日新聞 26 俳句　星野光二選　寄居･町田節子 投稿
2016/7/14 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜（寄居）や1－1　※名古屋場所4日目 スポーツ（大相撲）
2016/7/15 朝日新聞 24 参院選比例区の市町村別確定得票 選挙

2016/7/15 東京新聞 24 10代の投票率55.35％ 参院選埼玉選挙区 271人抽出、県が調査
（7/13毎日新聞と同内容）

選挙

2016/7/15 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜（寄居）や1－1　※名古屋場所5日目 スポーツ（大相撲）

2016/7/15 埼玉新聞 11
寄居の星球宴で輝け 阪神原口選手 出身地で熱い応援　プロ野球・阪
神の原口文仁選手の大躍進に寄居町が沸く　郷土のスター誕生に町民の関心高
まる　※写真

地域

2016/7/16 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜（寄居）●1－2　※名古屋場所6日目 スポーツ（大相撲）
2016/7/17 読売新聞 25 原口が初安打初打点　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（プロ野球）
2016/7/17 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜（寄居）や1－2　※名古屋場所7日目 スポーツ（大相撲）

2016/7/17 埼玉新聞 9
マツダオールスターゲーム2016 第2戦 全セ5－5全パ　16日、横浜スタジア

ム 夢舞台で持ち味　阪神原口　阪神原口（寄居町出身）が1点を追う七回に
代打で登場、左翼フェンス直撃の同点二塁打を放つ　※原口（2打数1安打1打点）

スポーツ（プロ野球）

2016/7/17 スポーツニッポン 2
原口 育成出身捕手初球宴 初打席初安打初打点 代打一振り集中 守
備では失策も　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（プロ野球）

2016/7/18 毎日新聞 14 毎日俳壇　西村和子選　埼玉　町田節子　鷹羽狩行選　埼玉　石澤無涯 投稿
2016/7/18 埼玉新聞 5 埼玉俳壇　星野光二選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匡 投稿
2016/7/18 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜(寄居)○2－2　※名古屋場所8日目 スポーツ（大相撲）

2016/7/20 毎日新聞 27
「感動を」「メダルを」 リオ五輪各地で壮行会 寄居・男衾中　陸上1万㍍
で出場する寄居町出身の設楽悠太選手（24）は19日、町役場に花輪利一郎町長を
訪問　出身校の町立男衾中学校でも壮行会　※写真

地域

2016/7/20 埼玉新聞 7
リオ2016 決意新た 各地で壮行会 寄居 期待に応えたい 男衾中で陸
上の設楽悠　（同日の毎日新聞と同内容）　※写真

地域

2016/7/20 埼玉新聞 7

代(寄居)が初メダリスト 決勝大会へ激戦幕開け 2016県アマゴルフ
〈第1予選、19日・鳩山CC＝7155㍎、パー72＝48人〉　36歳の代紀幸（寄居）がアウ
ト38、イン39、5オーバーの77で初メダリスト　決勝大会（9月15、16日・岡部チサン
CC美里コース）に進出　※写真

スポーツ（ゴルフ）

2016/7/20 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜(寄居)○3－2　※名古屋場所10日目 スポーツ（大相撲）

2016/7/20 埼玉新聞 8 県中学総体 ラグビー　第2日、17日・熊谷荒川緑地公園　▷2回戦　寄居47｛26
－5、21－7｝12深谷

スポーツ（中学）

2016/7/20 埼玉新聞 15 真夏の夜の夢 花火大会特集 県北　寄居玉淀水天宮祭花火大会(寄居) 観光
2016/7/21 毎日新聞 26 俳句　星野光二選　寄居･町田節子 投稿

2016/7/21 産経新聞 23
｢元気と感動届ける｣ リオ五輪1万㍍･設楽悠太選手  リオ五輪陸上男子1
万㍍に日本代表として出場する設楽悠太選手（24）＝ホンダが20日、母校の武蔵
越生高校（越生町）で行われた壮行会に出席　※写真

スポーツ（陸上）

2016/7/21 東京新聞 24
リオで活躍 送るエール 出場選手の母校など壮行会 陸上男子1万㍍・
設楽選手「東京五輪は兄弟で」 武蔵越生高　（同日の産経新聞と同内容）
※写真

スポーツ（陸上）

2016/7/21 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜(寄居)や3－2　※名古屋場所11日目 スポーツ（大相撲）

2016/7/21 埼玉新聞 11
リオ2016 陸上男子1万㍍設楽悠 母校武蔵越生高で壮行会 ｢元気と
感動届ける｣　（同日の産経新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2016/7/22 朝日新聞 29 倉庫を燃やした疑いで逮捕　県警は寄居町用土、無職男性容疑者（44）を非
現住建造物等放火の疑いで逮捕、21日送検

事件・事故

2016/7/22
朝日新聞
別刷り特集

5

第57回埼玉県吹奏楽コンクール 出場団体と演奏曲 地区大会　【中学
B】■北部地区（8月2日　本庄市民文化会館）寄居町立寄居中　滝口響子（指揮
者）　秀吉〈交響曲「秀吉」より〉（演奏曲）　【高校C】■7月31日　所沢市民文化セン
ター　県立寄居城北高　知久望（指揮者）　サマー・ブリーズ（演奏曲）

文化・芸術

2016/7/22 読売新聞 31
Ｒｉｏ2016 決戦目前 母校もエール 設楽選手へ「頑張って」 寄居・男衾
中陸上部員ら　（7/20毎日新聞と同内容）　※写真

地域

2016/7/22 読売新聞 31 放火容疑 44歳逮捕　（同日の朝日新聞と同内容） 事件・事故

2016/7/22 埼北よみうり 2 原口選手(阪神)の活躍に地元もフィーバー(寄居町)　役場1階の総合案
内横に巨大パネル　※写真

地域

2016/7/22 埼北よみうり 4 がんばれ！埼北出身選手　陸上10000ｍ設楽悠太選手(24)　※中学時
代の陸上部顧問川音順子さん、小中の同級生野島敦さんのコメント、写真

スポーツ（陸上）

2016/7/22 埼北よみうり 4 夏だ！祭りだ！夏祭り　8月　寄居玉淀水天宮祭(寄居町) 観光
2016/7/22 埼北よみうり 6 埼北8月ｉｎｆｏ　6日（土）寄居玉淀水天宮祭 イベント情報
2016/7/22 埼北よみうり 6 ｐｉｃｋ up イベント かわはく夏まつり　7月24日（日） イベント情報

2016/7/22 毎日新聞 27 ニュース24時 本庄・倉庫に放火した疑いで男逮捕　（同日の朝日新聞と
同内容）

事件・事故
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2016/7/22 産経新聞 27
放火の疑いで男逮捕 不審火十数件に関与か　（同日の朝日新聞と同内
容）

事件・事故

2016/7/22 東京新聞 24
NEWSフラッシュ ★倉庫に放火容疑で男逮捕　（同日の朝日新聞と同内
容） 事件・事故

2016/7/22 埼玉新聞 12 リトルシニア　〈北部ブロックリーグ〉　18日、加須市田ケ谷サンスポーツランドな
ど　栃木下野10－4深谷彩北

スポーツ（中学）

2016/7/22 埼玉新聞 14 郷土力士星取表　【三段目】　☆湊竜(寄居)○4－2　※名古屋場所12日目 スポーツ（大相撲）
2016/7/22 埼玉新聞 19 倉庫放火容疑44歳男を逮捕　県警　（同日の朝日新聞と同内容） 事件・事故

2016/7/23 毎日新聞 26
多士彩々 経験生かし熱血指導 寄居中ラグビー部監督 新井昭夫さん
（43）　※写真

連載

2016/7/23 埼玉新聞 9 まちひとであい 催し　かわはく夏まつり(寄居)　24日　県立川の博物館 イベント情報

2016/7/23 埼玉新聞 11
県中学総体　22日　バスケットボール　第1日・桶川サンアリーナほか　【女

子】　▷1回戦　さいたま常盤48－42寄居男衾　柔道　第1日・県武道館　▷女子個
人44㌔級準決勝　秋元（川口西） 一本勝ち 小林（寄居男衾）

スポーツ（中学）

2016/7/23 埼玉新聞 13 郷土力士星取表　【三段目】　☆湊竜(寄居)や4－2　※名古屋場所13日目 スポーツ（大相撲）

2016/7/23 埼玉新聞 18
在支診3割市町村なし 県内、秩父など10市町村 厚労省集計　全国の
自治体のうち552市町村で、昨年3月末現在、「在宅療養支援診療所」(在支診）が
ないことが厚生労働省の集計で分かる　県内では寄居町など10市町村になかった

行政

2016/7/24 埼玉新聞 6
県中学総体　23日　柔道　第2日・県武道館　▷男子個人55㌔級準決勝　多田

（埼玉栄） 一本勝ち 原（寄居男衾）　ソフトボール　第1日・東松山駒形公園ソフ
トボール場ほか　▷女子1回戦　寄居城南3－2朝霞二

スポーツ（中学）

2016/7/24 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】　☆湊竜(寄居)や4－2　※名古屋場所14日目 スポーツ（大相撲）
2016/7/25 読売新聞 35 読売俳壇　矢島渚男選　埼玉県　町田節子 投稿

2016/7/25 東京新聞 21
原口2点適時打　【経過】阪神は六回、原口の2点適時打で逆転　※11版、途中
経過 スポーツ（プロ野球）

2016/7/25 埼玉新聞 7
県中学総体 24日　柔道　最終日・県武道館　団体　▷女子準々決勝　寄居2－1

深谷南　▷同準決勝　東松山北3－0寄居　陸上　第1日・熊谷スポーツ文化公園
陸上競技場　【女子】▷800㍍　⑥吉田（寄居城南）2分17秒87

スポーツ（中学）

2016/7/25 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【三段目】　☆湊竜(寄居)○5－2　※名古屋場所千秋楽 スポーツ（大相撲）

2016/7/25 埼玉新聞 9 原口8号ソロ　阪神8－5広島　原口（寄居出身）が二回にソロを放つ　※原口文
仁選手コメント

スポーツ（プロ野球）

2016/7/25 埼玉新聞 12･13
健康長寿の延伸と医療費抑制目指し市町村と連携 「平成28年度健康
長寿優秀市町村表彰」　優良賞　未来の自分に“健幸”貯金！　よりいプラス
1000歩運動　寄居町

行政

2016/7/25 埼玉新聞 15 埼玉俳壇　星野光二選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子 投稿

2016/7/25 埼玉新聞 16･17
第27回埼玉県芸術文化祭2016協賛 彩の国埼玉ピアノコンクール 予
選出場者一覧　ABCD部門　7/29（金）さいたま芸術劇場音楽ホール　【A部門】
矢崎俊(寄居)　持田ひより(寄居)

文化・芸術

2016/7/26 読売新聞 32
高校総体2016 県選手名簿①　【少林寺拳法】♢男子▷団体演武　小川（佐藤
伸）　♢女子　小川（大谷綾花、中島帆乃香）　※佐藤伸（小川高3年、寄居中出
身）、大谷綾花（小川高3年、寄居中出身）、中島帆乃香（小川高3年、城南中出身）

スポーツ（高校）

2016/7/26 毎日新聞 26 ♢第51回高野山競書大会入賞者　【高野山総長賞】新井祥薫（寄居町） 文化・芸術

2016/7/26 埼玉新聞 11 県中学総体 ソフトボール　25日（第2日・毛呂山大類ソフトボール場）　▷女子2
回戦　狭山西7－0寄居城南（5回コールド）

スポーツ（中学）

2016/7/26 埼玉新聞 18 熊本・大分地震義援金　‣関東文化開発長瀞カントリークラブ（寄居町金尾） その他

2016/7/27 読売新聞 32

高校総体2016 県選手名簿②　【柔道】♢女子▷個人　大谷麻稀(児玉)　【卓球】
♢男子▷団体　埼玉栄（内田拓光）　▷個人（シングルス）　内田拓光（埼玉栄）　坂本
来太（寄居城北）　※大谷麻稀（児玉高3年、寄居中出身）、内田拓光（埼玉栄高2
年、桜沢小出身）

スポーツ（高校）

2016/7/27 埼玉新聞 11 第98回全国高校野球埼玉大会第12日 準決勝　26日　聖望学園6－5大宮
東　※西川洸（聖望学園3年・寄居中出身）出場、写真　（各紙に同内容の記事）

スポーツ（高校）

2016/7/28 読売新聞 29
猛虎猛攻 4回9点 原口5打点　（同日の埼玉新聞、スポーツニッポンと同内
容） スポーツ（プロ野球）

2016/7/28 読売新聞 32 高校総体2016 県選手名簿③　【弓道】♢男子▷個人　小池隆志(寄居城北) スポーツ（高校）

2016/7/28 毎日新聞 20 トラ四回に9点 ○神9-0ヤ● 原口脅威の5打点　（同日の埼玉新聞、ス
ポーツニッポンと同内容）※写真

スポーツ（プロ野球）

2016/7/28 毎日新聞 26 俳句　星野光二選　寄居・町田節子　寄居・小渕美津子 投稿

2016/7/28 埼玉新聞 特集 第98回全国高校野球埼玉大会最終日 決勝　27日　花咲徳栄6－0聖望学
園　※西川洸（聖望学園3年・寄居中出身）出場　　（各紙に同内容の記事）

スポーツ（高校）

2016/7/28 埼玉新聞 9 プロ野球 セ・リーグ 原口が5打点　阪神9－0ヤクルト　四回、原口は先制3ラ
ンと2打点で5打点

スポーツ（プロ野球）

2016/7/28 スポーツニッポン 3

10打数連続打‼ ウル虎80年ぶり 4回イッキ9点‼ 主役は原口5打点‼
阪神が4回、10打数連続安打で9得点　2四球と犠打を挟み、打者14人の猛攻　主
役は原口　左翼席への先制9号3ランに続き、この回2度目の打席で左翼線へ2点
適時打　※27日、阪神9-0ヤクルト、甲子園球場　写真2

スポーツ（プロ野球）

2016/7/29 スポーツニッポン 2 阪神10－5ヤクルト　‣阪神原口（4回1死三塁での同点中前打など3安打4打点）
※コメント

スポーツ（プロ野球）

2016/7/30 読売新聞 30 五輪へ 埼玉から54人 大舞台に挑む　主な県関係選手の出場予定競技
陸上　男子1万㍍　設楽悠太　Ｈｏｎｄａ

スポーツ（陸上）
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2016/7/31 読売新聞 29 荒川で女性流され死亡　30日午後4時40分頃、寄居町桜沢の荒川で、行田市
の大学生（21）が流され、搬送先の病院で死亡確認

事件・事故

2016/7/31 産経新聞 26 寄居の荒川で女性溺れ死亡　（同日の読売新聞と同内容） 事件・事故

2016/7/31 埼玉新聞 9 迫る開幕 さあリオ五輪 県勢出場の主な競技開始時間　【陸上】▷設楽悠
太（寄居町出身）男子10000㍍＝14日午前8時

スポーツ（陸上）

2016/7/31 埼玉新聞 17 大学生溺れ死亡 寄居の荒川　（同日の読売新聞と同内容） 事件・事故

2016/8/1 朝日新聞 25 響 ハーモニー 県吹奏楽コンクール　♢地区大会の結果（31日）　【高校C】優
秀賞＝寄居城北

文化・芸術

2016/8/1 朝日新聞 25 寄居の荒川で溺れ、大学生死亡　（7/31読売新聞と同内容） 事件・事故

2016/8/1 毎日新聞 23 54選手メダルへ全力 リオ五輪開幕まで5日　♢リオ五輪に出場する県関係
選手♢　陸上1万㍍　設楽悠太

スポーツ（陸上）

2016/8/1 東京新聞 26 NEWSフラッシュ ★寄居の荒川で溺れ女子大生死亡　（7/31読売新聞と
同内容）

事件・事故

2016/8/1 埼玉新聞 9 埼玉俳壇　内野修選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)石澤無涯 投稿

2016/8/1 埼玉新聞 13
県中学総体 寄居競り勝ち２連覇 城西川越に28－21 石水が決勝トラ
イ　秘策的中反撃かわす ラグビー　31日（最終日・熊谷荒川ラグビー場）　▷
決勝　寄居28｛21－7、7－14｝21城西川越　　※出場メンバー、写真

スポーツ（中学）

2016/8/1 埼玉新聞 16 ニュースクリップ　川で溺れ21歳女性死亡（寄居）　（7/31同紙と同内容） 事件・事故

2016/8/3 埼玉新聞 1
埼玉発 リオで羽ばたけ ⑧陸上 設楽悠太(寄居町出身) 「世界」の借り
五輪で　※写真

スポーツ（陸上）

2016/8/3 埼玉新聞 5

県商工会・青年の主張県予選 最優秀賞・知事賞に駒澤さんと木村さ
ん　　県商工会連合会・同青年部連合会主催の第35回県商工青年の主張大会　7
月26日　さいたま市大宮区さいたま市民会館おおみや　最優秀賞・知事賞に寄居
町商工会の木村恵里加さん　※写真

地域

2016/8/3 スポーツニッポン 11
Vamos Japão！代表の誇り胸に337戦士－スポニチ2016リオ五輪選
手名鑑　陸上　設楽悠太　※写真　（8/1～5に同様の特集記事が各紙にあり）

特集

2016/8/4 毎日新聞 24 短歌　水野昌雄選　寄居・町田節子　俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2016/8/4 毎日新聞 25
タグラグビー講習 教職員対象に開催 県が各地で予定　「タグラグビー
ティーチャー養成講習会」が3日始まる　本庄市で行われた講習会に参加した寄居
町立鉢形小の金子晃教諭（36）

教育

2016/8/5 朝日新聞 30
埼玉ゆかり71人出場 各地でＰＶ Ｒｉｏ ＯＬＹＭＰＩＣＳ 2016　寄居町では、
陸上男子1万㍍の設楽悠太選手を町中央公民館で応援　※表－■リオデジャネイ
ロ五輪 埼玉ゆかりの日本代表選手　設楽悠太　武蔵越生高、東洋大、寄居出身

スポーツ（陸上）

2016/8/5 読売新聞 32
よみうり文芸 短歌　【入選】寄居町　田中広美　俳句　【入選】寄居町　新井竹

子　　川柳　【佳作】寄居町　町田節子
投稿

2016/8/5 東京新聞 26 荒川に舟山車 花火5000発彩る 寄居玉淀水天宮祭 あす　「関東一の水
祭り」と呼ばれる寄居玉淀水天宮祭が六日、開かれる　※写真

観光

2016/8/5 埼玉新聞 11

“嫌われもの”に焦点 カメムシ研究一冊に 寄居の野沢雅美さん　県立
秩父農工科学高校の元校長で、現在は県立自然の博物館外部研究者などを務め
る寄居町の野沢雅美さん（65） 農文協から『おもしろ生態と上手なつきあい方 カメ
ムシ』を出版　※写真

地域

2016/8/6 産経新聞 23 県ゆかり54選手 世界に挑む RIO五輪2016　♢リオ五輪に出場する県ゆか
りの選手♢　陸上10000㍍　設楽悠太

スポーツ（陸上）

2016/8/6 埼玉新聞 1 南米初 リオ五輪開幕 県関係54選手14競技に　陸上は設楽悠太（寄居町
出身）が14日の男子1万㍍

スポーツ（陸上）

2016/8/6 埼玉新聞 18

埼玉ピアノコンクールA～D部門 133人が準本選進出　第27回彩の国・埼
玉ピアノコンクールのA～D部門　7月29日、8月1～3日の4日間　さいたま市中央区
さいたま芸術劇場　133人の準本選進出者が決定　予選通過者【A部門】7月29日
矢﨑俊（寄居）　持田ひより（寄居）

文化・芸術

2016/8/7 朝日新聞 29 川面に万灯ゆらゆら 寄居　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真 地域

2016/8/7 読売新聞 29
夕闇に明かりの競演 寄居・水天宮祭　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写
真 地域

2016/8/7 埼玉新聞 1 寄居玉淀水天宮祭 清流に光競演　寄居町の夏を彩る「寄居玉淀水天宮祭」
が6日行われた　※写真

地域

2016/8/7 埼玉新聞 8 リオ五輪 埼玉関係選手ひとこと　設楽悠太（陸上・寄居町出身）　※設楽悠
太選手コメント

スポーツ（陸上）

2016/8/7 埼玉新聞 19 鳩山36.6度 全国で猛暑日 熱中症疑い620人搬送　寄居町35.4度 気象

2016/8/8 東京新聞 24
夜空に大輪5000発 寄居で玉淀水天宮祭　（8/7埼玉新聞と同内容）　※写
真 地域

2016/8/8 埼玉新聞 2 7月1日現在の県内市町村別推計人口（県統計課調べ）　寄居町　世帯
数12,960　人口総数33,845　男16,807　女17,038

統計

2016/8/8 埼玉新聞 13 埼玉俳壇　内野修選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤紀子 投稿

2016/8/9 毎日新聞 27 舟山車、花火夏の夜の競演 寄居玉淀水天宮祭　（8/7埼玉新聞と同内
容）　※写真

地域

2016/8/10 読売新聞 27
44歳処分保留で釈放　本庄市の倉庫に放火し全焼させたとして逮捕された寄
居町の無職男性（44）について、さいたま地検熊谷支部は9日、処分保留で釈放
理由は明らかにせず

事件・事故

2016/8/10 産経新聞 27
全観測地点で猛暑日 熱中症搬送36人　9日の県内は8観測地点全てで35
度以上の猛暑日　正午に最高気温36.6度の酷暑となった寄居町では、荒川で水遊
びをする子供たちの姿が見られた　※写真

気象
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2016/8/12 埼玉新聞 2

「川の恩恵感じて」 彩の川研究会 2年連続で全国表彰　公益財団法人
日本河川協会の県内在住有志で構成される「彩の川研究会」　昨年度の調査テー
マ「埼玉の城址と川」の活動事例が評価され、同法人から全国表彰　寄居町の「鉢
形城」など　城跡と川の関連を解説

その他

2016/8/12 埼玉新聞 7

全労済カップ争奪 第41回埼玉県スポーツ少年団小学生軟式野球交
流大会 北部ブロック予選抽選会　6日、本庄市民文化会館　30チーム　マッ
キーズ(寄居)、用土コルツ(寄居)、城南キングフィッシャーズ(寄居)、オブスマクラブ
(寄居)出場

スポーツ（小学）

2016/8/12 埼玉新聞 7

深谷彩北、所沢中央8強 日本リトルシニア林和男旗杯国際大会　日本
リトルシニア中学硬式野球協会の第7回林和男旗杯国際野球大会兼信越連盟創
立40周年記念大会　県営長野球場　深谷彩北8強入り　▷2回戦　深谷彩北10－7
札幌新琴似（北海道）　▷3回戦　深谷彩北2－0伊北（信越）　▷4回戦　深谷彩北1－
0横浜青葉（関東）　▷準々決勝　札幌南（北海道）7－0深谷彩北（五回コールド）

スポーツ（中学）

2016/8/12 埼玉新聞 15 つれづれ　サプライズ　笠原則夫（寄居町、55歳） 投稿

2016/8/12 埼北よみうり 1
明13日（土）いよいよ開幕 頂点目指し32チーム激突 第30回読売旗争
奪県北少年野球選手権大会　熊谷さくら運動公園野球場ほか　16日（火）ま
での4日間　※オブスマクラブ出場

スポーツ（小学）

2016/8/12 埼北よみうり 2
キャプテン大会への意気込み！　オブスマクラブスポーツ少年団　高橋陽太
主将 スポーツ（小学）

2016/8/12 埼北よみうり 4 ソーセージ9品 独のコンテストで金賞（寄居町）　（5/24埼玉新聞と同内
容）　※写真

地域

2016/8/12 埼北よみうり 5
第30回読売旗争奪県北少年野球選手権大会 代表32チーム紹介 目
指せ‼埼北の頂点　オブスマクラブスポーツ少年団　監督 新井導 ※監督コメン
ト、チームデータ、登録メンバー

スポーツ（小学）

2016/8/12 埼北よみうり 8 第30回予選参加チーム　【大里地区】マッキーズ、用土コルツ、オブスマクラ
ブ、キングフィッシャーズ　　※写真

スポーツ（小学）

2016/8/14 読売新聞 24
少年野球「全力プレー」 県北大会開幕　「第30回読売旗争奪県北少年野球
選手権大会」が13日、熊谷さくら運動公園野球場などで開幕　▷1回戦　オブスマク
ラブ10-3富士見少年野球

スポーツ（小学）

2016/8/15 朝日新聞 15
ＲＩＯ ＯＬＹＭＰＩＣＳ 第9日　陸上　【男子】▷1万㍍　㉙設楽悠太（ホンダ）28分55
秒23　（読売、毎日、東京の各紙が同様に決勝記録を掲載） スポーツ（陸上）

2016/8/15 朝日新聞 21

16市町の本庁舎 耐震性不十分 業務継続計画 17市町村が未策定
県内63市町村中、16市町で耐震性が不十分な本庁舎を使用　17市町村が「業務
継続計画」（BCP）を未策定　「予算がなく来年度になる」（寄居町）　※BCP未策定
の市町村（策定中を含む）一覧に寄居町

行政

2016/8/15 読売新聞 29

陸上設楽悠選手に拍手 リオ五輪１万メートル29位　リオデジャネイロ五
輪の陸上男子1万㍍に初出場した設楽悠太選手（24）（ホンダ）を応援しようと、出
身地・寄居町の中央公民館で14日、パブリックビューイング 家族や後輩ら約500人
が声援　※写真

地域

2016/8/15 読売新聞 29 読売旗争奪県北少年野球選手権大会　14日・熊谷さくら運動公園野球場
▷2回戦　オブスマクラブ5-4川島ライオンズ

スポーツ（小学）

2016/8/15 毎日新聞 23 設楽選手に声援 地元寄居でＰＶ 陸上男子１万メートル　（同日の読売新
聞と同内容）　※写真

地域

2016/8/15 産経新聞 12 RIO2016 陸上 大迫世界との差痛感　※写真（男子一万㍍決勝で序盤に並
んで走る大迫と設楽）

スポーツ（陸上）

2016/8/15 埼玉新聞 7 埼玉俳壇　内野修選　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2016/8/15 埼玉新聞 8

リオ五輪 陸上 男子１万 設楽 早々と脱落 マラソン転向示唆　陸上男
子1万㍍の村山と設楽は序盤に集団の前方につけたが、ペースの変化についてい
けず、早々と脱落　設楽は、まめで調整不十分　今後のマラソン転向も示唆　※写
真

スポーツ（陸上）

2016/8/15 埼玉新聞 17
リオ五輪 夢の続き 東京で 陸上１万㍍設楽選手 出身地寄居 熱い声
援　寄居町中央公民館でPV　※写真　男衾中の恩師 川音教諭 積極レー
ス成長を実感　（川音教諭のコメント、男衾中時代の実績、エピソード）　※写真

地域

2016/8/15 スポーツニッポン 2 設楽早々脱落・・・村山は周回遅れ　（同日の埼玉新聞と同内容）　㉙設楽悠
太（ホンダ）28分55秒23　※写真

スポーツ（陸上）

2016/8/16 読売新聞 26 読売旗争奪県北少年野球選手権大会　15日・熊谷さくら運動公園野球場
▷準々決勝　市の川小野球8-2オブスマクラブ

スポーツ（小学）

2016/8/16 日本経済新聞 33
ここに行きたい’16夏 埼玉県立川の博物館（寄居町） 水に親しみ怖さ
も学ぶ　※写真

連載

2016/8/16 東京新聞 22 1万㍍・設楽選手に寄居の後輩ら声援　（8/15読売新聞と同内容）　※写真 地域

2016/8/16 東京新聞 22
県内のオリンピアン　陸上男子1万㍍29位　設楽悠太選手（24）　※設楽悠太選
手コメント 連載

2016/8/16 埼玉新聞 5 埼玉詩欄　田中美千代選　拝啓 幸子さんへ　大野順一（寄居町） 投稿

2016/8/17 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2

県中学校総体柔道の部　7月22～24日　県立武道館　【女子団体ベスト8の記
録】寄居中2－1深谷南中　▷準決勝　東松山北中3－0寄居中　【男子個人戦の記
録】▷50キロ級 ③新福大空(寄居)　▷55キロ級 ③原京悟(寄居男衾)　【女子個人戦
の記録】▷44キロ級 ③小林弘実(寄居男衾)
県中学総体剣道の部　7月25、26日　越谷市総合体育館　【男子団体ベスト8の
記録】▷準々決勝　北本中4－0寄居中

スポーツ（中学）



2016（平成28）年 寄居町新聞記事索引　7月～12月 （2018年4月作成時）

2016/8/17 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2

寄居中が優勝 県中学校総体ラグビーの部 城西川越と接戦制す 石
水健太が決勝トライ　7月16～31日　熊谷荒川緑地公園　（8/1埼玉新聞と同内
容）　‣対応力の高さで接戦制した（新井昭夫監督コメント）　※写真4　【県大会の記
録】▷準々決勝　寄居中47－12深谷中　▷準決勝　寄居中26－21深谷明戸中

スポーツ（中学）

2016/8/18 毎日新聞 22 俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2016/8/19 読売新聞 34
読売書法展・東京展 出品役員の顔ぶれ　第33回読売書法展・東京展　28
日まで東京・六本木の国立新美術館と池袋のサンシャインシティ文化会館　♢漢字
部門♢〈理事〉加藤東陽

文化・芸術

2016/8/19 毎日新聞 20 インフォメーション ギャラリー　よりい平和美術展　27～28日　寄居町中央公
民館

イベント情報

2016/8/20 産経新聞 23 賢治20歳、青春の旅 秩父来訪100年 ②　石を運んだ？「旅館」の記憶
※写真（荒川の様子などを詠んだ2首が記された歌碑＝寄居町寄居）

文化・芸術

2016/8/20 埼玉新聞 9 サッカー　県高校女子選手権第1日　19日・寄居城北高校ほか　各組予選リーグ
▷B組　寄居城北・北本合同1－1秋草学園

スポーツ（高校）

2016/8/21 埼玉新聞 6 高校サッカー埼玉大会1次予選 きょう開幕　第95回全国高校サッカー選手
権大会1次予選　※O組　寄居城北

スポーツ（高校）

2016/8/22 東京新聞 22 情報ファイル　展覧会　♦第12回よりい平和美術展 イベント情報
2016/8/22 埼玉新聞 7 埼玉俳壇　内野修選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤紀子 投稿

2016/8/22 埼玉新聞 9 第95回全国高校サッカー埼玉大会　第1日、21日・三郷工技ほか　【1次予
選】▷O組1回戦　寄居城北3-2鳩山

スポーツ（高校）

2016/8/22 埼玉新聞 17 つれづれ　夫婦の修学旅行　高橋正樹（寄居町、49歳） 投稿

2016/8/23 朝日新聞 23
ＲＩＯ ＯＬＹＭＰＩＣＳ 入賞者日本選手の成績　陸上　【男子】▷1万㍍　㉙設楽
悠太（ホンダ）28分55秒23　（読売、毎日、日経、東京新聞の各紙に同様の特集記
事）

特集

2016/8/23 産経新聞 25 車にはねられ80歳女性死亡　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故

2016/8/23 東京新聞 24
寄居の竹内さん県知事賞に輝く 中日写協前期入賞　中日写真協会埼玉
支部の2016年前期の入賞者　県知事賞に竹内道直さん(寄居町)の「盂蘭盆の迎え
火」が選ばれる　※写真

地域

2016/8/23 東京新聞 24 NEWSフラッシュ ★深谷で車にはねられ女性死亡　（同日の埼玉新聞と同
内容）

事件・事故

2016/8/23 埼玉新聞 8

全労済カップ争奪 第41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〉（21日・本庄市民球場ほか）　▷1回戦　マッキーズ(寄居)5
－0用土コルツ(寄居)（五回コールド）　城南キングフィッシャーズ(寄居)10－2妻沼
ホーマーズ（熊谷）（五回コールド）　長瀞ジャイアンツ12－3オブスマクラブ（寄居）
（五回コールド）

スポーツ（小学）

2016/8/23 埼玉新聞 9 全国中学大会 陸上　【女子】▷800㍍予選　「6組」　⑥吉田詩央（寄居城南） スポーツ（中学）

2016/8/23 埼玉新聞 13
中学生１８人派遣 米国で親睦図る 町役場で結団式（寄居）　寄居町の
中学生18人が米国オハイオ州メアリズビル市へ派遣されるのに先立ち19日、町役
場で結団式　※写真

行政

2016/8/23 埼玉新聞 13
観光写真コンクール 来月末まで作品募集 11月に表彰式（寄居）　寄
居町観光協会が「第56回寄居町観光写真コンクール」の作品を募集　9月30日締
め切り

地域

2016/8/23 埼玉新聞 17 つれづれ　楽しい一日　高橋遙香（寄居町、9歳） 投稿

2016/8/23 埼玉新聞 19

ニュースクリップ 軽乗用車にはねられ80歳女性死亡（深谷）　　22日午
前6時10分ごろ、深谷市畠山の県道で歩いて道路を横断しようとしていた同所無職
女性（80）が軽乗用車にはねられ搬送先の病院で死亡　寄居署は軽乗用車を運転
していた寄居町鉢形の会社員男性容疑者（49）を自動車運転処罰法違反の容疑で
現行犯逮捕

事件・事故

2016/8/24 埼玉新聞 7
県民の健康長寿のために 歯と口の健康が全身の健康に関与 各地
域で行われた郡市歯科医師会のイベント　成人歯周疾患の検診 寄居町歯
科イベント（寄居町保健福祉総合センターユウネス）

その他

2016/8/24 埼玉新聞 11 阪神、序盤に猛攻 原口が先制打　一回1死満塁で原口が先制適時打　二回
無死一、二塁でも安打を放ってチャンスを広げる　※写真、阪神9－3DeNA

スポーツ（プロ野球）

2016/8/24 埼玉新聞 13
平和の尊さを文化行事で確認 寄居・中央公民館で27、28日　文化行事
を通じて平和の尊さを確認する催し「よりい平和と文化のつどい」（同連絡協議会主
催）が27、28日、寄居町中央公民館で開かれる

地域

2016/8/25 読売新聞 30 高齢者叙勲　（9月1日）▷瑞宝双光章　柿沼和良氏（元特定郵便局長）寄居町牟
礼　（同日の埼玉新聞にも掲載あり）

叙位叙勲

2016/8/25 毎日新聞 26 俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2016/8/25 埼玉新聞 9 サッカー　県高校女子選手権第2日　24日・東松山岩鼻サッカー場ほか　▷1次
リーグB組　松山女4－1寄居城北・北本

スポーツ（高校）

2016/8/26 読売新聞 30 俳句　榎本好宏選　【入選】寄居町　中村茂　川柳　西潟賢一郎選【佳作】寄居町
田中美枝子　【入選】寄居町　柴﨑真一

投稿

2016/8/26 埼北よみうり 3 自作いかだで荒川下り(寄居町)　自作のいかだで寄居町内の荒川を下る
「2016荒川いかだ下り」が21日、約3Kmのコースで行われた　※写真

地域

2016/8/26 埼北よみうり 4
第30回読売旗争奪県北少年野球選手権大会 泣いた笑った輝いた 埼
北球児の夏　※トーナメント表にオブスマクラブ、写真

スポーツ（小学）

2016/8/26 埼北よみうり 5 季節のたより  トラノオに花(寄居町)　寄居町の長谷川文子さんから情報※写真 投稿

2016/8/26 埼北よみうり 6
エンタメ 作品展 第12回よりい平和美術展　8月27日（土）・28日（日）　寄居町中

央公民館　小久保薫個展　寄居町の小久保薫さんが小作品、水彩、彫刻、デッサ
ンなど30点以上の作品を展示　8月31日（水）～9月4日（日）　小川町立図書館

イベント情報
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2016/8/26 日本経済新聞 35

3有料道、カードでＰＲ 県道路公社、狭山環状などで配布 観光地や特
産情報掲載　埼玉県道路公社が9月1日から、皆野寄居などの有料道路3路線
の写真と観光情報などを載せた「ＴＯＬＬＲＯＡＤ（トールロード）カード」を利用者に
配布　全国初の試み　※カード画像

行政

2016/8/26 埼玉新聞 6 第95回全国高校サッカー埼玉大会　第2日、25日・大宮東高校ほか　▷O組
準決勝　独協埼玉3－0寄居城北

スポーツ（高校）

2016/8/26 埼玉新聞 8

女子は秋山（男衾柔道クラブ）頂点 県スポーツ少年団 柔道親善大会
第38回スポーツ少年団柔道親善大会兼第29回県民総合体育大会スポーツ少年団
の部　20日　県武道館　【男子】▷中学1年　③折笠海飛（男衾柔道クラブ）　【女子】▷
中学2年　③小林弘実（男衾柔道クラブ）　▷中学3年　①秋山美麗（男衾柔道クラ
ブ）　※写真

スポーツ（中学）

2016/8/27 東京新聞 22 手作りいかだ 息合わせ川下り 寄居・荒川で8艇　（8/26埼北よみうりと同
内容）　※写真

地域

2016/8/28 東京新聞 24
賢治の足跡たどる 埼玉来訪から100年 さいたま文学館企画展を開催
中　企画展「宮沢賢治 秩父路を行く」　さいたま文学館で9月4日まで　※旅行の行
程に「寄居」　「毛虫焼く～」は寄居町の情景を詠む

文化・芸術

2016/8/28 埼玉新聞 11

「女性力」生かし地域発展を 商工青年の主張関東地区大会 木村さん
が出場 寄居町商工会、初の県代表　寄居町桜沢のネイルサロン「スーリ
ヤ」代表の木村恵里加さん（33）が、第35回県商工青年の主張大会で最優秀賞を
受賞　9月1日にさいたま市の市民会館おおみやで行われる関東ブロック大会に出
場　50年の歴史がある寄居町商工会の青年部から関東大会に進むのは初めて
※写真

地域

2016/8/29 産経新聞 22 企業倒産 41件減の157件　（7/7埼玉新聞と同内容） 経済・産業
2016/8/29 埼玉新聞 7 埼玉俳壇　内野修選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子　(寄居)石澤無涯 投稿

2016/8/30 朝日新聞 25
日本伝統工芸展　第63回日本伝統工芸展の入賞・入選者が30日発表された　9
月21日から10月3日まで東京・日本橋三越本店で開催　県内の入選者　【陶芸】原
清（寄居町）

文化・芸術

2016/8/30 埼玉新聞 8 郷土力士新番付　【三段目】　湊竜（寄居・湊） スポーツ（大相撲）

2016/8/30 埼玉新聞 12 手製いかだで夏の荒川満喫 町内外から50人参加（寄居）　（8/26埼北よ
みうりと同内容）　※写真

地域

2016/8/30 埼玉新聞 17 つれづれ　二人展　大野順一（寄居町、70歳） 投稿

2016/8/30 埼玉新聞 18
中島さんら16人2日目勝ち残り 世界アマ囲碁県大会　第38回世界アマ囲
碁選手権埼玉県大会　28日　川口市立中央ふれあい館　初日勝ち抜き者　▷森屋
偉作（寄居）

文化・芸術

2016/9/1 東京新聞 25
行楽道楽ガイド 学べるスポット親子でぶらり 戦国の要衝を歩く 鉢形
城(埼玉県寄居町)

観光

2016/9/1 埼玉新聞 6
宇都宮が深谷彩北下し準V リトルシニア　〈北部ブロックリーグ〉　8月28
日、宇都宮リトルシニアグラウンドなど　宇都宮6－3深谷彩北　［最終成績］⑧深谷
彩北4勝6敗

スポーツ（中学）

2016/9/1 埼玉新聞 18 有料道路3路線全国初のカード 今日から配布開始　（8/26日本経済新聞
と同内容）

観光

2016/9/2 産経新聞 25 3路線の見どころ掲載 県道路公社 トールロードカード配布　（9/1埼玉
新聞と同内容）

観光

2016/9/5 毎日新聞 10

おんなのしんぶん 西原恵理子と枝元ほなみのおかん飯 今回の料理
インゲンの和風マリネと揚げ浸し　✉食卓の彩りにと思って買うものの使い
勝手が悪く冷蔵庫に残りがちなインゲン　何かいい使い道はないでしょうか（埼玉
県寄居町、井口千晶さん）

連載

2016/9/5 毎日新聞 25
全国初有料道路カード 「狭山環状」「新見沼大橋」「寄居皆野」 県公
社 写真や知識で魅力伝える　（8/26日本経済新聞と同内容）

観光

2016/9/5 東京新聞 20

宮沢賢治・埼玉来訪100年 「賢治は寄居でも熱心に岩石採集」 同町
の講演会で紹介　寄居町の町立図書館で、元県立自然の博物館長で県文化財
保護審議会委員の本間岳史さん（67）が「宮沢賢治の秩父地質巡検」をテーマに講
演　※写真

地域

2016/9/5 埼玉新聞 2 8月1日現在の県内市町村別推計人口（県統計課調べ）　寄居町　世帯
数12,955　人口総数33,812　男16,777　女17,035

統計

2016/9/5 埼玉新聞 7 埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)大野順一　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2016/9/5 埼玉新聞 10 選抜目指し熱戦必至 秋季高校野球地区大会　北部　G組　寄居城北－進
修館

スポーツ（高校）

2016/9/5 埼玉新聞 10 阪神連敗止める　（同日のスポーツニッポンと同内容） スポーツ（プロ野球）

2016/9/5 スポーツニッポン 4 7連敗で止めた原口V撃  阪神3－1DeNA　8回2死一、二塁で原口が左越えの
2点二塁打を放つ　※写真

スポーツ（プロ野球）

2016/9/6 埼玉新聞 8 リトルシニア　〈北関東支部秋季大会〉　4日、旧騎西高校など　▷1回戦　深谷彩
北8－2さいたま市中央（六回コールド）

スポーツ（中学）

2016/9/6 埼玉新聞 11
油彩、日本画など熱意伝わる93作品 秩父美術館賞画家公募展　秩父
市永田町の秩父美術館ギャラリー　11日まで　秩父美術館賞入賞者　保泉敏雄さ
ん（寄居町）

文化・芸術

2016/9/6 埼玉新聞 12 秋の味覚に満足 ブドウ狩りが最盛期（寄居）　寄居町西ノ入の「よりい平
倉観光ぶどう郷」ブドウ狩りが最盛期　※写真

観光
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2016/9/7 埼玉新聞 11
アマチュア無線協力会と災害協定 寄居町　寄居町は5日、寄居町アマチュ
ア無線非常通信協力会（嶋田健司会長）と「アマチュア無線による災害時応援協
定」を締結　※写真

行政

2016/9/8 毎日新聞 26 俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2016/9/9 埼北よみうり 3 わたしの小学校(117) 寄居町立桜沢小学校 『花を生かした活動』　※
写真

教育

2016/9/9 埼北よみうり 6
エンタメ イベント かわはくシルバーウィークイベント　9月17日（土）～19日（月・
祝） イベント情報

2016/9/9 日本経済新聞 37
「タカの渡り」観察会 寄居町、中間平展望デッキで 新たな観光スポッ
トに　埼玉県寄居町は17日、同町秋山の中間平展望デッキで「タカの渡り」の観察
会を初開催　※写真

地域

2016/9/9 産経新聞 25

本庄の81歳男性車にはねられ重体 寄居の会社員逮捕　7日午後6時35
分ごろ、本庄市児玉町金屋の市道で同市の無職男性（81）が乗用車にはねられ重
体　児玉署は自動車運転処罰法違反（過失致傷）の現行犯で、乗用車を運転して
いた寄居町桜沢の会社員（41）を逮捕

事件・事故

2016/9/9 東京新聞 22 寄居の見どころ撮った写真募集 30日まで、町観光協　寄居町観光協会
が「第五十六回寄居町観光写真コンクール」への応募を呼びかけ

観光

2016/9/9 埼玉新聞 9

全労済カップ争奪 第41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〉　3、4日、本庄総合公園多目的グラウンド　▷2回戦　本庄
エンゼルス6－4マッキーズ(寄居)（五回コールド）　城南キングフィッシャーズ(寄
居)12－0川本南小（深谷）（五回コールド）　▷準々決勝　妻沼スラッガーズ7－0城南
キングフィッシャーズ（六回コールド）

スポーツ（小学）

2016/9/10 埼玉新聞 7 まちひとであい 催し　かわはくシルバーウィークイベント(寄居)　　17－19日　県
立川の博物館

イベント情報

2016/9/11 埼玉新聞 7 秋季高校野球 地区大会　10日　北部　進修館7－2寄居城北 スポーツ（高校）

2016/9/13 埼玉新聞 1
北条3兄弟が縁姉妹都市締結へ 寄居町 八王子市 小田原市　寄居町
は12日、戦国武将の北条氏とゆかりのある東京都八王子市、神奈川県小田原市と
姉妹都市盟約を結ぶと発表

行政

2016/9/13 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜(寄居)　や0－1　※秋場所2日目 スポーツ（大相撲）

2016/9/13 埼玉新聞 14 「タカの渡り」間近で 17日、中間平で観察会（寄居）　（9/9日本経済新聞
と同内容）　※写真

地域

2016/9/14 朝日新聞 28 埼玉マリオン ●イベント　♦かわはくシルバーウィークイベント　17日（土）～19
日（月・祝）　寄居町の県立川の博物館

イベント情報

2016/9/14 東京新聞　 20
寄居町 八王子市 小田原市 北条氏の縁・・・姉妹都市堤携 来月締結
式　（9/13埼玉新聞と同内容）

行政

2016/9/14 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜(寄居)　や0－1　※秋場所3日目 スポーツ（大相撲）

2016/9/14 埼玉新聞 10･11
第38回埼玉県アマチュアゴルフ選手権大会2016 強豪集う県アマゴル
フ最大の祭典　出場者　代紀幸(寄居)

スポーツ（ゴルフ）

2016/9/14 埼玉新聞 17 つれづれ　相沢忠洋記念館　高橋正樹（寄居町、49歳） 投稿
2016/9/15 毎日新聞 24 俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿
2016/9/15 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜(寄居)　●0－2　※秋場所4日目 スポーツ（大相撲）

2016/9/16 毎日新聞 27 埼玉書道展開幕 2000年前の拓本も 18日まで浦和　第60回記念埼玉書
道展　〈漢字〉▷県芸術文化祭実行委員会会長賞＝田中秀穂（寄居町）

文化・芸術

2016/9/16 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜(寄居)　●0－3　※秋場所5日目 スポーツ（大相撲）

2016/9/16 埼玉新聞 9 県アマゴルフ2016　〈決勝大会第1日、15日・岡部チサン美里コース＝7084㍎、
パー72＝参加147人〉　㉖タイ　＋6　代紀幸（寄居）　78（35、43）

スポーツ（ゴルフ）

2016/9/16 埼玉新聞 10･11
第27回彩の国・埼玉ピアノコンクール 【A～F部門】準本選【アマチュア
部門】予選出場者発表　9/19　A部門　矢﨑俊　9/22　A部門　持田ひより　※
写真

文化・芸術

2016/9/17 埼玉新聞 4

デサン、寄居建設が発行 指定の小中学校に図書や楽器 寄贈品付き
私募債 埼玉りそな銀で初　自動車塗装のデサン（さいたま市北区）と土木建
築工事業の寄居建設（寄居町、高田徹社長）は16日、寄贈サービス付私募債を発
行

経済・産業

2016/9/17 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜(寄居)　や0－3　※秋場所6日目 スポーツ（大相撲）

2016/9/17 埼玉新聞 9 県アマゴルフ2016　〈決勝大会最終日、16日・岡部チサン美里コース〉　⑳タイ
＋13　代紀幸（寄居）　157

スポーツ（ゴルフ）

2016/9/17 埼玉新聞 11 「よりい街コン」参加者を募集 寄居町商工会　寄居町商工会が10月23日
に開催する婚活パーティー「よりい街コン」の参加者を募集

地域

2016/9/18 さいたま報知 1 第30回読売旗争奪県北少年野球選手権　▷準々決勝 市の川小8－2オブス
マクラブ

スポーツ（小学）

2016/9/18 さいたま報知 2 第48回県北中学生バスケットボール大会　【女子】▷準決勝　Tanpopo70－
29寄居KingFishers　▷3位決定戦　本庄南56－47寄居KingFishers

スポーツ（中学）

2016/9/18 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】　★湊竜(寄居)　●0－4　※秋場所7日目 スポーツ（大相撲）

2016/9/19 読売新聞 25
バイクの59歳死亡　17日午後10時半頃、寄居町桜沢の国道140号で、同町露
梨子の男性（59）の運転するバイクが道路脇のコンクリート壁に衝突し、男性が搬
送先の病院で死亡

事件・事故

2016/9/19 産経新聞 26 バイクで壁に衝突 寄居の男性が死亡　（同日の読売新聞と同内容） 事件・事故
2016/9/19 埼玉新聞 7 埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)石澤無涯 俳壇
2016/9/19 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【三段目】　★湊竜(寄居)　や0－4　※秋場所8日目 スポーツ（大相撲）
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2016/9/19 埼玉新聞 17
「前見ろ」菩薩は促す 寄居 交差点に啓発ドール　秋の全国交通安全運
動に向け18日、寄居町桜沢の国道140号と254号の交差点に、弥勒菩薩をモデル
にした交通安全啓発ドールが設置された　※写真

地域

2016/9/19 埼玉新聞 17 壁にバイク衝突 59歳男性が死亡 寄居　（同日の読売新聞と同内容） 事件・事故

2016/9/20 埼玉新聞 10
「より・Ｅ塾」で学力向上 町委小中対象に復習支援（寄居）　児童、生徒
の学習意欲の向上を図ろうと、寄居町教育委員会が小学2、3年生と中学3年生を
対象にした学習サポート事業「より・Ｅ塾」を今月から始めた　※写真

教育

2016/9/20 埼玉新聞 13 郷土力士星取表　【三段目】　★湊竜(寄居)　や0－4　※秋場所9日目 スポーツ（大相撲）

2016/9/21 読売新聞 31
3農業共済組合 来年4月合併へ　県農業共済組合連合会は、埼玉中部、埼
玉北部、埼玉東部の3農業共済組合が来年4月に合併、「県農業共済組合」が誕生
すると発表

経済・産業

2016/9/21 日本経済新聞 35

県北部合同で企業説明会 人材確保と定住・移住図る 7市町・商議所
など　埼玉県北部の市町と商工会議所・商工会が連携し10月17日に「埼玉県北部
合同企業説明会」を初めて開催　埼玉県北部地域振興センターと深谷、熊谷、本
庄、美里，神川、上里、寄居の７市町は今年3月、若者の定住・移住促進策に協力
して取り組む「埼玉県北部地域地方創世推進協議会」を設置　取り組みの第1弾
会場は埼玉工業大学（深谷市）

行政

2016/9/21 産経新聞 27
基準地価 商業・工業地3年連続上昇 住宅地は2年連続で下落　（同日
の埼玉新聞と同内容） 経済・産業

2016/9/21 埼玉新聞 1
県内基準地価 広がる「南北格差」　県は20日、2016年度の県内基準地価（7
月1日現在）を公表　最も下落したのは住宅地、商業地ともに寄居町、それぞれ
3.0％、3.3％のマイナス

経済・産業

2016/9/21 埼玉新聞 6･7 2016年 地価調査　県内基準地価格　（ほか各紙に一覧表掲載） 経済・産業
2016/9/21 埼玉新聞 15 郷土力士星取表　【三段目】　★湊竜(寄居)　●0－5　※秋場所10日目 スポーツ（大相撲）
2016/9/22 毎日新聞 26 短歌　水野昌雄選　寄居・町田節子 投稿

2016/9/22 埼玉新聞 7 深谷彩北、加須ベスト8 リトルシニア　北関東支部秋季大会　18、19日　上
尾市民球場など　▷3回戦　深谷彩北5－4所沢中央

スポーツ（中学）

2016/9/22 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【三段目】　★湊竜(寄居)　○1－5　※秋場所11日目 スポーツ（大相撲）
2016/9/23 埼玉新聞 5 県北部で就職を 希望者へ説明会　（9/21日本経済新聞と同内容） 行政
2016/9/23 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【三段目】　★湊竜(寄居)　や1－5　※秋場所12日目 スポーツ（大相撲）
2016/9/23 埼玉新聞 15 つれづれ　盆栽美術館　高橋穂香（寄居町、11歳） 投稿
2016/9/24 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【三段目】　★湊竜(寄居)　や1－5　※秋場所13日目 スポーツ（大相撲）
2016/9/25 埼玉新聞 16 郷土力士星取表　【三段目】　★湊竜(寄居)　や1－5　※秋場所14日目 スポーツ（大相撲）
2016/9/25 スポーツニッポン 7 阪神2－0中日　阪神は2回、原口の11号ソロで先制 スポーツ（プロ野球）
2016/9/26 埼玉新聞 7 埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子　(寄居)石澤無涯 投稿
2016/9/26 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【三段目】　★湊竜(寄居)　○2－5　※秋場所千秋楽 スポーツ（大相撲）

2016/9/27 埼玉新聞 12
阪神・原口選手後援会が発足 来月から会員募集(寄居)　プロ野球・阪
神の原口文仁選手（24）を応援しようと、寄居町民が「原口文仁後援会」（田中静雄
会長）を発足　10月1日からホームページを開設し会員の募集を開始　※ロゴ画像

地域

2016/9/27 埼玉新聞 18

本選に106人選出 埼玉ピアノコンクールA～F、アマ部門　第27回彩の国
埼玉ピアノコンクールA～F部門の準本選とアマ部門の予選が17～19、22、24の5
日間、さいたま芸術劇場で行われ、本選出場者106人が決まる　本選出場者　【A
部門】22日　持田ひより(寄居)　※A部門（小学1、2年生）

文化・芸術

2016/9/28 産経新聞 27
寄居町、八王子・小田原両市と姉妹都市締結へ 北条３兄弟ゆかり
（9/13埼玉新聞と同内容） 行政

2016/9/28 埼玉新聞 1
さいたま平年比26％ 列島で記録的日照不足　気象庁は27日、9月中旬か
ら記録的な日照不足が続いていると発表　11日から25日にかけての日照時間　寄
居町17.7時間（平年比30％）

気象

2016/9/29 朝日新聞 29
交通安全祈りの人形35年 寄居 ボランティア制作 今年も交差点に 悩
みは作り手の高齢化　（9/19埼玉新聞と同内容、加えて制作のきっかけや35
年間の歩みなど特集）　※写真6

地域

2016/9/29 毎日新聞 26 俳句　星野光二選　寄居・小渕美津子 投稿

2016/9/29 埼玉新聞 7
深谷彩北18年ぶり関東 リトルシニア　〈北関東支部秋季大会〉　25日まで、
所沢中央リトルシニアグラウンドなど　「敗者復活トーナメント」【A組】▷代表決定戦
深谷彩北10－9秩父（タイブレーク九回）

スポーツ（中学）

2016/9/30 読売新聞 31

学テ 全教科平均下回る　小学6年生と中学3年生が対象の今年の「全国学
力・学習状況調査」（全国学力テスト）　県内の正答率が全科目で全国平均を2年連
続で下回る　県教委が29日、同意を得た51市町の正答率を公表　表-科目別正答
率の上位自治体（公表分のみ）　小6　国語A　5位　寄居町（73.6％）

教育

2016/9/30 毎日新聞 27

全国学力テ 全教科平均下回る 県正答率 あきらめ？無回答多く　県
教育委員会は29日、小学6年生と中学3年生を対象にして実施した今年度の「全国
学力・学習状況調査」（全国学力テスト）で、県内の公立学校分の結果を公表　※♦
全国学力テストの市町村別平均正答率（％）♦に寄居町

教育

2016/10/1 読売新聞 29
寄居の荒川で変死体　30日午前6時40分頃、寄居町赤浜の荒川で、女性の遺
体が浮いているのを車で通勤中の男性（43）が見つけた　寄居署で死因と身元を
調査

事件・事故

2016/10/1 日本経済新聞 39 寄居・八王子・小田原 北条氏の城で縁結び 3市町が姉妹都市盟約
（9/13埼玉新聞と同内容）　※写真

行政
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2016/10/1 東京新聞 24
NEWSフラッシュ ★寄居の荒川に女性変死体　（同日の読売新聞と同内
容） 事件・事故

2016/10/1 埼玉新聞 18 ニュースクリップ 荒川に女性の遺体（寄居）　（同日の読売新聞と同内容） 事件・事故

2016/10/2 毎日新聞 25 くらしナビ 女の気持ち おしろい花　埼玉県寄居町　小島まゆみ　看護師・54
歳

投稿

2016/10/2 埼玉新聞 2
寄居町が姉妹都市盟約 北条氏ゆかりの地結ぶ　寄居町は1日、東京都
八王子市、神奈川県小田原市と姉妹都市盟約を結んだ　八王子市のいちょうホー
ルで締結式　※写真

行政

2016/10/3 東京新聞 22
寄居町、八王子市、小田原市「盟約」 北条3兄弟の絆あやかる 城つ
ながりで姉妹都市に 行政ﾚﾍﾞﾙで交流深める　（10/2埼玉新聞と同内容）
※写真

行政

2016/10/3 埼玉新聞 2 9月1日現在の県内市町村別推計人口（県統計課調べ）　寄居町　世帯
数12,952　人口総数33,794　男16,762　女17,032

統計

2016/10/3 埼玉新聞 7 埼玉俳壇　星野光二選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤紀子 投稿

2016/10/4 日本経済新聞 35
人材確保 大手は順調 選考早期化、中小なお奔走 ベルク、採用活動
を継続　食品スーパーのベルクは4日に内定式　今春、寄居町に研修施設を新設
するなど人材教育に熱心な姿勢を学生らにアピール

経済・産業

2016/10/4 埼玉新聞 12
変幻自在の290点 川の博物館でヒョウタン展（寄居）　寄居町小園の県
立川の博物館で、秋期企画展「ヒョウタン～水入れから楽器、さまざまな人の生活
を支えてきた植物」が開かれている　11月27日まで　※写真

文化・芸術

2016/10/6 日本経済新聞 25
婚活の心得セミナー 県北部７市町 親・男女分け開催　(寄居を含む)埼
玉県北部の7市町が連携し、11月に婚活支援セミナーを初めて開く 行政

2016/10/6 埼玉新聞 7 リトルシニア 関東連盟秋季大会出場チーム紹介㊥　深谷彩北 スポーツ（中学）
2016/10/8 読売新聞 24 北条三兄弟の絆 3市町姉妹提携 （10/2埼玉新聞と同内容）　※写真 行政

2016/10/8 埼玉新聞 23
危険業務従事者叙勲（埼玉）　▽瑞宝双光章 ♢警察功労　浅見武司 71 元警
視正 寄居　片山幸秋 71 元県警部 寄居　（ほか各紙に同様の記事掲載） 叙位叙勲

2016/10/9 埼玉新聞 7

2016希望郷 いわて国体 少女 埼玉が準Ｖ 柔道　▷少年女子2回戦　埼玉
2-1宮城　大谷 優勢 井上○　▷同準々決勝　埼玉2-1山梨　大谷 合わせ技 舟久保
○　▷同準決勝　埼玉1-1福岡　大谷 引き分け 新森　（代表戦）○大谷 後ろけさ固
め 新森　▷同決勝　愛知2-0埼玉　○和田 合わせ技 大谷　※大谷麻稀（児玉高3
年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2016/10/9 埼玉新聞 9 つれづれ　少年事件　大野順一（寄居町、70歳） 投稿

2016/10/10 埼玉新聞 8 ラグビー　東日本中学生大会埼玉・栃木予選会第2日　9日・熊谷ラグビー場　▷
準々決勝　寄居75｛28－5、47－5｝10深谷

スポーツ（中学）

2016/10/10 埼玉新聞 13 ぶん太くんの教えて！埼玉博士(92)　鉢形城ってどんな城なの？ 文化・芸術
2016/10/10 埼玉新聞 15 埼玉俳壇　星野光二選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2016/10/12 埼玉新聞 8
上毛新聞社杯中学生硬式野球大会　第20回上毛新聞社杯中学生硬式野
球大会　群馬・上毛新聞敷島球場など　▷1回戦　深谷彩北リトルシニア2－1太田
ボーイズ　▷2回戦　深谷中央ボーイズ7－2深谷彩北リトルシニア

スポーツ（中学）

2016/10/13 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2
野球 ■日本リトルシニア中学硬式野球北関東支部秋季大会ミズノ旗争奪戦の記
録　（9月4日～10月1日、狭山リトルシニアGほか）　【決勝トーナメントの記録】▷
準々決勝（9月24日）　上尾8-1深谷彩北

スポーツ（中学）

2016/10/13 埼玉新聞 13
豊かな自然作品に 寄居 公募絵画展に94点　公募展「よりい絵画展」　16
日まで　町中央公民館　町内外から寄せられた力作94点を展示　※写真 文化・芸術

2016/10/13 埼玉新聞 20
秩父ぶらぶら10月号 宮沢賢治思い馳せ　※宮沢賢治歌碑の所在地として
寄居町寄居の町障害者交流センター 文化・芸術

2016/10/14 埼北よみうり 5 グルメ情報　「うどん八」 寄居町鉢形122-1 地域

2016/10/14 埼玉新聞 6
県中学新人大会 陸上　13日（最終日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場）
【男子】▷走り高跳び　①黒沢陸斗（寄居男衾）1㍍78 スポーツ（中学）

2016/10/14 埼玉新聞 13
ニュースクリップ　組織犯罪処罰法違反容疑で男逮捕（寄居署）　寄居
署は12日、組織犯罪防止法違反（犯罪収益等収受・隠蔽）の疑いで、住所不定、指
定暴力団組員の無職男性容疑者（35）を逮捕

事件・事故

2016/10/15 産経新聞 21
東京五輪ブータン事前キャンプ地 寄居に決定、県内で初　2020年の東
京オリンピックについて、寄居町は14日、ブータン王国の陸上競技の事前キャンプ
地に正式決定したと発表

行政

2016/10/15 埼玉新聞 1
寄居町事前合宿地に 東京五輪 ブータンと協定 誘致活動に弾み県内
自治体　（同日の産経新聞と同内容）　※写真

行政

2016/10/15 埼玉新聞 7 まちひとであい 催し　第11回お月見会（寄居）　15日午後　鉢形城公園 イベント情報
2016/10/15 埼玉新聞 17 つれづれ　エアバッグのリコール　大野順一（寄居町、70歳） 投稿

2016/10/15 埼玉新聞 19
「幸せの国」と五輪へ ブータン合宿招致 寄居町に喜びの輪　寄居町が
ブータン王国陸上競技の事前合宿地に決定し、町には喜びの輪が広がった　※写
真

地域

2016/10/16 朝日新聞 29
東京五輪事前合宿 ブータンが寄居で 県内市町村 初の協定　（10/15
産経新聞と同内容）　※写真 行政

2016/10/16 東京新聞 24
寄居町で五輪キャンプ 東京大会 ブータン陸上代表ら　（10/15産経新聞
と同内容）　※写真 行政

2016/10/17 埼玉新聞 7 埼玉俳壇　星野光二選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匡 投稿
2016/10/17 埼玉新聞 10 中学ラグビー東日本県予選　▷準決勝　立教新座34｛17－5、17－5｝10寄居 スポーツ（中学）
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2016/10/18 朝日新聞 28
「私たちの自然を守ろう」コン 応募2582点 受賞者決まる 来月から県
内各地で展示　作文部門・小学生　【朝日新聞社賞】吉田健司（寄居6）

教育

2016/10/18 読売新聞 31
寄居五輪事前キャンプ地に ブータン正式決定 為末さん橋渡し
（10/15産経新聞と同内容）　※写真 行政

2016/10/18 毎日新聞 26
東京五輪で寄居町とブータン 事前合宿で協定 継続的なスポーツ・文
化交流も　（10/15産経新聞と同内容）　※写真

行政

2016/10/18 日本経済新聞 35
ブータン選手受け入れ 寄居町、陸上の事前合宿　（10/15産経新聞と同
内容） 行政

2016/10/18 埼玉新聞 2
納税率向上し13市町村表彰　2015年度に個人住民税の徴収で優秀な実績を
挙げた市町村の表彰式　17日、さいたま市浦和区の知事公館　【納税率アップ部
門】寄居町　※写真

行政

2016/10/18 埼玉新聞 12
町舞台に全編ロケ 深谷シネマ先行上映 映画「花の兄」が完成（寄居）
寄居町で全編にわたりロケが行われた映画「花の兄」が完成　7人の町民で構成す
るチーム「チョコレートボックス」（小島美恵子代表）が制作　島春迦監督　※写真2

文化・芸術

2016/10/19 朝日新聞 25 「北条三兄弟」が結んだ契り 寄居町、小田原・八王子と姉妹都市盟約
（9/13埼玉新聞と同内容）　※写真

行政

2016/10/19 日本経済新聞 35

埼玉医大センターと協定 県など 県北重症患者ヘリ搬送　県と熊谷、深
谷、行田、寄居の3市1町の医療機関で構成する熊谷・深谷地区救急医療対策協
議会と川越市の埼玉医大総合医療センターが3次救急の患者を対象にした搬送受
け入れに関する協定を締結　深谷日赤の休日・夜間3次救急が対応できない場
合、原則同センターへ搬送する

福祉・医療

2016/10/20 毎日新聞 22 短歌　水野昌雄選　寄居・町田節子 投稿

2016/10/20 埼玉新聞 1
深谷日赤の休日・夜間3次救急 埼玉医大（川越）で受け入れ　（10/19
日本経済新聞と同内容） 福祉・医療

2016/10/20 埼玉新聞 8
こんなトラックあったらいいな 一般社団法人埼玉県トラック協会 第13
回児童絵画コンクール　佳作　中学年　「みらいのわくわくプール」神谷真理
寄居町立桜沢小学校3年

教育

2016/10/20 埼玉新聞 9

リトルシニア　〈関東連盟秋季大会〉　16日　浦和リトルシニアグラウンドなど　▷2

回戦　調布10－0深谷彩北（四回コールド）　深谷彩北など4強　〈北部ブロック
長杯〉　リトルシニア関東連盟北関東支部北部ブロック長杯　16日、熊谷市江南球
場など　▷1回戦　深谷彩北13－3太田（四回コールド）

スポーツ（中学）

2016/10/20 埼玉新聞 9

県スポ少野球北部ブロック結成記念大会　第35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　16日　秩父影森グラウンドなど　▷1回戦　本庄北
泉ジェッターズ13－2マッキーズ（寄居）（五回コールド）　オブスマクラブ（寄居）3－1
本庄リトルジャガーズ（六回コールド）　城南キングフィッシャーズ（寄居）4－2用土
コルツ（寄居）

スポーツ（小学）

2016/10/21 読売新聞 30 秋の園遊会招待者　原口孝（寄居町議会議長） 町議会

2016/10/21 埼玉新聞 11
オクトーバーフェス 食をテーマに開催 あすから寄居町商工会　寄居町
商工会が22日から「食」をテーマにしたオクトーバーフェスティバルを初めて開催
30日まで

地域

2016/10/21 埼玉新聞 16
秋の園遊会に2100人　宮内庁は21日、天皇、皇后両陛下が主催し11月1日に
東京・元赤坂の赤坂御苑で催される秋の園遊会の招待者を発表　埼玉関係者名
簿　原口孝（寄居町議会議長）

町議会

2016/10/22 埼玉新聞 7 まちひとであい 映画　映画「かもめ食堂」上映会（寄居）　23日　中央公民館 イベント情報
2016/10/24 埼玉新聞 7 埼玉俳壇　星野光司選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)石澤無涯 投稿

2016/10/25 埼玉新聞 9 サッカー　県シニア40リーグ(3部)第13節（23日・葛和田グラウンド）　吉見2－1寄
居

スポーツ（サッカー）

2016/10/25 埼玉新聞 9
県中学新人大会 ソフトボール　24日（第2日・鶴ヶ島運動公園ほか）　▷2回戦
寄居城南6－1さいたま内谷　▷準々決勝　寄居城南7－3北本 スポーツ（中学）

2016/10/25 埼玉新聞 12
「お城ｄｅカフェ」認知症患者家族ら支援 憩いの場悩み語る(寄居)　地
域包括支援センター寄居町社会福祉協議会と県作業療法士会は、本年度から鉢
形城歴史館で「お城ｄｅカフェ」を開いている　※写真

福祉・医療

2016/10/26 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2
陸上競技 ■平成28年度県新人体育大会兼県民総体中学陸上競技の部
（10/14埼玉新聞と同内容）

スポーツ（中学）

2016/10/26 読売新聞 30 よみうり五行歌　草壁焔太選　入選　寄居　浅見かよ子 投稿

2016/10/26 読売新聞 31 ミカン園にぎわう 寄居　寄居町の風布・小林両地区に広がる観光ミカン園が、
25日開園　※写真

観光

2016/10/26 毎日新聞 26
寄居舞台映画「花の兄」完成 町民もエキストラで登場 製作チーム
「チョコレートボックス」来月深谷で先行上映　（10/18埼玉新聞と同内容）
※写真2

地域

2016/10/26 毎日新聞 27
ヒョウタンの多様性を紹介 楽器やおもちゃも300点展示 寄居の県立
川の博物館で　（10/4埼玉新聞と同内容）　※写真

文化・芸術

2016/10/26 東京新聞 22 「北限」のみかん狩り 寄居にシーズン到来　（読売新聞と同内容）　※写真 観光

2016/10/26 埼玉新聞 10

深谷幡羅初の栄冠 寄居城南に2－1 県中学新人大会 ソフトボール
25日（最終日・鶴ヶ島運動公園）　▷決勝　深谷幡羅2－1寄居城南　※写真　　初
の決勝進出 選手の成長実感 寄居城南　※奥監督コメント　▷準決勝　寄居
城南6－1草加花栗

スポーツ（中学）

2016/10/27 毎日新聞 26 俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿
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2016/10/27 埼玉新聞 10･11
第27回彩の国埼玉ピアノコンクール 本選 見事本選入選した出場者
たち　11/6（日）A部門15人　矢崎俊　持田ひより ※写真

文化・芸術

2016/10/27 埼玉新聞 13

県スポ少野球北部ブロック結成記念大会　第35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　23日　城南キングフィッシャーズ（寄居）などがベ
スト4進出　▷2回戦　小鹿野カージナルス3－1オブスマクラブ（寄居）　城南キング
フィッシャーズ（寄居）6－1児玉少年野球クラブ（本庄）　▷準々決勝　城南キング
フィッシャーズ12－2妻沼ホーマーズ（熊谷）

スポーツ（小学）

2016/10/28 読売新聞 25

作文コンクール埼玉県審査　「第66回全国小・中学校作文コンクール」の県審
査　計2292点の作品から小学校低学年、同高学年、中学校の各部門で特選1点、
入選4点、佳作5点がそれぞれ選ばれた　♢佳作♢【小学校低学年の部】「だいすき
なおじいちゃん」寄居町立寄居小2年　矢﨑俊　（志村綾子教諭）

教育

2016/10/28 埼北よみうり 1
秋色ギャラリー　提供された「秋色」スナップ写真を紹介　「寄居・日本の里付近」
真下廣義さん・深谷市　※写真 投稿

2016/10/28 埼北よみうり 6 埼北11月ihfo　5日（土）～6日（日） 寄居秋まつり　寄居市街地（寄居町） イベント情報

2016/10/28 埼北よみうり 6 ｐｉｃｋ up 講演会  子どもの脳を守りたい　埼玉県家庭教育アドバイザー/環境教
育アシスタントの西川裕美さん　11月7日（月）　寄居町鉢形財産区会館

イベント情報

2016/10/29 読売新聞 30 叙位叙勲　（28日）　▷旭日単光章　柏原和宏氏（元寄居町教育委員会委員長）寄
居町寄居＝9月30日死去　（同日の埼玉新聞にも掲載あり）

叙位叙勲

2016/10/29 毎日新聞 26
戦国時代の武具展示 寄居・鉢形城歴史館 関東五枚胴具足を中心に
鉢形城歴史館で企画展「関東の武具～関東五枚胴具足を中心に～」が開かれて
いる　11月27日まで　※写真

文化・芸術

2016/10/29 埼玉新聞 7
個性豊かな作品 寄居で写真展 あすまで　県北地域の写真愛好家グルー
プ「フォト光と水」の写真展が28日、寄居町寄居の「よりい会館」で始まる　30日まで
※写真

文化・芸術

2016/10/30 埼玉新聞 6 第28回全国高校女子駅伝県予選 1日号砲 切符懸け50校出場　※寄
居町内中学出身者が登録メンバーに入っている高校（人数）　熊谷女（寄居1）

スポーツ（高校）

2016/10/30 埼玉新聞 7
第67回全国高校男子駅伝県予選 1日号砲 都大路目指す68校　※寄
居町内中学出身者が登録メンバーに入っている高校（人数）　聖望学園（男衾1）、
武蔵越生（男衾1）、坂戸（城南1）、坂戸西（男衾1）、北部混成C（寄居1）

スポーツ（高校）

2016/10/31 毎日新聞 9 毎日俳壇　小川軽舟選　埼玉・町田節子 投稿

2016/10/31 埼玉新聞 9
第69回全国高校バレー埼玉大会　29、30日＝各地区予選　♢北部（本庄高
校ほか）　【女子】▷2回戦　寄居城北2－0進修館　▷準々決勝　熊谷女2－1寄居城
北

スポーツ（高校）

2016/10/31 埼玉新聞 11 埼玉俳壇　星野光二選　（寄居）吉澤祥匡　（寄居）石澤無涯　（寄居）吉澤紀子 投稿
2016/11/1 埼玉新聞 7 郷土力士新番付　【三段目】　湊竜（寄居・湊）　※九州場所 スポーツ（大相撲）

2016/11/1 埼玉新聞 12 秋を彩る無数の実 ミカン狩りシーズン到来（寄居）　（10/26読売新聞と同
内容）　※写真

観光

2016/11/2 毎日新聞 20
新春の上州路目指し 東日本実業団駅伝 埼玉であす Ｈｏｎｄａ、日清
食品が軸　全日本初制覇を目指すＨｏｎｄａはリオ五輪1万㍍代表の設楽悠太を
擁し、2年連続の予選トップ通過を目指す

スポーツ（陸上）

2016/11/2 毎日新聞 23 ニュース24時 寄居・放火未遂容疑で男を追送検　（同日の埼玉新聞と同
内容）

事件・事故

2016/11/2 産経新聞 23 放火11件に関与 無職男を追送検　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故

2016/11/2 東京新聞 20 NEWSフラッシュ ★県北部で放火11件 男を追送検、捜査終結　（同日
の埼玉新聞と同内容）

事件・事故

2016/11/2 埼玉新聞 17
寄居和楽器バンド デビュー 町活性化一助に 事業主ら7人結成　寄居
町内の事業主ら7人で構成する「寄居和楽器バンド」が10月30日、町内のイベント
「まちフェス」のステージでデビュー　※写真

地域

2016/11/2 埼玉新聞 23

県北部の連続放火 容疑の男を追送検　本庄、寄居など2市3町の連続放火
で、県警捜査1課と寄居、本庄、児玉署の合同捜査班は1日、非現住建造物等放火
未遂の疑いで、寄居町用土、無職男性容疑者（45）をさいたま地検熊谷支部に追
送検

事件・事故

2016/11/3 毎日新聞 20 東日本実業団駅伝きょう号砲　第57回東日本実業団対抗駅伝競走大会　2
日、各チームのオーダー発表　オーダー表　①Honda　6区　設楽

スポーツ（陸上）

2016/11/3 毎日新聞 24 短歌　水野昌雄選　寄居・町田節子 投稿

2016/11/3 埼玉新聞 7

リトルシニア　〈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
シュマン大会　10月30日　大宮リトルシニアグラウンドなど　▷1回戦　春日部9－2深
谷彩北（六回コールド）　　〈北部ブロック長杯〉　10月30日　足利リトルシニアグラウ
ンドなど　▷準決勝　宇都宮9－2深谷彩北（五回コールド）

スポーツ（中学）

2016/11/4 朝日新聞 10･11 いざ伊勢路 伝説へ疾走 第48回全日本大学駅伝 6日号砲　国学院大
内田健太③　埼玉栄　※内田健太（国学院大3年、城南中出身）

スポーツ（陸上）

2016/11/4 読売新聞 27
作文コンクール 表彰式に26人　「第66回全国小・中学校作文コンクール」の
県審査の表彰式　3日、さいたま市・別所沼会館　（10/28読売新聞の関連記事）
※写真

教育

2016/11/4 埼玉新聞 7
誇り胸に初の年番 あすから寄居秋まつり 若手結束の茅町区　寄居町
の中心市街地で5、6日に開かれる宗像神社の秋季例大祭「寄居秋まつり」  茅町
区が祭りを取り仕切る年番を初めて務める　※写真

地域

2016/11/4 埼玉新聞 14
県スポ少野球北部ブロック結成記念大会　第35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　10月30日　秩父影森グラウンドなど　▷準決勝
城南キングフィッシャーズ（寄居）8－1小鹿野カージナルス（五回コールド）

スポーツ（小学）
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2016/11/5 日本経済新聞 35
ダム・橋 集客呼び水に 近場で「インフラツーリズム」 写真コンテストや
「カード」製作 家族・女性気軽にツアー　ダムや橋などを観光資源として活
用する「インフラツーリズム」が首都圏で広がりつつある　埼玉県の「橋カード」

観光

2016/11/5 東京新聞 22
482組が県大会競う 関東甲信越競技ダンス　2016年後期関東甲信越競技
ダンス埼玉県大会が3日、寄居町立総合体育館で開かれた　県内、栃木、群馬な
どから482組が参加　※写真

スポーツ（その他）

2016/11/6 読売新聞 30 埼玉駅伝 中学校の部　■男子11位以下　(51)寄居男衾　■女子11位以下
(32)寄居城南

スポーツ（中学）

2016/11/7 埼玉新聞 13 埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　（寄居）吉澤紀子 投稿

2016/11/7 埼玉新聞 18 彩の国・埼玉ピアノコンクール　入賞者　【A部門】▷銀賞　矢崎俊（寄居町）
持田ひより（寄居町）　※A部門＝小学1、2年

文化・芸術

2016/11/8 埼玉新聞 12
ブータンを身近に 東京五輪合宿縁に展示（寄居）　2020年東京五輪で
ブータン王国の陸上競技の事前合宿地となる寄居町の役場ロビーで、ブータン写
真展が開かれている　※写真

行政

2016/11/8 埼玉新聞 13
埼玉の国衆 たくましく 戦国を生き抜いた武将たち 嵐山史跡の博物館
企画展 1　北条氏邦　鉢形城

連載

2016/11/9 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

1

深谷幡羅中が初優勝 県中学校新人戦大会ソフトボールの部 寄居城
南に競り勝つ　県中学校新人体育大会兼第29回県民総合体育大会ソフトボー
ルの部　10月25日　鶴ヶ島市運動公園　▷決勝　深谷幡羅中2－1寄居城南中　【大
会ベスト16の記録】寄居城南中6－1さい内谷中　▷準々決勝　寄居城南中7－3北
本中　▷準決勝　寄居城南中6－1草加花栗中　（10/25、10/26埼玉新聞と一部同
内容）

スポーツ（中学）

2016/11/9 埼玉新聞 6 県中学新人大会 バスケットボール　8日（第1日・上尾運動公園体育館ほか）
▷女子1回戦　飯能加治75－53寄居

スポーツ（中学）

2016/11/9 埼玉新聞 10
市町村との連携密に安定した税収確保を 平成28年度個人住民税市
町村表彰　受章団体　納税率アップ部門　寄居町　2.44ポイント　平成27年度県
内市町村個人市町村民税納税率一覧　23位に寄居町

行政

2016/11/9 埼玉新聞 18

4部門50点入賞 小中学生ら表彰 県「下水道の日」コンクール　県の管
理する下水道が50周年を迎えることを記念した「下水道の日」作品コンクール　4部
門2万1630点の応募の中から50作品が入賞　5日にさいたま市浦和区の知事公館
で表彰式　主な入賞者　【ポスター部門】協会長賞　清水心大（寄居用土小）　※写
真

教育

2016/11/10 東京新聞 25 情報の道しるべ ほっとなび 実り前線 ミカン狩り　‣埼玉　寄居ミカン狩り 観光

2016/11/10 埼玉新聞 12 県中学新人大会 ラグビー　9日（第2日・熊谷ラグビー場Cグラウンド）　▷準々
決勝　寄居55｛38－0、17－12｝12深谷上柴

スポーツ（中学）

2016/11/11 読売新聞 32

県北移住 都内でフェア 19、20日 各市町のコーナーも　「埼玉県北部7市
町　移住交流情報フェア」　19、20の両日、東京都中央区の移住・交流情報ガーデ
ンで開かれる　寄居町など7市町でつくる県北部地域地方創生推進協議会が初め
て企画

行政

2016/11/11 埼北よみうり 5 見つけたぞい 熊のヨリーに会ってきました  寄居町桜沢の柴崎計子さんの
便り　※写真

投稿

2016/11/11 埼北よみうり 6
11/12（土）、13（日） イベント盛り沢山 産業文化祭／ふるさとの祭典
市（寄居町）　※写真

イベント情報

2016/11/11 毎日新聞 26
寄居町が町民栄誉賞 リオ五輪陸上の設楽選手に　寄居町は9日、リオデ
ジャネイロ五輪の陸上男子1万㍍に出場した同町出身の設楽悠太選手（24）＝
Honda陸上競技部所属＝に初の町民栄誉賞を贈ると発表

行政

2016/11/11 東京新聞 26
寄居で全ロケの映画完成 親子の絆描いた「花の兄」15日から深谷で
先行上映 エキストラや炊き出し町民100人超協力　（10/18埼玉新聞と同
内容）　※写真2

文化・芸術

2016/11/11 埼玉新聞 10

県中学新人大会 柔道　10日（第1日・県武道館）　▷男子個人66㌔級準決勝
石岡（寄居男衾） 一本勝ち 粕谷（川口西）　▷同決勝　遠藤（埼玉栄） 一本勝ち 石
岡　　▷同81㌔級準決勝　小林（寄居男衾） 優勢 高橋（新座四）　▷同決勝　小林 優
勢 井上（本庄東）　▷女子個人44㌔級準決勝　藤島（さいたま田島） 優勢 小林（寄
居男衾）　▷同52㌔級準決勝　正木（川口芝西） 優勢 井田侑（寄居）　▷同57㌔級準
決勝　井田朋（寄居） 優勢 井上（深谷上柴）　▷同決勝　高橋（東松山北） 優勢 井
田朋

スポーツ（中学）

2016/11/11 埼玉新聞 13
寄居でロケ映画「花の兄」 女優熊谷さんら舞台あいさつ　寄居町で全編
ロケが行われた映画「花の兄」の試写会が8日、深谷市深谷町の「深谷シネマ」で
行われ、島春迦監督と女優の熊谷真美さんらが舞台あいさつ　※写真

文化・芸術

2016/11/12 埼玉新聞 9
県中学新人大会 柔道　11日（最終日・県武道館）　▷男子団体準々決勝　さい
たま田島3－2寄居男衾　▷女子団体準々決勝　東松山北3－0寄居　新座四2－1寄
居男衾

スポーツ（中学）

2016/11/12 埼玉新聞 11

ブラインドゴルフ選手権12ヵ国55人が参加 寄居　2016ISPSハンダ・ブライ
ンドゴルフ世界選手権大会（世界ブラインドゴルフ協会・日本ブラインドゴルフ振興
協会主催、日本障がい者スポーツ協会、日本ゴルフ協会、日本プロゴルフ協会な
ど後援）が9、10日、森林公園GC(寄居町)で開催された

スポーツ（ゴルフ）

2016/11/13 朝日新聞 33 陸上の設楽悠選手 寄居町民栄誉賞 リオ男子1万㍍出場　（同日の埼玉
新聞と同内容）　※写真

行政

2016/11/13 東京新聞 27
設楽選手に初の町民栄誉賞 リオ・陸上1万㍍29位 寄居町から五輪初
出場果たす　（11/13埼玉新聞と同内容）　※写真

行政

2016/11/13 埼玉新聞 5 埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　（寄居）石澤無涯　（寄居）吉澤祥匡 投稿
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2016/11/13 埼玉新聞 8

東日本中学ラグビーきょう開幕 3校秩父宮目指す 立教新座 深谷明
戸 寄居　ラグビーの第36回東日本中学大会が13日開幕 熊谷ラグビー場などで1
回戦6試合　3年連続4度目の寄居は国学院久我山（東京1位）と対戦　※登録選手
名簿と写真

スポーツ（中学）

2016/11/13 埼玉新聞 8
代表校唯一の女子選手 寄居の杉田生璃（すぎた いくり） 将来は「五
輪で金」 楕円に描く大きな夢　東日本大会に出場する寄居の2年生杉田生璃
（14）　同大会に出場する県勢3校のうち唯一の女子選手　※写真

スポーツ（中学）

2016/11/13 埼玉新聞 9
県中学新人大会 寄居と熊谷東19日の決勝へ ラグビー　12日（第3日・
熊谷ラグビー場）　▷準決勝　寄居31｛24－0、7－31｝31立教新座（抽選で寄居が決
勝進出）

スポーツ（中学）

2016/11/13 埼玉新聞 14

「東京五輪は兄弟で」 寄居 設楽悠選手に町民栄誉賞　リオデジャネイロ
五輪に出場した設楽悠太選手（24）に12日、寄居町初の「町民栄誉賞」を授与　プ
ロ野球オールスターゲームに出場した阪神の原口文仁選手（24）には特別功労賞
※写真

行政

2016/11/15 読売新聞 33 寄居で全編ロケ魅力凝縮 映画「花の兄」封切り きょう深谷シネマで
（10/18埼玉新聞と同内容）　※写真

文化・芸術

2016/11/15 毎日新聞 26
全編寄居町ロケの映画 深谷で「花の兄」試写会 熊谷真実さん舞台あ
いさつ　（10/18埼玉新聞と同内容）　※写真

文化・芸術

2016/11/15 東京新聞 32 一筆書きの旅 第7弾 紅葉前線迎えに　池袋→日光→池袋　12時間　380㌔
9150円　※「紅葉めぐり乗継ルート」の図に寄居駅

連載

2016/11/15 埼玉新聞 7
婚姻で有力国衆を併合 戦国を生き抜いた武将たち 嵐山史跡の博物
館企画展 2　藤田氏　花園城　北条氏邦　鉢形城

連載

2016/11/15 埼玉新聞 8 往年の名車50台7㌔をパレード ホンダ寄居工場まで（寄居）　寄居町で
13日、ホンダ往年の名車によるクラシックカーパレードが開かれた　※写真

地域

2016/11/15 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜(寄居)　や1－0　※九州場所2日目 スポーツ（大相撲）

2016/11/15 埼玉新聞 11 県高校新人大会 ハンドボール　第1日　14日・くまがやドームほか　【女子予
選トーナメント】▷c組1回戦　東農大三17－9寄居城北

スポーツ（高校）

2016/11/16 毎日新聞 26

ホンダカップ少年野球 8チームが熱戦　社会人野球のホンダ（狭山市）は
12、13日、ホンダ笠幡球場（川越市）で「第5回ホンダカップ少年野球大会」を開催
ホンダの本社や工場など関連施設がある狭山、寄居などから予選を勝ち抜いた8
チームが参加　※寄居からマッキーズが参加（マッキーズ1－8若松ブルーウィング
ス（朝霞市））

スポーツ（小学）

2016/11/16 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜(寄居)　や1－0　※九州場所3日目 スポーツ（大相撲）

2016/11/16 埼玉新聞 19 当たりにワクワク ワカサギ釣り解禁 寄居　寄居町と美里町にまたがる円
良田湖で15日、ワカサギ釣り解禁　約150人の釣り客　※写真

観光

2016/11/17 朝日新聞 29
寄居の自然 伸びゆく少年 映画「花の兄」封切り 全編現地ロケ 地元
拠点のグループが制作　（10/18埼玉新聞と同内容）　※写真

文化・芸術

2016/11/17 日本経済新聞 35
寄居町役場「健康食堂」運営事業者募る　埼玉県寄居町は公募型プロポー
ザル方式で町役場庁舎食堂の運営事業者を募集　健康に配慮した「健康食堂」と
する方針

行政

2016/11/17 埼玉新聞 2 10月1日現在の県内市町村別推計人口（県統計課調べ）　寄居町　世帯
数12,979　人口総数33,749　男16,742　女17,007

統計

2016/11/17 埼玉新聞 4

首相夫人の関心 空き店舗改装し出店 中心街活性化へ町が支援 寄
居　安倍昭恵首相夫人が16日、寄居町寄居で「寄居町空き店舗等活用補助金」な
どを使って創業した「アトリエRIKA」を訪問　ポーチや着物をリメークしたワンピース
などを購入　※写真

経済・産業

2016/11/17 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜(寄居)　●1－1　※九州場所4日目 スポーツ（大相撲）

2016/11/17 埼玉新聞 12
ストップ！振り込め詐欺　寄居郵便局員と桜交通運転手に感謝状　寄
居署は振り込め詐欺を未然に防止したとして、寄居郵便局の坂本恵美さん（38）と
タクシー会社「桜交通」運転手の松本梨沙さん（30）に感謝状を贈呈　※写真

地域

2016/11/18 朝日新聞 25
寄居の小学校で感染性胃腸炎　寄居町教育委員会は17日、町立用土小学
校（児童214人）で、感染性胃腸炎の集団発生があったと発表 事件・事故

2016/11/18 読売新聞 33 感染症胃腸炎で学級閉鎖 寄居の用土小、ノロ検出　（同日の朝日新聞と
同内容）

事件・事故

2016/11/18 読売新聞 34 よみうり文芸 俳句　【佳作】寄居町　新井竹子 投稿

2016/11/18 毎日新聞 27
寄居町立小が学校閉鎖 ノロウィルスか 胃腸炎急増で　（同日の朝日新
聞と同内容） 事件・事故

2016/11/18 産経新聞 23
寄居の小学で学校閉鎖 ノロ感染？80人が症状訴え　（同日の朝日新聞
と同内容） 事件・事故

2016/11/18 埼玉新聞 1
シニア活躍7市町選定 県、「地域デビュー」後押し　高齢者世代がさまざ
まな分野で活躍できる環境をつくるアクティブシニア事業　寄居町を含む県内7市
町をモデル自治体に選定

行政

2016/11/18 埼玉新聞 9
県4種サッカーリーグ選手権　第10回県4種サッカーリーグ選手権　組み合わ
せ　J-FEZNTS FC（寄居） スポーツ（小学）

2016/11/18 埼玉新聞 10
関東高校駅伝あす号砲 出場校紹介 男子　※寄居町内中学出身者が登
録メンバーに入っている高校（人数）　武蔵越生（男衾1）、聖望学園（男衾1）、坂戸
西（男衾1）

スポーツ（高校）

2016/11/18 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜(寄居)　や1－1　※九州場所5日目 スポーツ（大相撲）



2016（平成28）年 寄居町新聞記事索引　7月～12月 （2018年4月作成時）

2016/11/18 埼玉新聞 19 感染症胃腸炎に児童ら８７人感染 寄居用土小、学校閉鎖　（同日の朝
日新聞と同内容）

事件・事故

2016/11/19 読売新聞 28 県科学展  第68回県科学教育振興展覧会中央展　優秀作品【中学校の部】「酸
性雨は酸性土に比例するのか？」寄居町立寄居中2年・伊藤愛、伊藤舞

教育

2016/11/19 埼玉新聞 4

エコ計画 資源循環さらに加速 寄居エコスペースに新焼却炉　総合リサ
イクル事業のエコ計画（さいたま市桜区）、寄居町の「彩の国資源循環工場寄居エ
コスペース」内に建設中だった焼却炉「寄居エコスペース3号炉」の完成に伴い、18
日、取引先らを招き見学会　※写真

経済・産業

2016/11/19 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜(寄居)　○2－1　※九州場所6日目 スポーツ（大相撲）

2016/11/20 さいたま報知 10 県中学新人体育大会 ソフトボール　【女子】▷決勝　深谷幡羅2－1寄居城南
（11/9朝日新聞埼玉少年少女スポーツと同内容）　※写真

スポーツ（中学）

2016/11/20 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜(寄居)　や2－1　※九州場所7日目 スポーツ（大相撲）

2016/11/20 埼玉新聞 6
県中学新人大会 熊谷東8年ぶり9度目優勝 寄居に60－0　10トライ奪
い快勝 ラグビー　19日（最終日・熊谷ラグビー場）　▷決勝　熊谷東60｛29－0、
31－0｝0寄居　寄居は圧倒的な攻撃に守備が耐え切れず　※出場メンバー、写真

スポーツ（中学）

2016/11/20 埼玉新聞 14

入賞児童を表彰 荒川図画コンクール 特選など72点　「荒川図画コンクー
ル」表彰式　19日、さいたま市浦和区浦和コミュニティーセンター　今年で27回目
県内163校から1482点の応募　入賞者　【県立川の博物館長賞】清沢勇翔（寄居
小）　松本知恵（同）　鈴木瑠菜（寄居用土小）

教育

2016/11/20 スポーツニッポン 4 来季「挑む」 阪神　甲子園で行われた「ファン感謝デー」　今季の「フレッシュ大
賞」に北條、原口が選出される

スポーツ（プロ野球）

2016/11/21 朝日新聞 29 正智深谷 連覇で全国へ 高校サッカー選手権　（同日の読売新聞と同内
容）　※田島帆貴（正智深谷高3年・寄居中出身）の写真

スポーツ（高校）

2016/11/21 読売新聞 27

正智深谷が連覇 全国高校サッカー県大会 ＰＫ戦 浦和南を破る　全国
高校サッカー選手権県大会決勝　20日、埼玉スタジアム2002　正智深谷がPK戦の
末、浦和南に競り勝ち、2年連続3回目の優勝　正智深谷は後半、交代で出場した
MF田島帆貴選手がアシストし先制点　▷決勝　正智深谷1（0-0、1-1、延長0-0、0-
0）PK4-3　※田島帆貴（正智深谷高3年・寄居中出身）出場、写真

スポーツ（高校）

2016/11/21 毎日新聞 26 正智深谷2年連続Ｖ 高校サッカー県大会　（同日の読売新聞と同内容） スポーツ（高校）
2016/11/21 東京新聞 18 正智深谷連覇 全国へ 浦和南にＰＫ戦勝ち　（同日の読売新聞と同内容） スポーツ（高校）

2016/11/21 東京新聞 18 全身青く珍しいアマガエル展示 寄居町の博物館　全身がほぼ青の珍しい
カエルが見つかり、寄居町小園の県立川の博物館が展示　※写真

文化・芸術

2016/11/21 埼玉新聞 1
正智深谷2連覇 浦和南にPK勝ち 第95回全国高校サッカー埼玉大会
（同日の読売新聞と同内容）　※田島帆貴（正智深谷高3年・寄居中出身）写真、11
面にも詳細記事

スポーツ（高校）

2016/11/21 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜(寄居)　○3－1　※九州場所8日目 スポーツ（大相撲）
2016/11/21 埼玉新聞 13 埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匡 投稿
2016/11/22 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜（寄居）　●3－2　※九州場所9日目 スポーツ（大相撲）

2016/11/22 埼玉新聞 12 年末へ防犯強化 支店で強盗訓練 埼玉縣信用金庫（寄居）　年末に向
け、埼玉縣信用金庫寄居支店で14日、強盗対応訓練　※写真

地域

2016/11/22 埼玉新聞 15
松山城巡り争奪戦 戦国を生き抜いた武将たち 嵐山史跡の博物館企
画展 3　　鉢形城

連載

2016/11/23 毎日新聞 26
寄居中の杉田生璃選手（2年） 新人兼県民総合体育大会決勝 ラグ
ビーに女子で唯一出場　県営熊谷ラグビー場で19日にあった「新人兼県民総
合体育大会」決勝に、今大会唯一の女子選手として出場　※写真

スポーツ（中学）

2016/11/23 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜（寄居）　や3－2　※九州場所10日目 スポーツ（大相撲）
2016/11/24 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜（寄居）　や3－2　※九州場所11日目 スポーツ（大相撲）

2016/11/25 朝日新聞 23 11月の雪14年ぶり 積雪66年ぶり ライフラインや交通機関に乱れ　関
東全域が雪に見舞われた24日、県内でも初雪　寄居町で325軒が停電

気象

2016/11/25 読売新聞 31 積雪県内１８人負傷 熊谷で6㌢ 観測史上最も早く　寄居町の小学校1校
で授業を早く打ち切り

気象

2016/11/25 埼北よみうり 4
陸上・設楽選手 寄居町初の町民栄誉賞（寄居町）　寄居町は12日、中央
公民館で「寄居町合同表彰式」を行い、設楽悠太選手に町民栄誉賞を贈呈　※写
真

行政

2016/11/25 埼北よみうり 6
ｐｉｃｋ ｕｐ 作品展　川から始まる水彩画展　寄居町在住の清澤正孝さんの作品

展　開催中～12月25日（日）　埼玉伝統工芸会館　イベント　宮城道雄の世界を
訪ねて　11月27日（日）　寄居町立図書館

イベント情報

2016/11/25 毎日新聞 27 各地で初雪 熊谷積雪6㌢ 18人けが 停電、交通機関乱れも　寄居町で
最大約940世帯で停電

気象

2016/11/25 産経新聞 27 熊谷66年ぶり11月積雪　寄居町と坂戸市で計約400件の停電 気象
2016/11/25 東京新聞 22 県内各地で初雪　寄居町で降雪が原因とみられる停電 気象
2016/11/25 埼玉新聞 12 郷土力士星取表　【三段目】☆湊竜（寄居）　○4－2　※九州場所12日目 スポーツ（大相撲）

2016/11/26 読売新聞 34 テレ玉便り 中学ラグビー、サッカー決勝戦　今夜、中学ラグビー新人大会
決勝戦「寄居中対熊谷東中」の模様を放送

その他

2016/11/26 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【三段目】☆湊竜（寄居）　や4－2　※九州場所13日目 スポーツ（大相撲）

2016/11/26 スポーツニッポン 3 ♢阪神の来季予想オーダー♢　⑥（番）一（塁）原口文仁　（試）107（本）11
（点）46（率）.229　成績は今季　※写真

スポーツ（プロ野球）

2016/11/27 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】☆湊竜（寄居）　や4－2　※九州場所14日目 スポーツ（大相撲）
2016/11/28 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【三段目】☆湊竜（寄居）　●4－3　※九州場所千秋楽 スポーツ（大相撲）



2016（平成28）年 寄居町新聞記事索引　7月～12月 （2018年4月作成時）

2016/11/28 埼玉新聞 13 埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)石澤無涯 投稿
2016/11/29 読売新聞 32 寄居に新たな中間処理施設　（11/19埼玉新聞と同内容）　※写真 経済

2016/11/29 埼玉新聞 6 平成28年度全国中学生人権作文コンテスト 埼玉県大会　人権作文受
賞者　【奨励賞】野口和揮（寄居中3年）

教育

2016/11/29 埼玉新聞 12
感謝込め「ヨイショー」 折原小で餅つき大会（寄居）　児童と地域住民の
絆を深めようと、寄居町立折原小学校（堀越由喜子校長、児童数84人）で26日、餅
つき大会　※写真

教育

2016/11/29 埼玉新聞 13
対照的な“兄弟の城” 戦国を生き抜いた武将たち 嵐山史跡の博物館
企画展 4　北条氏邦　鉢形城　長尾景春　上杉顕定　上杉顕実

連載

2016/11/30 埼玉新聞 8 原口は2200万円 契約更改　阪神原口（寄居町出身）が29日、年棒480万円か
ら2200万円で契約を更改

スポーツ

2016/11/30 スポーツニッポン 8
球団史上最高ＵＰ率 480万円→2200万円 原口358％増　（同日の埼玉
新聞と同内容） スポーツ

2016/12/1 読売新聞 30
よみうり文芸 俳句　【入選】寄居町　町田節子　川柳　【入選】寄居町　西村房
江 投稿

2016/12/1 埼玉新聞 7
秩父カップリトルシニア硬式野球大会　第5回秩父カップリトルシニア硬式野
球大会　小鹿野球場など　▷1回戦　深谷彩北9－1戸田東（五回コールド）　▷準々
決勝　深谷彩北8－1狭山（六回コールド）　▷準決勝　大宮東4－3深谷彩北

スポーツ（中学）

2016/12/2 埼玉新聞 9 七草寺俳句コンクール（長瀞）　表彰式　11月24日　長瀞町 不動寺　▷特別賞
（長瀞町議長賞）吉澤祥匡（寄居町）

文化・芸術

2016/12/2 埼玉新聞 11
列車の運行状況表示 秩父鉄道 9駅で運用開始　秩父鉄道は1日から列
車の時刻表や運行状況などを大型ディスプレーに表示する「旅客情報サイネージ」
などの運用を開始　寄居駅

社会

2016/12/3 毎日新聞 26 俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2016/12/3 埼玉新聞 7 まちひとであい 音楽　復興チャリティーコンサート（寄居）　11日　中央公民館
寄居中、男衾中など

イベント情報

2016/12/3 埼玉新聞 9
埼玉県U－10サッカー大会 スクール21カップ　〈北部〉　さくら運動公園など
予選トーナメント　【D1組】▷1回戦　寄居FC3－0本庄南少年　▷決勝　熊谷西2－0寄
居FC

スポーツ（小学）

2016/12/3 埼玉新聞 9

ソフトボール　第10回春季全日本小学生大会県予選（11月12、13、20日・行田総
合運動公園自由広場）　【女子】▷1回戦　寄居ジュニア12－5唐子マーメイド　▷準々
決勝　寄居ジュニア12－4狭山ライオンズ　▷準決勝　深谷ジュニア11－1寄居ジュ
ニア

スポーツ（小学）

2016/12/4 毎日新聞 20

柔道グランドスラム東京　柔道グランドスラム東京大会第2日　3日、東京体育
館で男女4階級　女子70㌔級は11月の講道館杯を制した新添左季（山梨学院大）
が前回覇者の新井千鶴（三井住友海上）を破って初優勝　【女子】▷70㌔級決勝　新
添（山梨学院大） 優勢 新井（三井住友海上）　（他、同日の朝日、読売、日経、産
経新聞、スポーツニッポンの各紙に掲載）

スポーツ（柔道）

2016/12/4 東京新聞 24 新添飛躍20歳の頂点 女子70㌔級　（同日の毎日新聞と同内容）　※写真 スポーツ（柔道）

2016/12/5 東京新聞 18
ひと物語 映画監督 島春迦さん 映画の地産地消を　※寄居町在住、写
真2 文化・芸術

2016/12/5 埼玉新聞 2 11月1日現在の県内市町村別推計人口（県統計課調べ）　寄居町　世帯
数12,988　人口総数33,716　男16,725　女16,991

統計

2016/12/5 埼玉新聞 5 キラッとカンパニーズ（69） 大木商産（寄居）　壁紙に仕掛け 橋渡し役に
大木克徳社長（40）　※写真

経済・産業

2016/12/5 埼玉新聞 11 埼玉俳壇　内野修選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子 投稿

2016/12/5 埼玉新聞 17 僕のゆるゆる定年学 川魚料理の壬生吉志福正　古代の武蔵国男衾郡
の郡司壬生吉志福正

連載

2016/12/6 埼玉新聞 13 50人で50㌔を走破 たすきつなぎ駅伝 町商工会青年部（寄居）　寄居町
商工会青年部が、設立50周年記念事業として「50㌔50人駅伝」を開催

地域

2016/12/7 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

1 熊谷東中が圧勝 寄居中を完封 県中学校新人大会ラグビーの部
（11/20埼玉新聞と同内容）

スポーツ（中学）

2016/12/7 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2
ラグビー　「鍛え甲斐あり」来春躍進　寄居は目標の4強を達成　監督は「鍛
え甲斐のある選手たち」の成長に期待をかける　平成28年度県中学校ラグビー新
人兼県民体育大会　【決勝トーナメントの記録】

スポーツ（中学）

2016/12/7 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2
県中学校新人大会柔道の部　【男子団体戦の記録】　【女子団体戦の記録】
【男子個人戦の優勝者】　（11/11、11/12埼玉新聞と同内容） スポーツ（中学）

2016/12/7 読売新聞 30
記録ファイル 駅伝　第60回“浮き城のまち行田”大会（4日・行田市総合公園周
辺）　♢中学男子（3090㍍）　①男衾中Ａ　52分46秒　♢中学女子（1150㍍）　③男衾
中陸上部女子

スポーツ（中学）

2016/12/7 毎日新聞 22 ♢第83回書壇院展入賞者　▷特選　新井祥薫（寄居） 文化・芸術
2016/12/8 毎日新聞 22 俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2016/12/8 埼玉新聞 1

市町村でばらつき 国保特定健診 受診率最大28㌽差 県平均は
37.2％　生活習慣病の予防を目的とした特定健康診査（メタボ健診）について、県
内国民健康保険（国保）加入者の2014年度受診率が市町村間で最大28.3㌽の開
き　2014年度市町村別特定健診受診率　寄居町　55位　29.9％

行政

2016/12/8 埼玉新聞 7 リトルシニア 関東連盟北関東支部 本年度総会開く　支部表彰　▷永年功
労者　常木正浩（深谷彩北監督）

スポーツ（中学）

2016/12/9 読売新聞 32 よみうり文芸　川柳　西潟賢一郎選　【入選】寄居町　町田節子 投稿
2016/12/9 埼北よみうり 5 「花の兄」　舞台は寄居（寄居町） 地域



2016（平成28）年 寄居町新聞記事索引　7月～12月 （2018年4月作成時）

2016/12/9 埼北よみうり 6 エンタメ 復興チャリティーコンサート　12月11日（日）　寄居町中央公民館 イベント情報

2016/12/11 読売新聞 27
箱根駅伝 エントリー発表　第93回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）
のチームエントリーが10日行われ、出場21チームがメンバー16人を登録　国学院
大　内田健太③　※内田健太（国学院大3年、城南中出身）

スポーツ（陸上）

2016/12/11 埼玉新聞 7 県内出身は25人 箱根駅伝エントリー発表　内田健太　国学院大3　埼玉栄
※内田健太（国学院大3年、城南中出身）

スポーツ（陸上）

2016/12/11 埼玉新聞 9 埼玉俳壇　内野修選　(寄居）吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2016/12/13 埼玉新聞 13

ミカンで魅力を発信 荻野商店ジュース発売 ラベルには産地標記（寄
居）　寄居のミカンを原料にしたジュースが誕生　寄居町寄居の製茶問屋「荻野商
店」　「寒熟 寄居蜜柑」のラベルの右下に「金尾」「鉢形」とミカンの産地を記す　720
㍉㍑で1300円　※写真

地域

2016/12/14 読売新聞 92

記録ファイル 太極拳　県民総体兼第24回県武術選手権大会（10月30日・県立
武道館）≪優勝者≫　24式太極拳B▷女子　真尾久美子(寄居町武術太極拳協会)
同C▷女子　藤波樹花(寄居町武術太極拳協会)　集団　寄居町武術太極拳協会(中
村春香他6名)

スポーツ（武道）

2016/12/14 産経新聞 13 全身青のアマガエル 元気に越冬　県立川の博物館で公開　（11/21東
京新聞と同内容）　※写真

文化・芸術

2016/12/14 埼玉新聞 13
児童の環境新聞 入選11作品展示 16日まで寄居町役場　小学生が作る
環境新聞「ジュニアエコタイムス」の2015年度入選作品展　寄居町役場1階　16日ま
で　※写真

地域

2016/12/14 埼玉新聞 14

「歴史を刻みたい」 全国高校サッカー 31日初戦 正智深谷が本社来
訪　サッカーの第95回全国高校選手権に2年連続3度目の出場をする正智深谷が
13日、埼玉新聞社を訪問　監督とFW田島帆貴選手（寄居中出身）を含む選手4名
※写真

スポーツ（高校）

2016/12/14 埼玉新聞 17 つれづれ　がんばった音楽会　高橋遙香（寄居町、9歳） 投稿
2016/12/15 毎日新聞 24 短歌　水野昌雄選　寄居・町田節子 投稿

2016/12/15 東京新聞 26
埼北移住 7市町スクラム HP開設 促進策拡充へ　（寄居町を含む）7市町
でつくる「県北部地域地方創生推進協議会」がホームページ「埼北移住」を開設、
都内や県南部に住む若年世帯をターゲットにPR　※写真

行政

2016/12/15 埼玉新聞 7
県4種サッカーリーグ選手権　第10回県4種サッカーリーグ選手権　11日、さい
たま荒川総合運動公園　▷2回戦　さいたまシティーノース9－0J-FEZNTS FC（寄
居）

スポーツ（小学）

2016/12/15 埼玉新聞 12 和紙の町駆ける 小川和紙マラソンに4696人（小川）　上位入賞者　▷10㌔
一般男子50歳代　②稲波宏幸（寄居町）　▷3㌔中学男子 ③嶋崎祐斗（寄居町）

スポーツ（地域）

2016/12/16 読売新聞 30 よみうり文芸　俳句　榎本好宏選　【入選】寄居町　町田節子 投稿

2016/12/16 読売新聞 30 Fridayさいたま カルチャー ギャラリー　♦清澤正孝　透明水彩との出会い
「川から始まる水彩画展」　25日まで、埼玉伝統工芸会館　※作品画像

イベント情報

2016/12/16 毎日新聞 16

ニューイヤー駅伝選手発表　来年元日に群馬県で開催される「ニューイヤー
駅伝　第61回全日本実業団対抗駅伝競走大会」に出場する37チームのエントリー
選手が15日、発表される　リオデジャネイロ五輪代表ではHondaの設楽悠太らが順
当に名を連ねる

スポーツ（陸上）

2016/12/16 埼玉新聞 11
熊本・大分地震義援金　‣寄居ロータリークラブ（柴崎猛会長）と川本ロータリー
クラブ（鈴木正浩会長）　14日、チャリティゴルフ大会と合同忘年会で集めた募金21
万6千円を埼玉新聞・社会福祉事業団に寄託　※写真

その他

2016/12/17 毎日新聞 27 タグラグビーセット寄贈 県ラグビー協会 寄居・4小学校に　（同日の埼玉
新聞と同内容）　※写真

地域

2016/12/17 埼玉新聞 16

タグラグビーセット寄贈 県ラグビー協会 寄居の4小学校に　県ラグビー
フットボール協会は16日、寄居町役場で町立小学校4校にタグラグビーセットを寄
贈　タグラグビーセット寄贈の第1号　協会は県内800以上の小学校にタグラグビー
セットを贈ることを目標に、8月から寄付金の募集を開始　※写真

地域

2016/12/17 スポーツニッポン 4

16年阪神全成績　打者　原口　.299（打率） 107（試合） 364（打席） 318（打数）
38（得点） 95（安打） 16（二塁打） 0（三塁打） 11（本塁打） 144（塁打） 46（打点）
.453（長打率） 52（三振） 26（四球） 15（死球） 2（犠打） 3（犠飛） 1（盗塁） .376（出
塁率） .281（得点圏打率）

スポーツ（プロ野球）

2016/12/18 さいたま報知 7

第24回小川和紙マラソン大会　11日、小川町・埼玉伝統工芸会館発着点【男
子】▷3㌔中学生　③嶋崎祐斗(寄居男衾)　⑤小島岳斗(寄居城南)　【女子】▷2㌔小
学生　⑥星彩未(寄居町)　▷3㌔中学生　⑤吉田誌央(寄居城南)　⑦高山美穂(寄居
男衾)　（12/15埼玉新聞と一部同内容）

スポーツ（小学）
スポーツ（中学）

2016/12/19 読売新聞 29
師走点描 大凧揚げ 準備万端整う 寄居で元旦　（同日の埼玉新聞と同内
容）　※写真

地域

2016/12/19 埼玉新聞 1
ピロリ菌検査10市町 県内胃がんリスクを診断　胃がんの発生リスクを高
めるとされるヘリコバクター・ピロリ（ピロリ菌）の検査を実施している自治体が県内
に10市町　※2015年度現在寄居町も実施

行政

2016/12/19 埼玉新聞 1
16師走スケッチ 元旦の空待ち遠し 寄居 30畳の大凧完成　毎年元日に
大凧を揚げている寄居町今市地区の住民ら27人でつくる「今市竹とんぼの会」は18
日、来年揚げる30畳の大凧を完成　※写真

地域

2016/12/19 埼玉新聞 7

ネクスコ東 どんぶり王座決定戦 高坂SA「角煮丼」優勝 寄居の三元
豚を使用　ネクスコ東日本のSA、PAのフードコート149店舗がオリジナルのどん
ぶり「どら丼」で競う「第3回ネクスコ東日本どんぶり王座決定戦」の埼玉ブロック大
会  16日、さいたま市大宮区の国際学院埼玉短期大学　関越道上り線高坂SAの
小島屋乳業製菓が調理した「よりいポークのとろける角煮丼」（税込1200円）が最優
秀賞　角煮丼のポイントは寄居町の三元豚「よりいポーク」の脂の食味　※写真2

地域
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2016/12/19 埼玉新聞 13 埼玉俳壇　内野修選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子　(寄居)石澤無涯 投稿

2016/12/20 埼玉新聞 5 キラッとカンパニーズ（77） きぬのいえ（寄居）　独自開発、欧露羅染を商
品化　　吉田昌弘社長　※写真

経済・産業

2016/12/20 埼玉新聞 8

深谷彩北リトルシニア杯小学生軟式野球大会　第9回、寄居運動公園　▷1
回戦　城南キングフィッシャーズ(寄居)10－5フレンズ田谷（深谷）（五回コールド）
▷2回戦　花園6－4マッキーズ(寄居)（六回コールド）　上柴ドリームス（深谷）4－4用
土コルツ(寄居)（上柴のタイブレーク勝ち）　長瀞ジャイアンツ17－3城南キング
フィッシャーズ（五回コールド）

スポーツ（小学）

2016/12/20 埼玉新聞 13 「五感使い考えて」 戦争体験者が講話 折原小（寄居）　寄居町立折原小
学校で12日、町内在住の松村昭さん（87）が6年生15人を対象に講話　※写真

教育

2016/12/22 毎日新聞 26 俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2016/12/22 毎日新聞（夕） 12
ラグビーに恩返しを W杯まで1000日 会場の熊谷 元選手の市職員奔
走　熊谷市職員に転身して奮闘する元ラグビー選手（パナソニック）木川隼吾さん
（33）　今月12日、寄居町へ「出張」して小学生にラグビーを指導　※写真

地域

2016/12/23 朝日新聞 24
寄居中3年の高橋さん入賞 「句集作ろうコン」　「第10回句集を作ろう！コ
ンテスト」　計344作品の応募があり、県内からは装丁賞（優秀賞）に寄居町立寄居
中3年の高橋彩香さんの「夢に向かって」が選ばれた

教育

2016/12/23 読売新聞 32 叙位叙勲　（22日）　▷正六位　奈良治雄氏（元寄居町立男衾小学校長）寄居町寄
居＝12月1日死去　（同日の埼玉新聞にも掲載あり）

叙位叙勲

2016/12/23 毎日新聞 26 インフォメーション イベント　●落語芝居　占い婆さん遊々噺（ゆうゆうばなし）
来年1月21日ほか　寄居町鉢形の劇団お伽座

イベント情報

2016/12/23 埼玉新聞 11
私募債の手数料で寄居小にテント寄贈 埼玉りそな銀行寄居支店　埼
玉りそな銀行寄居支店（篠田勝利支店長）は20日、寄居町立寄居小学校（勝山寛
美校長）にテント一式を寄贈　※写真

地域

2016/12/24 スポーツニッポン 5
平成28年度関東高校ゴルフ選手権冬季大会　≪第1日・22日≫千葉県一
宮町　一の宮カントリー倶楽部　女子＝6229㍎、パー71　㉑吉田莉生（埼玉・埼玉
栄②）76（38　38）　※吉田莉生（埼玉栄高2年、城南中出身）

スポーツ（高校）

2016/12/24 朝日新聞 21

爆破予告の疑い 猶予中の男逮捕「千葉県庁に仕掛ける」　寄居署は22
日、住所不定、無職、男性容疑者（21）を威力業務妨害の疑いで逮捕　22日午前11
時40分ごろ、寄居駅北口の公衆電話から「千葉県庁に爆弾を仕掛ける」などと110
番通報

事件・事故

2016/12/24 埼玉新聞 7
ニュースクリップ ♦「爆弾仕掛ける」電話中に取り押さえる（寄居署）
（同日の朝日新聞と同内容） 事件・事故

2016/12/24 スポーツニッポン 25
平成28年度関東高校ゴルフ選手権冬季大会　≪最終日・23日≫千葉県一
宮町　一の宮カントリー倶楽部　女子＝6229㍎、パー71　⑬吉田莉生（埼玉・埼玉
栄②）151＝76　75（37　38）　※吉田莉生（埼玉栄高2年、城南中出身）

スポーツ（高校）

2016/12/25 東京新聞 24
五輪参加 県民が関心 ボランティア講座に応募殺到 県内で4競技、事
前合宿も 通訳など活躍の機会　事前合宿もブータン（陸上）が寄居町

行政

2016/12/26 毎日新聞 15 第96回全国高校ラグビー大会 51代表校選手名鑑　流通経大柏（千葉）
21福田野軌② 174 85　※福田野軌（流通経済大柏高2年、寄居中出身)

スポーツ（高校）

2016/12/26 産経新聞 20 ディスプレーで運行情報発信 秩父鉄道 9駅で開始、順次拡大　（12/2
埼玉新聞と同内容）　※写真

社会

2016/12/26 埼玉新聞 1
県内信号機 耐用年数超え23％ 老朽化進み故障懸念　信号機の点灯を
コントロールする県内の「信号制御機」の約23％に当たる2350基が耐用年数を過
ぎる　※寄居警察署管内の信号機設置数155

行政

2016/12/26 埼玉新聞 7 埼玉俳壇　内野修選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)石澤無涯 投稿

2016/12/26 埼玉新聞 13

きをつけてね/よくみてわたって 年賀状で交通安全PR 寄居の園児
元旦にこどもたちが交通安全を呼び掛ける年賀はがきが、寄居署管内の2千世帯
に届けられる　管内六つの幼稚園と保育所に通う約280人の園児の思いが、手書
きのメッセージとイラストで　※写真

地域

2016/12/27 毎日新聞 24 俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿
2016/12/27 埼玉新聞 8 郷土力士新番付　【三段目】　湊竜（寄居・湊）　※初場所 スポーツ（大相撲）

2016/12/27 埼玉新聞 12 囲碁まつり　「第18回くまがや囲碁まつり」23日、熊谷中央公民館　【本因坊戦】
②坂本義明（寄居）

文化・芸術

2016/12/27 スポーツニッポン 7 元旦号砲ニューイヤー駅伝　前回4位のＨｏｎｄａは最長4区で2年連続区間新
の設楽悠太に注目　※写真

スポーツ（陸上）

2016/12/28 毎日新聞 15
第96回全国高校ラグビー大会 流通経大柏 圧巻の95点　流通経大柏
95-0高松北　※福田野軌（流通経済大柏高2年、寄居中出身）出場　（他、各紙
に結果掲載）

スポーツ（高校）

2016/12/28 東京新聞 20
30畳の新作凧完成 元旦イベント向け 寄居の住民グループ 引き手募
集「みんなで力合わせて」　（12/19埼玉新聞と同内容）　※写真

地域

2016/12/28 埼玉新聞 7
全日本実業団対抗駅伝展望 来年元日前橋で号砲 ホンダ後半区間
が鍵　リオデジャネイロ五輪1万㍍代表の設楽悠太を擁するホンダは後半区間の
踏ん張りがポイント

スポーツ（陸上）

2016/12/28 埼玉新聞 14

郷土のスターが野球教室 寄居 小学生110人指導、植樹も 楽天 銀次
選手・阪神 原口選手　寄居町商工会青年部は25日、プロ野球・東北楽天の銀
次選手と阪神の原口文仁選手らを講師に招き、寄居運動公園で野球教室を開催
同青年部の50周年記念事業の一環　※写真2

地域

2016/12/28 埼玉新聞 14 首長が選んだわが街５大ニュース　寄居町 花輪利一郎町長  ※写真 行政
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2016/12/29 読売新聞 19 箱根駅伝 217㌔駆け抜ける21チーム選手紹介 予選通過校 国学院大
内田健太③（埼玉・埼玉栄）　※内田健太（国学院大2年、城南中出身）

スポーツ（陸上）

2016/12/30 読売新聞 18

箱根駅伝　第93回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の区間エントリー
が29日行われ、出場21チームのオーダーが発表された　国学院大　7区　内田健
太③　※内田健太（国学院大3年、城南中出身）　（同日のスポーツニッポンにも同
様記事）

スポーツ（陸上）

2016/12/30 毎日新聞 17
ニューイヤー駅伝 元日号砲 新春の上州路駆ける　②コニカミノルタ　設
楽啓太25　東洋大　④Ｈｏｎｄａ　設楽悠太25　東洋大　㉕ＳＵＢＡＲＵ　小山司24　帝
京大

スポーツ（陸上）

2016/12/31 毎日新聞 21
第96回全国高校ラグビー大会 桐蔭学園縦突破 桐蔭学園33-7流通
経大柏　※福田野軌（流通経済大柏高2年、寄居中出身）出場　（ほか各紙に結
果掲載）

スポーツ（高校）

2016/12/31 埼玉新聞 3

35自治体が各校管理 県内学校給食費調査 求められる公会計化　学
校給食について、公会計を実施していない自治体が、県内35市町村に上ること
が、専修大学非常勤講師（教育行政学）の中村文夫さんの調査で明らかに　※寄
居町は公会計化していない自治体

行政

2016/12/31 埼玉新聞 7･8
災難除き幸福授かる 年の初めに七福神へ 心軽やか豪快な笑顔 武
州寄居七福神　　※写真

観光


