
平成29（2017）年 寄居町新聞記事索引 2019年10月修正

掲載日 掲載紙 紙面 記事見出・記事概要 件名

2017/1/1 読売新聞 29 鉄路でつながる① 鉄道24路線722㌔縦横　※県内鉄道路線絵図中に「寄
居」

連載

2017/1/1 毎日新聞 27

東京五輪へ陸上けん引 ニューイヤー駅伝きょう号砲　元日に群馬県庁
を発着点に行われる「ニューイヤー駅伝2017ｉｎぐんま　第61回全日本実業団対抗
駅伝競走大会」の開会式が31日、前橋市内で行われた　Ｈｏｎｄａの設楽悠太らリオ
デジャネイロ五輪代表の順当にメンバー入り　表-■全日本実業団対抗駅伝オー
ダー　②コニカミノルタ　1区 12.3㌔　設楽（※啓太）　④Ｈｏｎｄａ　4区 22.0㌔　設楽
（※悠太）　㉕ＳＵＢＡＲＵ　5区 15.8㌔　小山（※司）

スポーツ（陸上）

2017/1/1 埼玉新聞 1

正智 選手権で初勝利 第95回全国高校サッカー　第95回全国高校サッ

カー選手権第2日　31日、NACK5スタジアム大宮　正智深谷　反撃を狙う後半は田
島を投入して攻撃のリズムを変えた　7分に、田島がゴールして同点に追いつく　※
田島帆貴（正智深谷高3年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2017/1/1 埼玉新聞 10 新春俳壇　星野光二選　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2017/1/1 埼玉新聞 15

正智逆転で初戦突破 立正大淞南に2-1 第95回全国高校サッカー　▷1

回戦　正智深谷2｛0-1　2-0｝1立正大淞南（島根）　▷得点者【正】田島　FW田島
熱き思い 魂の一撃　1点を追う後半、正智深谷の切り札・田島が登場　7分　技
ありの同点弾　寄居中学時代は偏差値70　※写真、田島帆貴（正智深谷高3年、寄
居中出身）　（ほか朝日、読売新聞に同内容の記事、毎日、日経、産経、東京新聞
の各紙に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2017/1/1 スポーツニッポン 8
浦和オナイウも観戦 田島弾初勝利　〈埼玉正智深谷〉　OBでJ2千葉から浦
和に移籍したオナイウ阿道が見守る一戦で初勝利　途中出場の田島がループ
シュートを決めて同点　※写真、田島帆貴（正智深谷高3年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2017/1/1 スポーツニッポン 11
箱根駅伝区間エントリー発表　国学院大　⑦内田健太③（埼玉栄）29分47秒
60　※内田健太（国学院大3年、城南中出身） スポーツ（陸上）

2017/1/3 毎日新聞 23
ニューイヤー駅伝　表-第61回全日本実業団対抗駅伝競走大会成績　⑤(チー
ム順位)コニカミノルタ　1区　12.3㌔　設楽（※啓太）　㉘（通過順位）35.47(通過タイ
ム)　※群馬県、1日　（ほか各紙にチーム順位記事）

スポーツ（陸上）

2017/1/3 埼玉新聞 2 12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12,984　人口総数33,686　男16,708　女16,978

統計

2017/1/3 埼玉新聞 12

正智またも劇的逆転 関東第一に2-1 第95回全国高校サッカー　第3日
2日、浦和駒場スタジアム　▷2回戦　正智深谷2｛0-1　2-0｝1関東第一（東京B）　※
田島帆貴（正智深谷高3年、寄居中出身）出場　（ほか朝日、読売、毎日、日本経済
新聞、スポーツニッポンの各紙に同様の試合結果記事）

スポーツ（高校）

2017/1/4 毎日新聞 25 新年の青空に舞う 寄居で「大凧揚げ」　折原の寄居運動公園で1日、「今市
竹とんぼの会」などが恒例の「大凧揚げ」　※写真

地域

2017/1/4 埼玉新聞 11

正智深谷 3発快勝 初のベスト8 創造学園に3-0 第95回全国高校サッ
カー　第4日　3日、川崎市等々力陸上競技場　▷3回戦　正智深谷3｛2-0　1-0｝0創
造学園（長野）　※田島帆貴（正智深谷高3年、寄居中出身）出場　（ほか各紙に試
合結果記事）

スポーツ（高校）

2017/1/4 読売新聞 20
箱根駅伝 総合成績　⑯(位)国学院大　7区　21.3㌔　小田原-平塚　⑲(チーム
順位)内田健太　⑬(区間順位)1.05.51(タイム)　※内田健太（国学院大3年、城南中
出身）　（ほかスポーツニッポンに同様記事）

スポーツ（陸上）

2017/1/6 読売新聞 30

正智深谷 反撃及ばず 青森山田戦1-3 全国高校サッカー 流れを変え
た「スーパーサブ」 FW田島選手　後半から出場したFW田島帆貴選手（3年）
「流れを変えたい時には田島が一番」と小島監督が認める「スーパーサブ」　※田
島帆貴（正智深谷高3年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2017/1/6 埼玉新聞 9

正智 意地の一撃及ばず 青森山田に1-3 第95回全国高校サッカー
第5日　5日、川崎市等々力陸上競技場　▷準々決勝　青森山田3｛1-0　2-1｝1正智
深谷　※田島帆貴（正智深谷高3年、寄居中出身）出場　（ほか各紙に試合結果記
事）

スポーツ（高校）

2017/1/6 読売新聞（夕） 12 読者のニュース写真 11月入選作品　＊佳作　▷11月の初雪　柴崎計子（埼
玉県寄居町）

投稿

2017/1/7 読売新聞 32 叙位叙勲　（6日）▷正六位　大谷清一氏（元江南村立江南北小校長）＝寄居町桜
沢＝12月2日死去　（同日の埼玉新聞にも記事）

叙位叙勲

2017/1/7 東京新聞 5 時事川柳　（寄居町　内田士郎） 投稿

2017/1/8 埼玉新聞 7

混戦断ち奪還へ 男子 全国都道府県対抗駅伝結団式　男子第22回、女
子第35回全国都道府県駅伝に出場する埼玉選手団の結団式　7日、上尾運動公
園陸上競技場　元日の雪辱 広島で 男子主将 設楽悠太　アンカー7区を任
される予定　3区を担う兄・啓太の存在も心強い　※写真

スポーツ（陸上）

2017/1/9 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】湊竜（寄居） ○1-0　※初場所初日 スポーツ（大相撲）
2017/1/9 埼玉新聞 9 埼玉俳壇　星野光二選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2017/1/10 埼玉新聞 5 豊かな埼玉をつくる県民の集い 各界の出席者語る　エコ計画の井上綱
隆社長　寄居エコスペースに3号炉が完成

経済・産業

2017/1/10 埼玉新聞 15 郷土力士星取表　【三段目】湊竜（寄居） や1-0　※初場所2日目 スポーツ（大相撲）

2017/1/11 読売新聞 30

寄居ゆかりの2選手 小学生らに野球教室　寄居町出身のプロ野球・阪神タ
イガースの原口文仁選手（24）と、妻が同町出身の東北楽天ゴールデンイーグルス
の銀次選手（28）の野球教室が寄居運動公園で開かれる　（2016/12/28埼玉新聞
と同内容）

地域

2017/1/11 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】湊竜（寄居） ●1-1　※初場所3日目 スポーツ（大相撲）
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2017/1/11 埼玉新聞 11
市町村年頭抱負 趣向を凝らした施策でまちの魅力発信 寄居町 幸せ
を感じるまちづくり

特集

2017/1/11 埼玉新聞 13
荒川図画コンクール 入賞作品120点を展示 寄居、県立川の博物館
県内の小学生が荒川の風景を描いた「荒川図画コンクール」の入賞作品120点の
展示　15日まで　※写真

文化・芸術

2017/1/11 埼玉新聞 13 「若者集まる町に」 商工会が賀詞交歓会 寄居　寄居町商工会の賀詞交
歓会　6日、かんぽの宿寄居　柴崎猛会長が抱負　※写真

経済・産業

2017/1/12 朝日新聞 21
スポーツ短信 ■男子駅伝にリオ五輪代表選手らエントリー　22日の全
国都道府県対抗男子駅伝のエントリー選手が11日発表になった　リオデジャネイロ
五輪1万㍍29位の設楽悠太（ホンダ）は埼玉から出場

スポーツ（陸上）

2017/1/12 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

1

アラディオーロ初Ｖ 県クラブユースサッカーＵ-11 烏天狗に4-2で快勝
【12月17日、鳩山町】サイエイCUP第15回埼玉県クラブユースサッカー選手権U-11
大会　▷決勝　アラディオーロ4-2烏天狗　武内良太郎決勝ゴール　同点で迎え
た後半16分、武内良太郎が蹴りこんで勝ち越す　※武内良太郎（桜沢小5年）、写
真、コメント

スポーツ（小学）

2017/1/12 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2 ミニバスケットボール　第9回新座カップミニバスケットボール大会JAあさか野
杯　（1/17埼玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（小学）

2017/1/12 読売新聞 25 陸上 ♦設楽悠、下田らがエントリー　（同日の朝日新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2017/1/12 読売新聞 31 市町村平均給与 国下回る ラスパイレス指数　♦県内市町村別ラスパイレ
ス指数（2016年4月1日現在）　寄居町98.3

行政

2017/1/12 毎日新聞 24 短歌　■水野昌雄選　寄居・福田秋子　俳句　■星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2017/1/12 埼玉新聞 6
自主トレだより 原口 正捕手に意欲　阪神・原口（寄居町出身）が11日、甲子
園球場に隣接の室内練習場で自主トレーニングを公開　正捕手への意欲を語る
※写真

スポーツ（プロ野球）

2017/1/12 埼玉新聞 6
ホンダの設楽は埼玉 都道府県対抗男子駅伝　（同日の朝日新聞と同内
容）

スポーツ（陸上）

2017/1/12 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】湊竜（寄居） や1-1　※初場所4日目 スポーツ（大相撲）
2017/1/12 埼玉新聞 13 つれづれ　おせちの思い出　大野順一（寄居町、70歳） 投稿
2017/1/12 スポーツニッポン 6 22日全国都道府県対抗男子駅伝　（同日の朝日新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2017/1/13 埼北よみうり 8 野球教室 銀次選手、原口選手らが指導（寄居町）　（1/11読売新聞と同
内容）　※写真

地域

2017/1/13 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】湊竜（寄居） や1-1　※初場所5日目 スポーツ（大相撲）

2017/1/13 埼玉新聞 17

罪名を変更して爆破予告の男起訴 熊谷区検　「千葉県庁に爆弾を仕掛け
る」などと通報し県警の業務を妨害したとして、熊谷区検は12日、軽犯罪法違反の
罪で住所不定、無職男性容疑者（21）を熊谷簡裁に起訴　昨年12月22日、寄居町
の公衆電話から110番

事件・事故

2017/1/13
日本経済新聞
（夕刊）

3
ホンダ、「シビック」再投入 今夏に　ホンダは13日、「シビック」シリーズを今
夏、国内に再投入すると発表　3車種　セダンは埼玉製作所寄居工場で生産　2車
種は英国工場から輸入する

経済・産業

2017/1/14 日本経済新聞 35

和光市と3町村 相互交流の共同宣言 郷土愛育成や地域発展　和光市
と小川町、東秩父村、寄居町は、郷土への愛着心向上と地域の発展を目指して相
互に交流することで合意　社会科見学の受け入れやイベント出展などで協力　19
日に4市町村長が上田知事の立ち会いで共同宣言に署名する

行政

2017/1/14 東京新聞 7 シビック 国内復活 今夏発売 オートサロンで公開　（1/13日本経済新聞
夕刊と同内容）　※写真

経済・産業

2017/1/14 埼玉新聞 5 ホンダ・シビック 6年ぶり国内復活 セダンは寄居の工場で　（1/13日本
経済新聞夕刊と同内容）　※写真

経済・産業

2017/1/14 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【三段目】湊竜（寄居） ○2-1　※初場所6日目 スポーツ（大相撲）

2017/1/15 毎日新聞 26

打ち込み練習入念に 柔道女子､強化合宿公開　柔道の日本女子が14
日、東京都北区のナショナルトレーニングセンターで報道陣に強化合宿を公開
GSパリ大会に出場する70㌔級の新井千鶴（三井住友海上）は「しっかり対策した
い」と慎重な姿勢

スポーツ（柔道）

2017/1/15 埼玉新聞 5 県高校新人大会 バスケットボール　14日、第2日・上尾運動公園体育館ほ
か　▷女子2回戦　坂戸西79-59寄居城北

スポーツ（高校）

2017/1/15 埼玉新聞 5 県高校新人大会 サッカー女子　14日、第2日・入間向陽高校ほか　【1次リー
グ】▷F組　川口総合21-0寄居城北

スポーツ（高校）

2017/1/15 埼玉新聞 5 県高校新人大会 サッカー　14日　各地区予選　【北部】　第1日・鴻巣高校ほ
か　▷1回戦　成徳大深谷4-0寄居城北

スポーツ（高校）

2017/1/15 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】湊竜（寄居） や2-1　※初場所7日目 スポーツ（大相撲）

2017/1/15 埼玉新聞 11
専門店の技伝授 まちゼミ初開催 来月、寄居で　寄居町内の事業主が日
頃の商売で磨いた技術を消費者に伝える体験型イベント「まちゼミ」　主催は「ふる
さと寄居商店会」　19事業所が参加　28講座を予定　受講無料

地域

2017/1/16 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】湊竜（寄居） ○3-1　※初場所8日目 スポーツ（大相撲）
2017/1/16 埼玉新聞 13 埼玉俳壇　星野光二選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子 投稿
2017/1/17 埼玉新聞 1 県内各地で今季一番の冷え込み　寄居　氷点下7.1度 気象

2017/1/17 埼玉新聞 7

ミニバス NIIZACUP　ミニバスケットボールのNIIZACUP2016　新座市民総合体
育館　男子C組は寄居が制する　「男子」【C組】▷aブロック　寄居58-28新座野寺ウ
イングス　寄居29-26八幡ドリーム（八潮）　①寄居　▷決勝　寄居37-27上木ガッツ
（さいたま）　「女子」【D組】▷aブロック　寄居スパークル33-22上尾芝川　寄居ス
パークル33-29高萩エンジェルス（日高）　①寄居スパークル　▷決勝　草加新田29-
16寄居スパークル　※写真

スポーツ（小学）
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2017/1/17 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【三段目】湊竜（寄居） や3-1　※初場所9日目 スポーツ（大相撲）

2017/1/17 埼玉新聞 12
救命率向上目指しコンビニにAED 町が13店舗に設置（寄居）　寄居町
が今月から町内のコンビニエンスストア4社13店舗で、自動体外式除細動器（AED）
の設置を始めた　※写真

行政

2017/1/18 毎日新聞 23
高齢者「いこいの家」 寄居町が開設 交流の拠点に　寄居町は18日、町
有施設「無腸庵」に高齢者の交流などを目的とした「ふれあいいきいきサロン いこ
いの家」を開設　町社会福祉協議会などが運営　※写真

福祉・医療

2017/1/18 埼玉新聞 7 まちひとであい 公演　♦落語芝居「占い婆さん遊々噺」（寄居）　21、28日　アク
トスペース鉢形　劇団お伽座の公演

イベント情報

2017/1/18 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【三段目】☆湊竜（寄居） ○4-1　※初場所10日目 スポーツ（大相撲）

2017/1/19 読売新聞 28 叙位叙勲　（17日）▷従六位　大塚勇氏（元小川町立東中学校長）寄居町用土＝
12月21日死去　（1/18埼玉新聞にも掲載あり）

叙位叙勲

2017/1/19 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】☆湊竜（寄居） や4-1　※初場所11日目 スポーツ（大相撲）

2017/1/20 朝日新聞 25 4市町村が連携 互いの魅力PR 共同宣言署名式　（同日の埼玉新聞と同
内容）　※写真

行政

2017/1/20 産経新聞 25 和光、小川、東秩父、寄居4自治体 相互交流の共同宣言　（同日の埼
玉新聞と同内容）

行政

2017/1/20 埼玉新聞 1

庁舎の非常用電源 72時間稼働は20市町村　災害に備えて庁舎に非常用
電源を設置している県内58市町村のうち、国が求める3日間（72時間）以上の稼働
が可能な電源を設置しているのは20市町にとどまる　※表-県内市町村の非常用
電源設置状況　使用可能24時間未満に寄居

行政

2017/1/20 埼玉新聞 1

都市と中山間で交流 和光、小川、寄居、東秩父 初の共同宣言　和光
市と小川、寄居、東秩父の3町村が19日、教育や文化など幅広い分野で相互交流
を図る共同宣言　知事公館で上田知事立ち合いの下、4首長が宣言書に署名　※
写真

行政

2017/1/20 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【三段目】☆湊竜（寄居） ○5-1　※初場所12日目 スポーツ（大相撲）

2017/1/20 埼玉新聞 9
埼玉 充実布陣でＶ争い 設楽悠までの粘りが鍵 全国都道府県対抗男
子駅伝 22日号砲　アンカーにリオデジャネイロ五輪1万㍍代表の設楽悠（武蔵
越生高-東洋大出、ホンダ）　※写真

スポーツ（陸上）

2017/1/21 朝日新聞 21
スポーツ短信 ■東京に今井、設楽悠、市田孝ら　2月26日に行われる東
京マラソン　主催者は20日、レースの有力選手を発表　リオ五輪1万㍍代表の設楽
悠太（ホンダ）らは初マラソンに挑む

スポーツ（陸上）

2017/1/21 毎日新聞 26
郷土への愛着心向上へ 幅広い分野で 和光市と小川・寄居町、東秩
父村 相互交流で共同宣言　（1/20埼玉新聞と同内容）　※写真

行政

2017/1/21 埼玉新聞 5

全編を寄居でロケ 22日 町中央公民館「花の兄」上映　全編を寄居町で
ロケした映画「花の兄」（島春迦監督）が完成　22日から寄居町中央公民館などで
上映　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）が製
作　※写真

文化・芸術

2017/1/21 埼玉新聞 12 郷土力士星取表　【三段目】☆湊竜（寄居） や5-1　※初場所13日目 スポーツ（大相撲）

2017/1/22 東京新聞 24
東京都に隣接 和光市 県の北西部 3町村 住民交流タッグ 自然豊
か、観光資源PR 「埼玉都民」に郷土愛育む　（1/20埼玉新聞と同内容）
※写真

行政

2017/1/22 埼玉新聞 6
五輪1万㍍代表設楽悠が最終区 都道府県男子駅伝　第22回都道府県
対抗男子駅伝　21日、広島市内でオーダー発表と開会式　埼玉はリオデジャネイロ
五輪1万㍍代表の設楽悠太（ホンダ）が最終7区を走る

スポーツ（陸上）

2017/1/22 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】☆湊竜（寄居） や5-1　※初場所14日目 スポーツ（大相撲）

2017/1/22 埼玉新聞 7
県高校新人大会　（21日）　サッカー女子　第4日・寄居城北高校ほか　【1次
リーグ】▷F組　南稜21-0寄居城北 スポーツ（高校）

2017/1/23 朝日新聞 14 陸上 全国都道府県対抗男子駅伝　■区間最高　7区（13㌔）設楽悠太（埼
玉・ホンダ）37分43秒　（ほか朝日、読売、産経、東京新聞の各紙に同様記事掲載）

スポーツ（陸上）

2017/1/23 埼玉新聞 9 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
2017/1/23 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【三段目】☆湊竜（寄居） ●5-2　※初場所千秋楽 スポーツ（大相撲）

2017/1/23 埼玉新聞 12

埼玉 出遅れ響き20位 設楽悠区間賞、11人抜き 全国都道府県対抗
男子駅伝 力不足 再び強い集団へ　第22回全国都道府県対抗男子駅伝
22日、広島市平和記念公園発着　7区間、48㌔　埼玉は2時間22分32秒で20位　設
楽悠太（ホンダ）が37分43秒で7区区間賞を獲得　※写真

スポーツ（陸上）

2017/1/23 埼玉新聞 13 県高校新人大会 ラグビー　22日、第2日・熊谷ラグビー場　▷準々決勝　正智
深谷26-5慶応志木　※冨田陽登（正智深谷高2年、寄居中出身）出場、写真

スポーツ（高校）

2017/1/23 埼玉新聞 13 県高校新人大会 サッカー女子　22日、第5日・和光国際高校ほか　【1次リー
グ】▷F組　昌平3-1寄居城北

スポーツ（高校）

2017/1/24 埼玉新聞 1
3ため池の耐震不足 円良田湖など 決壊で民家被害も　大地震や豪雨で
決壊すると住宅等に被害を及ぼす恐れのある「ため池」　県内に5カ所　そのうち3
カ所で耐震不足を確認　県への取材

行政

2017/1/24 埼玉新聞 12
元気な地域づくりを 中心街に高齢者サロン 手芸、マージャンも（寄
居）　（1/18毎日新聞と同内容）　※写真

福祉・医療

2017/1/26 読売新聞 28 4市町村 連携へ宣言 和光、小川、東秩父、寄居 農村体験やＰＲ活動
（1/20埼玉新聞と同内容）　※写真

行政

2017/1/26 埼玉新聞 9
県ミニバス会長杯　県ミニバスケットボール会長杯　22日まで　毛呂山総合公
園体育館など　「男子」【1次予選】▷C5組　サクセス（川越）47-12寄居　武蔵野（川
越）46-32寄居

スポーツ（小学）



平成29（2017）年 寄居町新聞記事索引 2019年10月修正

2017/1/27 朝日新聞 25

「不法投棄」県、行政処分せず 寄居の「彩の国資源循環工場」 検査
後に業者廃止届 聴聞通知前、欠格免れる　「彩の国資源循環工場」内で
2015年、県が産業廃棄物の「不法投棄」を指摘しながら行政処分を出さず、公表も
されなかった　朝日新聞の調査　業者は「埼玉環境テック」（本店・寄居町）　「聴聞」
の前に廃棄物処分業の「廃止届」　※写真

行政

2017/1/27 埼北よみうり 2 この碑（像）なんのひ㉑ 【ふるさと文学碑歩道】（寄居町）　宮沢賢治歌碑
佐々紅華歌曲碑　※写真

連載コラム

2017/1/27 埼北よみうり 6 埼北2月ｉｎｆｏ　12日（日）♦寄居町駅伝競走大会　寄居市街地（寄居町） イベント情報

2017/1/28 朝日新聞 27

「彩の国資源循環工場」行政処分せず 県、議会の追及懸念 県の内
部資料 親会社への影響回避？ 当時の部長「発言 記憶ない」　（1/27
朝日新聞の続報）　県環境部内で当時、行政処分を出した場合の議会や報道機関
からの追及を懸念する意見　※写真

行政

2017/1/28 産経新聞 25 不法投棄業者を行政処分せず 県「廃止届」で調査中止　（1/27朝日新
聞と同内容）

行政

2017/1/28 東京新聞 5 時事川柳　（寄居町　ひとり蜂） 投稿

2017/1/28 東京新聞 24

資源循環工場の不法投棄問題 県外産廃搬入「認めたい」 県が寄
居、小川両町に説明 内部で疑問も 課長「処分せず」　「埼玉環境テック」
が処分されず、八潮市の建設会社「豊田建設」が事業を継承　県は寄居、小川の
両町に、豊田建設が県外の産廃を受け入れる見込みと説明　県が処分をしなかっ
た経緯に不可解な点　内部文書に県産業廃棄物指導課長は「設置許可を取り消
すことはしない」と手書きした上で押印　※県内部文書の画像

行政

2017/1/28 東京新聞 24 中日写協埼玉支部 16年後期入賞者決定　▷準特選＝武内直道（寄居町） 文化・芸術

2017/1/29 東京新聞 24

産廃不法投棄問題 事業継承2ヵ月で「過剰保管」 県立ち入りで基準
違反発覚　「埼玉環境テック」の事業を継承した「豊田建設」　事業開始から約2ヵ
月後に「過剰保管」があったとして県から指導を受けていた　同社は今年に入って
「事業上の理由」として操業を休止

行政

2017/1/29 埼玉新聞 5
県高校新人大会 ラグビー　28日　第3日・熊谷ラグビー場　▷準決勝　深谷28-
21正智深谷　【正智深谷】FW橋本　TB冨田　HB武井　※橋本吾郎、冨田陽登、武
井治生（いずれも正智深谷高2年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2017/1/30 東京新聞 18 情報ファイル 展覧会　♦第三回寄居町美術家協会展　2月10日～12日、寄居
町中央公民館

イベント情報

2017/1/30 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　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2017/1/31 毎日新聞

空き家バンク設立し運営 県北7市町と宅建・不動産協会が協定 物件
情報を3月から公開　熊谷・深谷・本庄各市と美里・神川・上里・寄居各町は30
日、県北部地域で増え続けている空き家の利活用等に関する協定を、県宅地建物
取引業協会の埼玉北・本庄両支部、全日本不動産協会県本部の大宮・川越両支
部と結んだ　7市町が連携して運営する「空き家バンク」を設立し、空き家所有者か
らの物件情報を利用したい人に紹介　県北部地域地方創生推進協議会　※写真

行政

2017/1/31 産経新聞 23
高齢者事故 防止へ「細やかな対応を」 県対策検討会議 6月に中間
報告　高齢運転者交通事故防止対策検討会議の初会合　30日　寄居など3町で
タクシーの初乗り運賃が助成される等、自主返納を進める動きが報告される　※写
真

行政

2017/1/31 東京新聞 20
「空き家バンク」 熊谷で3月開設向け協定書 県北7市町を網羅 定住
促進目指し　（同日の毎日新聞と同内容）　※写真

行政

2017/1/31 埼玉新聞 1 空き家バンク設立 熊谷など3市4町、共同で　（同日の毎日新聞と同内容）
※写真

行政

2017/1/31 埼玉新聞 4

「経営トップ判断が重要」 日本公庫埼玉懇話会 新年賀詞交換会に
250人　日本政策金融公庫さいたま支店中小企業事業の取引先でつくる埼玉懇
話会は30日、さいたま市大宮区で新年賀詞交換会　柴崎猛代表幹事（シバサキ製
作所）がいあさつ　※写真

経済・産業

2017/1/31 埼玉新聞 12 小中生にも「読書通鳥」 町立図書館 50冊ごとに表彰（寄居）　寄居町立
図書館が小中学生を対象に読書達成50冊ごとに表彰する制度を開始　※写真

行政

2017/2/1 朝日新聞 25
寄居の県施設「不法投棄」 知事「処分に値せず」　寄居町にある県の再
資源化施設で2015年、県が行政処分を出さなかった問題で、上田清司知事は31日
の定例記者会見で、県の判断に問題はなかったとの見解を示す

行政

2017/2/1 日本経済新聞 35 県北の空き家、共同で紹介 熊谷など7市町 サイト立ち上げ　（1/31毎日
新聞と同内容）

行政

2017/2/1 東京新聞 20
知事、不法投棄「ひどくない」 資源循環工場業者の処分「取り消しに
値せず」　（同日の朝日新聞と同内容）

行政

2017/2/1 埼玉新聞 15 つれづれ　趣味の絵画　大野順一（寄居町、70歳） 投稿

2017/2/2 朝日新聞 25
「不法投棄」県説明 情報なしに不満も 地元の寄居町議会で　「彩の国
資源循環工場」での問題で寄居町議会は1日、全員協議会を開く　県の担当者らが
経緯を説明　町議からは不満の声

町議会

2017/2/2 読売新聞 28
高齢者叙勲　（1日）　▷瑞宝双光章　福島誠氏（元県立熊谷養護学校長）寄居町
用土　（同日の埼玉新聞にも記事掲載）

叙位叙勲

2017/2/3 読売新聞 25 Fridayさいたま カルチャー ギャラリー　♦寄居町美術家協会展　10日～12
日　寄居町中央公民館

イベント情報

2017/2/3 毎日新聞 24 インフォメーション ギャラリー　●第3回寄居町美術家協会展　10～12日　寄
居町中央公民館

イベント情報

2017/2/3 埼玉新聞 7 正捕手の座狙う原口 右肩に不安なし　正捕手の座を狙う阪神・原口（寄居
町出身）がシートノックで二塁への安定した送球　※写真、キャンプ情報

スポーツ（プロ野球）
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2017/2/4 読売新聞 32 叙位叙勲　（3日）　従五位　大野春次氏（元寄居町立折原小学校長）深谷市武蔵
野＝1月6日死去　（同日の埼玉新聞にも記事掲載）

叙位叙勲

2017/2/4 東京新聞 18

「産廃 裏に捨てろ」「間違えたと言え」 業者関係者が証言 産廃不法
投棄業者不処分問題 県の調査・決定経緯に不審点　テック社幹部が産
廃の過剰保管を隠すため、従業員に「建物の裏に廃棄物をまけ」などと指示　豊田
建設の関係者が証言

行政

2017/2/4 埼玉新聞 9
県高校新人大会 卓球　（3日、第1日・上尾運動公園体育館）　【男子】▷シング
ルス準々決勝　内田（埼玉栄）3-1池田（春日部）　▷準決勝　大谷（埼玉栄）3-0内田
※内田拓光（埼玉栄高2年、桜沢小出身）

スポーツ（高校）

2017/2/4 埼玉新聞 11
まちひとであい 展示　♦第3回寄居町美術家協会展（寄居）　10-12日　中央公
民館 イベント情報

2017/2/4 スポーツニッポン 4
´17巨人 全陣容　内野手育成　018(背番)　田島洸成㉑　右右(投打)　175(身長)
80(体重)　2(年数)　帝京(出身校) スポーツ（プロ野球）

2017/2/5 埼玉新聞 11
タグラグビーにトライ 正智深谷高生、埼工大生が指導 寄居・男衾小
で教室　正智深谷高と埼玉工業大学のラグビー部員4人が男衾小を訪れ、4、5年
生を対象にタグラグビー教室　※写真

地域

2017/2/5 埼玉新聞 11
彩発見歴史散歩㉚ 萬年山少林寺（寄居） 静寂包む癒しの寺　閑野文

隆副住職（33）　※写真　お土産いかが 十二支守り本尊の「卯」 起き上が
りこぼし　※写真

連載コラム

2017/2/5 埼玉新聞 16 県高校新人大会 ラグビー　4日　最終日・熊谷ラグビー場　▷決勝　深谷47-7
川越東　▷交代【川】高田　※高田大樹（川越東高2年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2017/2/6 東京新聞 18

産廃不法投棄 業者不処分問題 廃業、県から言われた これまでの県
の説明と矛盾 元従業員が証言　テック社社長の夫が、同社親会社の従業員
に「許可を返上しなさいと言われた」「温情で県が許してくれた」などと話していた
※写真

行政

2017/2/6 東京新聞 18
男衾中3年90人が卒業記念に桜植樹 寄居の自然公園で　男衾中学校
の三年生九十人が、卒業記念に町内にある男衾自然公園で桜の植樹　植えたの
は、公園の管理組合が調達した「アーコレード」とソメイヨシノの苗木　※写真

教育

2017/2/6 東京新聞 18 情報ファイル 展覧会　♦春季企画展「荒川水系の生きもの・サイエンスアート
展」　18日～5月7日、県立川の博物館　※画像

イベント情報

2017/2/6 埼玉新聞 7 埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤紀子 投稿

2017/2/7 朝日新聞 19
「彩の国資源循環工場」問題 事業継承会社が倒産　東京商工リサーチ
埼玉支店が6日発表　豊田建設（本店・八潮市）　負債総額約32億円　埼玉環境
テック（本店・寄居町）から工場のプラントを継承

経済・産業

2017/2/7 読売新聞 30
県北5農協合併 協議会発足　県北地域の5農協による「大里郡市広域JA合
併協議会」の設立総会が6日、熊谷市で開かれる　2019年4月の合併を目標に協議
JAくまがや、JAふかや、JA埼玉岡部、JA榛沢、JA花園

経済・産業

2017/2/7 毎日新聞 23 豊田建設が事実上倒産 廃棄物処理や土木 負債32億円　（同日の朝日
新聞と同内容）

経済・産業

2017/2/7 東京新聞 20 産廃不法投棄 業者不処分問題 「豊田建設」が倒産　（同日の朝日新聞
と同内容）

経済・産業

2017/2/7 埼玉新聞 1
大里郡市 5ＪＡ 19年合併へ 協議会設立 県内最大規模に　（同日の読
売新聞と同内容）　5JAがエリアとする熊谷市、深谷市、寄居町の15年の農業産出
額は456億円で、県全体の25％近くを占める

経済・産業

2017/2/7 埼玉新聞 8
県4種サッカー 新人戦地区予選　第11回県第4種サッカー新人戦の北部地
区予選　小原総合運動公園など　「1次トーナメント」【A3組】▷1回戦　寄居FC3-
2ALAD’ORO（熊谷）　▷決勝　熊谷東0-0（PK2-1）寄居FC

スポーツ（小学）

2017/2/7 埼玉新聞 12 フェイスブックで写真コンテスト 15日まで作品募集（寄居）　町の魅力の
再発見と新たな観光資源発掘　寄居町が「Feceｂｏｏｋフォトコンテスト」を初開催

行政

2017/2/8 朝日新聞 24
埼玉マリオン ●アート　♦寄居町美術家協会展　10日～12日　寄居町中央公
民館 イベント情報

2017/2/8 朝日新聞 25

県の内部文書認める 「不法投棄」 知事「職員の備忘録」　「彩の国資源
循環工場」での「不法投棄」で県が行政処分を出さなかった問題　県環境部内の議
論の過程を記したとされる文書が残されていることが7日わかる　上田知事は記者
会見で「備忘録であり、組織としての文書ではない」と説明　改めて県の対応は適
切だったとの認識示す

行政

2017/2/8 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

5
書道 埼玉県書きぞめ中央展覧会　【1月25日、加須市】平成29年（第69回）
埼玉県書きぞめ中央展覧会の審査会　【埼玉県教育委員会教育長賞】小林由茉
（寄居男衾中1）

文化・芸術

2017/2/8 読売新聞 28
県駅伝　5日に行われた「第84回埼玉県駅伝競走大会」　各部門上位チームの記
録　【高校男子の部】⑤聖望学園　4区　⑥大久保直也　※大久保直也（聖望学園
高3年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2017/2/8 日本経済新聞 31
寄居町、都市部で移住PR 子育て世代照準、パンフ作成　寄居町は町
内への移住をPRするパンフレット「よりいでよりいい暮らしVOL.1」を作成　イベント
などで活用する　※写真

行政

2017/2/8 埼玉新聞 5 キラッとカンパニーズ（90） 居酒屋「か～む」（寄居） 料理で町に活力
を　店主の引間崇文さん（40）　※写真

経済・産業

2017/2/8 埼玉新聞 11 まちひとであい 講座　♦創業支援セミナー（寄居）　18日　商工会館 イベント情報

2017/2/8 スポーツニッポン 4 ´17阪神 全陣容　捕手　94(背番)　原口文仁㉕　右右(投打)　182(身長)　88(体
重)　8(年数)　帝京(出身校)

スポーツ（プロ野球）
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2017/2/9 朝日新聞 29

事後処理 県、対応に苦慮 寄居の産廃「不法投棄」 事業継承会社倒
産 責任者と連絡とれず 処分業計画書1カ月で許可 県内部文書「5カ
月程度かかる」　事業継承会社が倒産したことで、県は廃棄物が残されたプラン
トの事後処理に追われる　会社側と連絡取れず、対応に苦慮　豊田建設が産廃処
分業の計画書を出してから1カ月ほどで県が許可　県環境部の内部文書には当初
「許可に5カ月はかかる」と記される

行政

2017/2/9 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

2017/2/10 埼北よみうり 4 学校独自の「花カルタ」 伝統のカルタ大会（寄居町）　桜沢小学校では独
自に作成した「花カルタ」を使ったカルタ大会が行われている　1984年から　※写真

教育

2017/2/10 埼北よみうり 6
エンタメ イベント　開運スタンプラリー＆魅力発信コンテスト　東武東上線沿線
の豊島区、川越市、東松山市、寄居町の開運スポットを巡るスタンプラリー　開催
中～2月28日（火）

イベント情報

2017/2/11 朝日新聞 31

学校給食でブータンの味 寄居の全小中学校で提供　2020東京五輪で
ブータン陸上代表の事前キャンプ地に決まった寄居町で10日、ブータン料理の「パ
クシャパ」が学校の給食に出され児童らが異国の味を体験　町立学校給食セン
ターが企画　※写真

教育

2017/2/11 読売新聞 28 ブータン料理 給食に 寄居 東京五輪へ文化学習　（同日の朝日新聞と同
内容）　※写真

教育

2017/2/11 産経新聞 27 空き家バンク 県北7市町で運営開始 年度内にサイト立ち上げ　（1/31
毎日新聞と同内容）　※写真

行政

2017/2/11 埼玉新聞 2 1月1日現在の県内市町村別推計人口（県統計課調べ）　寄居町　世帯
数12,966　人口総数33,626　男16,683　女16,943

統計

2017/2/11 埼玉新聞 9 まちひとであい 催し　♦就農支援セミナー（寄居）　26日　町役場402会議室 イベント情報

2017/2/12 埼玉新聞 6 原口 紅白戦で奮闘 正捕手へ確かな手応え　原口（寄居町出身）が11日
の紅白戦で攻守に奮闘　※写真

スポーツ（プロ野球）

2017/2/12 埼玉新聞 9 埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤紀子 投稿

2017/2/12 埼玉新聞 15 ブータン料理給食に 寄居の小中学校 東京五輪の合宿が縁　（2/11朝
日新聞と同内容）　※写真

教育

2017/2/13
読売新聞
（夕刊）

5
柔道GSパリ 日本勢7階級制覇　柔道のグランドスラム（GS）パリ大会最終日
12日、日本勢は4階級を制覇　女子70㌔級は新井千鶴（三井住友海上）が優勝 スポーツ（柔道）

2017/2/13
毎日新聞
（夕刊）

7
柔道グランドスラム　（同日の読売新聞(夕刊)と同内容）

スポーツ（柔道）

2017/2/13
日本経済新聞
（夕刊）

17
柔道グランドスラム　（同日の読売新聞(夕刊)と同内容）

スポーツ（柔道）

2017/2/14 朝日新聞 22 スポーツ短信 ■飯田ら優勝　（2/13読売新聞(夕刊)と同内容） スポーツ（柔道）

2017/2/14 読売新聞 24

柔道新ルール手探り GSパリ大会 一本決着やや増加■「日本に有
利」の声も　「有効」や「合わせ技一本」の廃止など国際柔道連盟の新ルールで
行われた　男女14階級中、日本勢は7階級を制し、昨年を上回る成績　表-GSパ
リ・日本勢の優勝者　女子70㌔級　新井千鶴（三井住友海上）　23(年齢)

スポーツ（柔道）

2017/2/14 日本経済新聞 41 日本柔道、7階級制覇 グランドスラム大会　（2/13読売新聞(夕刊)と同内
容）

スポーツ（柔道）

2017/2/14 産経新聞 21 柔道GSパリ　（2/13読売新聞(夕刊)と同内容） スポーツ（柔道）
2017/2/14 東京新聞 23 パリ大会 日本勢7階級制覇 柔道　（2/13読売新聞(夕刊)と同内容） スポーツ（柔道）

2017/2/14 埼玉新聞 8
ひげの文化熱く 大橋理容室初のゼミ 印象や役割解説（寄居）　ひげの
文化や意義などを紹介する「ヒゲ・ゼミ」が10日、寄居町寄居の「大橋理容室」で開
かれた　「ふるさと寄居商店会」主催の「まちゼミ」の一環　※写真

地域

2017/2/14 埼玉新聞 13
女子70㌔級 新井（寄居町出身）に栄冠 柔道ＧＳパリ大会 東京五輪
へ再出発　女子70㌔級の新井は決勝を一本勝ちで締めくった　東京五輪に向け
力強く再出発の一歩を踏み出す

スポーツ（柔道）

2017/2/14 スポーツニッポン 11･15 スポニチ保存版選手名鑑 阪神タイガース　94　原口文仁　※写真　♦セ・
リーグ育成選手一覧♦≪巨人≫内018　田島洸成

スポーツ（プロ野球）

2017/2/15 読売新聞 24

キャンプリポート2017②阪神 若虎3人貧打変革　育成から支配下登録さ
れて11本塁打をマークした24歳の原口は、捕手の練習メニューを終えた後、マシン
打撃などでスイングに磨きをかける　表-阪神の主な若手野手の昨季成績　原口
24(年齢)107(試合) .299(打率) 11(本塁打) 46(打点)　※写真

スポーツ（プロ野球）

2017/2/16 産経新聞

中南米諸国大使らが埼玉県内施設視察　五輪事前キャンプ地として
「関心」　2020年東京オリンピック・パラリンピックの事前キャンプ誘致に向け県は
15日、中南米5カ国の大使らによる施設視察を行った　県内では寄居町がブータン
の陸上競技、さいたま市がオランダの空手の事前キャンプ地に決定

行政

2017/2/16 埼玉新聞 4
豊田建設が倒産 自己破産申請の準備に入ったことが15日分かった　帝国デー
タバンク大宮支店によると負債額約50億円 経済・産業

2017/2/17 埼玉新聞 8

あすラグビー関東高校都県対抗 埼玉は東京と対戦　ラグビーの第17回
関東高校都県対抗戦　18日、国士舘大学多摩キャンパスグラウンド　主将は正智
深谷の橋本吾郎　【埼玉選抜メンバー】FW橋本吾郎　HB武井治生　※橋本吾郎、
武井治生（いずれも正智深谷高2年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2017/2/18 朝日新聞 31

全協出席の県側「処分に値せず」 「不法投棄」で寄居町議会　県が、
「彩の国資源循環工場」での産廃不法投棄に行政処分を出さなかった問題　寄居
町議会は17日、全員協議会で県側から話を聞く　県は「違法ではあるが、許可取り
消しになるほどではなかった」と説明　町議から「町と県の情報共有ができていな
い」などと批判

町議会
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2017/2/18 埼玉新聞 9

山地酪農 山を変える 寄居 岩手の中洞さん講演　中山間地域活性化の
方策の一つとして注目される、山で牛を放牧する「山地（やまち）酪農」への理解を
深めてもらおうと、岩手県岩泉町の酪農家・中洞正さんの講演会が寄居町で開か
れた　主催は県農業ビジネス支援課　75人が参加　※写真

経済・産業

2017/2/18 埼玉新聞 9
寄居町で撮影の「花の兄」を鑑賞 深谷　「くまがや共同参画を進める会」の
メンバーら39人が、深谷シネマで全編を寄居町で撮影した映画「花の兄」を鑑賞
※写真

地域

2017/2/18 埼玉新聞 17 つれづれ　鉢形・長瀞・秩父　有沢二郎（高知県土佐清水市、68歳） 投稿
2017/2/19 朝日新聞 38 住宅が全焼し2人遺体発見 埼玉・寄居　（同日の読売新聞と同内容） 事件・事故

2017/2/19 読売新聞 33 住宅全焼2人の遺体 寄居　18日午後5時35分頃、寄居町寄居、職業不詳男性
（75）方から出火、木造2階住宅を全焼　焼け跡から2人の遺体発見

事件・事故

2017/2/19 毎日新聞 28 木造民家が全焼 2遺体見つかる 寄居　（同日の読売新聞と同内容） 事件・事故

2017/2/19 産経新聞 28

県北初の緩和ケア病床整備 熊谷の県立病院、新館棟完成 きょう竣
工式 感染症病床も21床新設　県立循環器・呼吸器病センターの新館棟が完
成、19日に竣工式　緩和ケア病床を整備　感染症病床を県内最大の21床新設　医
療圏は熊谷、本庄、深谷、美里、神川、上里、寄居の7市町　※写真

福祉・医療

2017/2/19 産経新聞 28 寄居で住宅が全焼 焼け跡から2遺体　（同日の読売新聞と同内容） 事件・事故
2017/2/19 東京新聞 29 全焼、2人死亡 寄居の住宅　（同日の読売新聞と同内容） 事件・事故

2017/2/19 埼玉新聞 7
埼玉 初優勝逃す ラグビー関東都県対抗　18日　▷A組　東京31-17埼玉
【埼玉】FW橋本　HB武井　※橋本吾郎、武井治生（いずれも正智深谷高2年、寄居
中出身）

スポーツ（高校）

2017/2/19 埼玉新聞 15 住宅火災 2人死亡 寄居　（同日の読売新聞と同内容） 事件・事故

2017/2/20 読売新聞 33 寄居火災 不明の妻 足が不自由 弟も視力弱く逃げ遅れたか　（2/19同
紙記事の続報）　※写真

事件・事故

2017/2/20 埼玉新聞 13 埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2017/2/21 朝日新聞 27
寄居・彩の国資源循環工場 県、継承会社との契約解除　工場に関して
豊田建設と結んだ契約の解除条件「手形取引の停止処分」に該当したため、17日
付けで解除　今後、原状回復の話し合い

行政

2017/2/21 読売新聞 27 世界へ 新コース 東京マラソン26日号砲　リオデジャネイロ五輪男子1万㍍
代表の設楽悠太（ホンダ）ら初マラソン組も飛躍をめざしてチャレンジ　※写真

スポーツ（陸上）

2017/2/21 埼玉新聞 8 リトルシニア　〈春季関東大会代表決定戦〉　19日、旧騎西高校など　▷1回戦　深
谷彩北10-3所沢南

スポーツ（中学）

2017/2/21 埼玉新聞 11 クリック 身近な存在　先月、寄居町の文化講座で2016年の主要ニュースを
テーマに話をする機会　※丹羽良平記者

コラム

2017/2/21 埼玉新聞 12
駅伝競走大会 700人健脚競う（寄居）　寄居町駅伝競走大会　12日　町内
外から145チーム、約700人が参加　今年で62回目　各部門の優勝チーム　▷小学
女子　寄居スパークルスポーツ少年団　※写真

地域

2017/2/22 朝日新聞 29 寄居の火災、遺体は妻と弟　18日夕の火災で、寄居署は21日、見つかった遺
体はいずれも男性（75）の妻（77）と弟（64）と分かったと明らかにした

事件・事故

2017/2/23 読売新聞 27
TOKYOMARATHON2017 世界へ挑む[中] 東京五輪へ「攻めの走り」
設楽悠太 25（ホンダ）　2時間8分12秒の初マラソン日本記録更新を狙い、信条
とする「攻めの走り」を貫く　※写真

スポーツ（陸上）

2017/2/23 毎日新聞 26 俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2017/2/23 埼玉新聞 9
キャンプリポート⑨ まだ見えない陣容 阪神原口一塁でも出場　昨季11
本塁打と飛躍した捕手の原口（寄居町出身）は練習試合に一塁でも出場　※写真 スポーツ

2017/2/24 読売新聞 34
埼玉書道三十人展 28日から　書道界の第一線で活躍する県内書家30人の
作品を集めた「第42回埼玉書道三十人展」　28日から3月5日　県立近代美術館
「蘇軾詩」♢加藤東陽　日展会友、東京学芸大名誉教授。寄居町　※作品画像

文化・芸術

2017/2/24 埼北よみうり 5 学校給食でブータン料理「パクシャパ」（寄居町）　（2/11朝日新聞と同内
容）　※写真

教育

2017/2/24 埼北よみうり 8

ハーレーダビットソン埼玉花園 3月11日（土） オープニングイベント開
催（深谷市）　深谷市小前田のハーレー・ダビットソン正規販売店・市川商会がリ
ニューアルし、3月11日（土）からハーレー・ダビットソン埼玉花園として営業を開始
する　同店は1928年、自転車販売店として寄居町で創業、73年から現在地で営業
※写真

経済・産業

2017/2/24 毎日新聞 26 第42回埼玉書道三十人展 出品者と作品紹介 ㊥　♢加藤東陽　寄居町
※写真、作品画像

文化・芸術

2017/2/25 東京新聞 8
TOKYO MARATHON 2017 3万6000の挑戦 あす号砲 市田孝、設楽
悠ら初レース　男子の主な選手　155(No)　設楽悠太（25）　ホンダ　27:42:71（自
己記録、10000㍍資格記録）

スポーツ（陸上）

2017/2/25 東京新聞 24
東京五輪、事前キャンプ誘致合戦に熱 東京五輪 中南米５カ国大使ら
視察 県と14市町PR　（2/16産経新聞と同内容）

行政

2017/2/26 毎日新聞 28
生きものの魅力伝える 県立川の博物館で企画展 寄居　リアルな絵や
立体作品で生きものの魅力を伝える「荒川水系の生きもの・サイエンスアート展」
約100点を展示　※写真

文化・芸術

2017/2/26 産経新聞 20 TOKYO MARATHON 2017　期待の若手選手たち続々　初マラソンに挑
戦するのはリオ五輪1万㍍代表の設楽悠太（25）＝ホンダと、市田孝（24）＝旭化成

スポーツ（陸上）

2017/2/26 埼玉新聞 4 第42回埼玉書道三十人展　書・三十人　加藤東陽　千紫会理事長（寄居
町）　※写真、作品画像

文化・芸術
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2017/2/27 朝日新聞 21 スポーツ短信 ■新井が優勝　（同日の東京新聞と同内容） スポーツ（柔道）
2017/2/27 朝日新聞 18 陸上 東京マラソン 設楽悠 前向き9分台　（同日の東京新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2017/2/27 読売新聞 29
終盤快走 井上8位 設楽振り切り日本人首位　（同日の東京新聞と同内
容）

スポーツ（陸上）

2017/2/27 読売新聞 26 新井 女子70㌔級Ｖ 柔道GP　（同日の東京新聞と同内容） スポーツ（柔道）

2017/2/27 毎日新聞 23 新星･24歳井上8位 東京マラソン　設楽悠太（終盤まで日本勢トップ）　※設
楽悠太選手コメント　（同日の東京新聞と同内容）

スポーツ（陸上）

2017/2/27 毎日新聞 23 新井 一本勝ちＶ 女子70㌔級 柔道グランプリ大会　（同日の東京新聞と
同内容）

スポーツ（柔道）

2017/2/27 日本経済新聞 37 初マラソン設楽が健闘 一時日本記録上回る　（同日の東京新聞と同内
容）

スポーツ（陸上）
2017/2/27 日本経済新聞 37 女子70㌔級 新井が優勝 柔道GP　（同日の東京新聞と同内容） スポーツ（柔道）

2017/2/27 産経新聞 17
TOKYO MARATHON 2017　初マラソン設楽「また一から」　（同日の東
京新聞と同内容）　※写真　‣男子フルマラソン11位以下　11　設楽悠太　ホンダ
2：09：27　26　小山司　スバル　2：13：58

スポーツ（陸上）

2017/2/27 産経新聞 19 女子70㌔級で新井が連続Ｖ 柔道ドイツGP　（同日の東京新聞と同内容） スポーツ（柔道）

2017/2/27 東京新聞 20

新井 70㌔級 国際大会連続優勝 柔道グランプリ大会 23歳ホープ悔し
さバネに　グランプリ大会第2日、ドイツ・デュッセルドルフ　女子70㌔級は新井千
鶴（三井住友海上）が決勝でフランス選手に一本勝ちし、12日のグランドスラム・パ
リ大会に続いて優勝　※写真

スポーツ（柔道）

2017/2/27 東京新聞 21

TOKYO MARATHON 2017　設楽11位「攻めの走りできた」 30㌔まで
日本記録　可能性を感じる初マラソン　30㌔すぎまで日本記録を超えるハイペー
ス　ゴールは日本人3番手　▷男子成績　⑪設楽悠太（ホンダ）　2時間9分27秒　※
写真

スポーツ（陸上）

2017/2/27 埼玉新聞 7 新年度予算案　♦寄居町　一般会計は前年度比7.9％減の106億6343万円 行政
2017/2/27 埼玉新聞 9 埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)石澤無涯 投稿

2017/2/27 埼玉新聞 15 初マラソンの設楽悠が11位 東京マラソン 「攻めの走りできた」　（同日
の東京新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2017/2/27 スポーツニッポン 9 東京マラソン 終盤に失速も 設楽収穫11位　（同日の東京新聞と同内容） スポーツ（陸上）
2017/2/27 スポーツニッポン 9 女子70㌔級 新井が優勝　（同日の東京新聞と同内容） スポーツ（柔道）

2017/2/27
The Japan
Times

11

Arai captures title at German judo tourney　JUDO Dusseldorf  Germany
Chizuru Arai captured the women’s 70-kg title at the Dusseldorf Grand Prix in
Germany on Saturday.
The 23-year-old Arai defeated Frenchwoman Marie Eve Gahie by ippon in the
final and was the only Japanese winner among the four men's and women's weight
classes contested on the secondof the meet.　※写真

スポーツ（柔道）

2017/2/28 毎日新聞 31

半世紀たっても「北一輝」に心酔 「2・26事件」将校から手紙 元本紙記
者が保管　1936年に起きた「2・26事件」に参加した将校からの手紙を、元毎日新
聞浦和支局長の石綿清一さん（94）が保管　手紙の差出人は寄居町に住み、2006
年に96歳で亡くなった麦屋清済（むぎや・きよずみ）さん

社会

2017/2/28 埼玉新聞 9 ♦郷土力士新番付♦　【三段目】湊竜（寄居・湊） スポーツ（大相撲）

2017/2/28 埼玉新聞 15
「桜の成長が楽しみ」 新たに81本苗木植樹（寄居）　「一年中桜に出会え
る町よりい実行委員会」が18、19日、牟礼の内田忠次さん（68）の所有地などに81
本の桜を植樹　※写真

地域

2017/2/28
毎日新聞
（夕刊）

7

果敢に設楽 世界肉薄 初挑戦の東京マラソン　東京マラソン（26日）で、設
楽悠太（25）＝Ｈｏｎｄａ＝が初マラソンで2時間9分27秒でサブテン（2時間10分切り）
を果たし、11位ながら日本勢3番手に食い込む　埼玉県寄居町出身　スピードラン
ナーが相次いで距離の壁にはね返され、若手の台頭もなかった近年の日本男子
マラソン　その両方を満たす男が現れた　※写真

スポーツ（陸上）

2017/3/1 読売新聞 33

地籍調査難航 まだ3割 大災害時復旧の妨げ懸念 都市部多く権利複
雑　市街地などで土地の境界や面積などを画定させる「地籍調査」が県内で進ん
でいない　未着手や休止中の自治体40市町　県は実施を促している　♦県内の地
籍調査実施状況（2016年4月、県の調査）　▽未着手　寄居　（23市町）

行政

2017/3/2 朝日新聞 29
県議会で知事「期待を裏切る」 資源循環工場問題　不法投棄を指摘しな
がら行政処分を出さなかった問題　上田清司知事は1日、県議会で秋山文和議員
（共産）の一般質問に答える

県議会

2017/3/2 毎日新聞 26 短歌　水野昌雄選　寄居・福田秋子　俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2017/3/2 東京新聞 20 秩父点描 荒川の渓流釣り解禁　秩父地域の荒川水系で1日、ヤマメやイワ
ナの渓流釣りが解禁　玉淀湖（寄居町）より上流　※写真

観光

2017/3/2 埼玉新聞 11
ブータン選手と交流 寄居町新年度予算案 東京五輪へ機運醸成　寄
居町は、ブータン王国との交流事業費として17年度一般会計当初予算に871万円
を計上

行政

2017/3/2 スポーツニッポン 2
阪神 原口結婚　阪神・原口文仁捕手（24）が1日、一般女性と結婚したことを発
表　お相手は埼玉県出身の保育士　4月から兵庫県内で新婚生活をスタート　※写
真

スポーツ（プロ野球）

2017/3/3 読売新聞 31
長瀞観光にどうぞ 超小型電気自動車貸し出し　長瀞町で今月から超小型
電気自動車のレンタカー事業「モビトロ」が本格的に始まる　長瀞町観光協会　走
行は町内と秩父市、皆野町、寄居町、東秩父村　※写真

観光

2017/3/3 埼玉新聞 19 原口 今季は一塁に　阪神の矢野コーチは2日、原口（寄居町出身）について今
季は主に一塁手として起用したい考えを示す　※写真

スポーツ（プロ野球）

2017/3/3 スポーツニッポン 2 打撃生かし原口一塁専念　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（プロ野球）
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2017/3/4 読売新聞 32 叙位叙勲　（3日）▷正六位　太田清氏（元寄居町立城南中学校長）寄居町立原＝
2月5日死去　（同日の埼玉新聞にも掲載）

叙位叙勲

2017/3/4 スポーツニッポン 6
2020東京五輪 あと1238日 新井も手応え　女子70㌔級で国際大会2連勝の
新井千鶴（三井住友海上）は手応えを得ての帰国　世界選手権代表の最有力と
なっているが油断はない

スポーツ（柔道）

2017/3/5 読売新聞 32
「幸せの国」ブータン紹介 11日講演会 五輪キャンプ地寄居で　寄居町
で11日、記念講演会「ブータン王国　幸せの秘訣」　講師は写真家の関健作さん
中央公民館で午後2時から　関さんが撮影したブータンの写真約20点も展示

地域

2017/3/6 朝日新聞 16 井上当確 川内も 世界選手権　■世界選手権男子マラソン日本代表の主な
候補　東京　2017年2月26日　⑪設楽悠太（ホンダ）　2時間9分27秒

スポーツ（陸上）

2017/3/6 毎日新聞 21 世界選手権男子代表選考会の成績　（同日の朝日新聞と同内容）　※びわ
湖毎日マラソンの記事中の表

スポーツ（陸上）

2017/3/6 毎日新聞 28 災害時相互応援 姉妹都市と協定 寄居町と2市　寄居町は1日、八王子
市、小田原市と「災害時相互応援に関する協定」を結んだ

行政

2017/3/6 埼玉新聞 11 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

2017/3/6 埼玉新聞 14
税の絵はがきコンクール　熊谷税務署管内の小学6年生を対象にした「第2回
税に関する絵はがきコンクール」　▷寄居町町長賞＝柴崎咲音　▷同教育長賞＝保
泉響輝

教育

2017/3/6 スポーツニッポン 9 ♢世界選手権男子マラソン代表選考会成績♢　（同日の朝日新聞と同内
容）　※びわ湖毎日マラソンの記事中の表

スポーツ（陸上）

2017/3/7 朝日新聞 27 埼玉マリオン ●アート　♦春期企画展「荒川水系の生きもの・サイエンスアート
展」　5月7日まで　寄居町の県立川の博物館

イベント情報

2017/3/7 埼玉新聞 12
写真家が魅力紹介 「ブータン王国 幸せの秘訣」 11日に五輪合宿地
決定で講演会（寄居）　（3/5読売新聞と同内容）

地域

2017/3/9 毎日新聞 26 短歌　水野昌雄選　寄居・町田節子 投稿

2017/3/9 日本経済新聞 35 超小型ＥＶで周遊して 長瀞町観光協、レンタル開始　（3/3読売新聞と同
内容）　※写真

観光

2017/3/10 読売新聞 32 よみうり文芸 川柳　西潟賢一郎選　【秀逸】寄居町　町田節子 投稿
2017/3/10 埼北よみうり 1 桜ｉｎｆｏ　鉢形城の桜・エドヒガン（寄居町）　※写真 観光

2017/3/10 埼北よみうり 3 なわとび 記録更新目指す（寄居町）　「第10回寄居町こどもギネス大会」が2
月25日、寄居町立総合体育館・アタゴ記念館で行われた　※写真

教育

2017/3/10 東京新聞 24 写真家の関さん語るブータン 教員として赴任 あす寄居で体験談
（3/5読売新聞と同内容）　※ポスター画像、講師写真

地域

2017/3/10 埼玉新聞 10・11
小学生がつくる環境新聞 ジュニア・エコタイムス 入選作品発表　エコ
計画賞　寄居町立用土小学校　清水心大（5年）　※写真、作品画像、コメント、作
品評

教育

2017/3/11 埼玉新聞 11
元気です 頑張る姿を写真に　2月に開催された寄居町主催の「Facebookフォ
トコンテスト」で1位に輝いた佐藤恵一さん（44）　少年サッカーで指導　子どもたちの
姿を写真に収める　※写真

連載コラム

2017/3/12 朝日新聞 29

県内自治体の備蓄 1人1食に満たず 県「家庭での備えを」　県内各自治
体が保管する備蓄物資　食料は人口対して1人1食分に満たない　2015年の備蓄
実績と同年の人口を比較　表-■2015年時点の県内自治体の主食備蓄状況　寄
居町　34081人（人口）　23940食（主食の備蓄）

行政

2017/3/12 埼玉新聞 11
ジュニア・エコタイムス表彰式　「小学生がつくる環境新聞 ジュニア・エコタイ
ムス」の表彰式が11日、さいたま市のエコ計画浦和ビルで行われた　▷エコ計画賞
＝清水心太（寄居町立用土小5年）　※写真

教育

2017/3/13 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【三段目】湊竜（寄居） ●0-1　※春場所初日 スポーツ（大相撲）

2017/3/13 埼玉新聞 9 県体育賞表彰者 優秀選手賞　【全国大会3位入賞者】陸上　設楽悠太（本田
技研工業）

スポーツ（その他）

2017/3/13 埼玉新聞 11 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

2017/3/13 埼玉新聞 14 姉妹都市3市町 災害時協定締結 北条氏ゆかり寄居など　（3/6毎日新
聞と同内容）

行政

2017/3/14 東京新聞 21

東京マラソン なぜ海外有力選手招く？ 「世界新」期待で高速化 「世
界基準体感」日本勢にも恩恵　今大会は初マラソンの設楽悠太（ホンダ）がハ
イペースの海外勢を果敢に追い掛け30㌔まで日本記録ペースで刻んだ　期待が膨
らむ走りだった

スポーツ（陸上）

2017/3/14 埼玉新聞 9 リトルシニア　〈春季関東大会代表決定戦〉　12日、大宮リトルシニアグラウンド
など　「敗者復活トーナメント」▷3回戦　新座9-5深谷彩北（六回コールド）

スポーツ（中学）

2017/3/14 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【三段目】湊竜（寄居） や0-1　※春場所2日目 スポーツ（大相撲）

2017/3/14 埼玉新聞 15

ひょうたん加工品折原小の卒業生に 学校応援団保泉さん（寄居）　折
原小学校で1日、学校応援団でスクールガードリーダーの保泉竑さん（70）が卒業
する15人の6年生一人一人の表情をかたどったヒョウタンの加工品をプレゼント
※写真

地域

2017/3/15 読売新聞 34 記録ファイル 柔道　第26回県紅白試合（2月26日・県立武道館）　≪強化指定
選手≫♢小学生女子▷3年　井田実来（深谷柔道SEIWA会）

スポーツ（小学）

2017/3/15 埼玉新聞 8
ボールに親しみ練習 浦和ハートフルクラブ 寄居でサッカー教室　浦和
レッズハートフルクラブのコーチによる少年少女サッカー教室が寄居町運動公園で
開かれた　※写真

地域

2017/3/15 埼玉新聞 15 郷土力士星取表　【三段目】湊竜（寄居） ●0-2　※春場所3日目 スポーツ（大相撲）
2017/3/16 毎日新聞 26 俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿
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2017/3/16 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】湊竜（寄居） や0-2　※春場所4日目 スポーツ（大相撲）
2017/3/17 読売新聞 31 よみうり文芸 短歌　花山多佳子選　【入選】寄居町　田中広美 投稿

2017/3/17 埼玉新聞 2 2月1日現在の県内市町村別推計人口（県統計課調べ）　寄居町　世帯
数12,973　人口総数33,601　男16,663　女16,938

統計

2017/3/17 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】湊竜（寄居） や0-2　※春場所5日目 スポーツ（大相撲）

2017/3/18 埼玉新聞 12 原口1号3ラン　プロ野球オープン戦　阪神8-4中日　原口の1号3ランなどで終盤
に猛攻

スポーツ（プロ野球）

2017/3/18 埼玉新聞 12 郷土力士星取表　【三段目】湊竜（寄居） ●0-3　※春場所6日目 スポーツ（大相撲）

2017/3/19 読売新聞 33
エドヒガンザクラ ライトアップ開始 寄居で見頃に備え　鉢形城跡のエドヒ
ガンザクラが見頃を迎えるのに備え、夜間ライトアップが18日始まる　※写真 地域

2017/3/19 さいたま報知 3
元気いっぱい小中学生 第35回鴻巣パンジーマラソン　3月4日、鴻巣市
立陸上競技場発着　▷5㌔中学生男子　⑥嶋崎祐斗（男衾）15分55秒　▷5㌔中学生
女子　⑤野地琳々星（寄居町）18分37秒

スポーツ（中学）

2017/3/19 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】★湊竜（寄居） ●0-4　※春場所7日目 スポーツ（大相撲）
2017/3/19 埼玉新聞 13 つれづれ　富山の置き薬屋　大野順一（寄居町、71歳） 投稿

2017/3/20 埼玉新聞 5
キラッとカンパニーズ（108） 社会福祉法人はぐくむ会（寄居・深谷）
「福祉にロマンを」ぶれぬ信念　根岸瑞栄理事長（44）　※写真2

経済・産業

2017/3/20 埼玉新聞 7 第18回くまがや囲碁まつり　＝本因坊戦4回戦＝　白 坂本義明（寄居）　黒 新
井孝大（熊谷）　【第1譜　1～42】

文化・芸術

2017/3/20 埼玉新聞 9 埼玉俳壇　内野修選　(寄居)石澤無涯　(寄居）吉澤紀子 投稿
2017/3/20 埼玉新聞 12 郷土力士星取表　【三段目】★湊竜（寄居） や0-4　※春場所8日目 スポーツ（大相撲）
2017/3/21 埼玉新聞 7 埼玉歌壇　飛髙敬選　(寄居)前川ヤス子 投稿
2017/3/21 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】★湊竜（寄居） ○1-4　※春場所9日目 スポーツ（大相撲）

2017/3/21 埼玉新聞 13
食を通じ人間形成 釣り堀で食育講座（寄居）　風布の「にじます釣り堀セン
ター」で食育に関するイベント　町内の親子ら約30人が参加　埼玉純真短期大学こ
ども学科の加藤房江講師が「子育てにおける食の大切さ」をテーマに講演　※写真

地域

2017/3/21 埼玉新聞 15 第18回くまがや囲碁まつり　＝本因坊戦4回戦＝　白 坂本義明（寄居）　黒 新
井孝大（熊谷）　【第2譜　42～60】

文化・芸術

2017/3/22 埼玉新聞 2 副町長に島村氏 寄居町　寄居町議会は21日、島村克己氏（49）を副町長に選
任する案に同意　4月1日から就任　※写真

行政

2017/3/22 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【三段目】★湊竜（寄居） や1-4　※春場所10日目 スポーツ（大相撲）
2017/3/22 埼玉新聞 12-14 公示地価県内一覧　（ほか朝日、読売、毎日、産経、東京新聞の各紙に掲載） 経済・産業

2017/3/22 埼玉新聞 18 まちひとであい 展示　♦第38回寄居えの会作品展（寄居）　4月7日-9日　中央
公民館

イベント情報

2017/3/22 埼玉新聞 18 第18回くまがや囲碁まつり　＝本因坊戦4回戦＝　白 坂本義明（寄居）　黒 新
井孝大（熊谷）　【第3譜　60～120】　坂本さんが4連勝

文化・芸術

2017/3/22 スポーツニッポン 6 39年ぶり臨む 純国産で開幕 阪神　31日の広島との開幕戦に助っ人野手不
在で臨む　金本監督は4番候補として福留、原口らの名前を挙げた

スポーツ（プロ野球）

2017/3/23 埼玉新聞 9
リトルシニア 深谷彩北が2連勝　〈北部ブロックリーグ〉　19、20日渡良瀬グラ
ウンドなど　深谷彩北4-3熊谷（タイブレーク八回）　深谷彩北12-0前橋（四回コー
ルド）

スポーツ（中学）

2017/3/23 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【三段目】★湊竜（寄居） ●1-5　※春場所11日目 スポーツ（大相撲）

2017/3/24 朝日新聞 29
学童で使途不明金 515万円 前会長が一部流用 寄居 保護者ら近く被
害届　「男衾学童保育の会」で、4年間に計515万円の使途不明金　会計責任者
だった前会長の女性（45）は町の調査に私的流用を認める　※写真

事件・事故

2017/3/24
朝日新聞
別刷り特集

2017.3.31 セ・パ開幕 セ・リーグ 阪神　捕手　94　原口文仁　（ほか3/21読
売、3/24東京、3/29産経、3/30毎日新聞の各紙に同様の選手名鑑掲載） スポーツ（プロ野球）

2017/3/24 埼北よみうり 3 “世界一幸せな国 ブータン” 幸せの秘訣（寄居町）　講演会が11日、寄居
町中央公民館で開催された　講師は写真家の関健作さん　※写真

地域

2017/3/24 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【三段目】★湊竜（寄居） や1-5　※春場所12日目 スポーツ（大相撲）

2017/3/24
埼玉新聞
第2部

8･9
埼玉県特集2017春編 花めぐり 花が知らせる春の訪れ 華やかな季節
の始まり　寄居　【金尾山のツツジ】（寄居）

特集

2017/3/25 産経新聞 25 学童保育 515万円使途不明 寄居町 前会長、一部流用認める　（3/24
朝日新聞と同内容）

事件・事故

2017/3/25 東京新聞 20 寄居の学童保育所 使途不明金515万円 前会長が一部着服　（3/24朝
日新聞と同内容）

事件・事故

2017/3/25 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【三段目】★湊竜（寄居） や1-5　※春場所13日目 スポーツ（大相撲）
2017/3/25 埼玉新聞 19 学童で使途不明金 前会長、流用認める 寄居　（3/24朝日新聞と同内容） 事件・事故

2017/3/26 読売新聞 33 五輪合宿地へ誘致合戦 県内市町村各国大使らに　（2/16産経新聞と同
内容）　※写真

行政

2017/3/26 毎日新聞 28 学童保育所で使途不明金 寄居町委託 515万円を私的流用か　（3/24
朝日新聞と同内容）

事件・事故

2017/3/26 埼玉新聞 5 郷土力士星取表　【三段目】★湊竜（寄居） や1-5　※春場所14日目 スポーツ（大相撲）

2017/3/27 東京新聞 18
情報ファイル 展覧会　♦第38回寄居えの会作品展　4月7日～9日　寄居町中
央公民館

イベント情報

2017/3/27 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】★湊竜（寄居） ●1-6　※春場所千秋楽 スポーツ（大相撲）
2017/3/27 埼玉新聞 13 埼玉俳壇　内野修選　(寄居）吉澤祥匡 投稿
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2017/3/27 埼玉新聞 17 僕のゆるゆる定年学 埼玉のタ･カ･ラ④　746年（天平18）、武蔵国男衾郡か
ら背割りの鮒が貢物として平城京に贈られた

連載コラム

2017/3/28 日本経済新聞 39

News潜望展望 過疎の東秩父村、地域の足を支える策 観光施設、交
通の拠点　東秩父村で交通網の再編から地域を活性化させようという取り組み
が進む　村とイーグルバス（川越市）が協力し「東秩父村和紙の里」を交通の拠点
として再整備　直後の来場者は月1万6000人を記録　観光誘客と生活の足の確保
を同時に狙う成果が出始めている　寄居駅から和紙の里を運行していた村営バス
は同社が引き継ぎ1日12便を6便に減らした　※写真

行政

2017/3/28 埼玉新聞 7
深谷のハーレー専門店新装開店 国内最大級の規模　ハーレーダビット
ソンジャパンの正規販売店「市川商会」（寄居町）が展開する「ハーレーダビットソン
埼玉花園」（深谷市）が、国内最大級の正規販売店として新装開店　※写真

経済・産業

2017/3/28 埼玉新聞 9 埼玉詩欄　北岡淳子選　胡蝶蘭　大野順一（寄居町） 投稿

2017/3/28 埼玉新聞 14
町の花の魅力を 写真など50点展示 カタクリ展、来月1日まで（寄居）
「寄居町かたくりを守る会」がカタクリをテーマにした作品展　鉢形城歴史館で4月1
日まで　24日までは役場1階ロビーで開催し歴史館に移る　※写真

地域

2017/3/29 産経新聞 22 全日本選抜体重別柔道　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（柔道）

2017/3/29 東京新聞 11
17年プロ野球 31日開幕 12球団戦力分析 阪神　鳥谷が三塁、上本が二
塁、捕手登録の原口が一塁を守るのが基本線になりそう　※予想オーダー（5番に
「(一)　原口」

スポーツ（プロ野球）

2017/3/29 埼玉新聞 11
全日本選抜体重別柔道選手権展望　柔道の世界選手権（8～9月・ブタペス
ト）の代表選考会を兼ねる全日本選抜体重別選手権が4月1、2日に福岡国際セン
ターで行われる　女子70㌔級は新井千鶴（三井住友海上）が有力　※写真

スポーツ（柔道）

2017/3/30 朝日新聞 25 ▼設楽啓が退社　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）
2017/3/30 読売新聞 27 ♦設楽啓が退部　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）
2017/3/30 毎日新聞 20 ★設楽がコニカミノルタ退社　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）
2017/3/30 毎日新聞 26 短歌　水野昌雄選　寄居・福田秋子 投稿
2017/3/30 東京新聞 23 陸上 ♦設楽がコニカミノルタ退社　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2017/3/30 埼玉新聞 14
全国高校選抜ラグビー あす開幕 32校熊谷で激突 川越東 開催権枠
初出場　※登録メンバー　㉒高田大樹（川越東高3年、寄居中出身）　写真

スポーツ（高校）

2017/3/30 埼玉新聞 15 陸上男子長距離 設楽啓コニカミノルタ退社　コニカミノルタは29日、陸上部
の設楽啓太（25）が退部し、31日付で退社すると発表

スポーツ（陸上）

2017/3/30 スポーツニッポン 4 ♢セ出場登録選手♢　阪神（27人）　捕手　原口文仁⑧(プロ在籍年数) スポーツ（プロ野球）

2017/3/30 スポーツニッポン 8 14年・東洋大箱根駅伝Ｖメンバー 設楽コニカミノルタ退社　（同日の埼玉
新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2017/3/31 読売新聞 27 よみうり文芸 川柳　西潟賢一郎選　【佳作】寄居町　西村房江 投稿

2017/3/31 スポーツニッポン 4 阪神 5 一 原口　(率).299　(本)11　(点)46　※広島VS阪神 開幕戦スタメン予想
オーダー、写真

スポーツ（プロ野球）

2017/4/1 埼玉新聞 8 原口が適時二塁打　阪神　開幕戦に初めて先発出場した原口（寄居町出身）が
一回、1点を先制してなお2死三塁で左中間に適時二塁打　※写真

スポーツ（プロ野球）

2017/4/2 東京新聞 22

消された「不法投棄」 「彩の国資源循環工場」 不透明な事業承継は
破綻 残ったのは産廃と疑惑　県の「彩の国資源循環工場」（寄居町）で、「埼
玉環境テック」が不法投棄したのに処分しないまま「豊田建設」に事業承継されて
約1年　同社は二月、自己破産申請　県は「問題なし」と説明も問題が山積みで先
行き不透明　※写真

行政

2017/4/2 埼玉新聞 9

川越東初陣飾れず 全国高校選抜大会 ラグビー　1日（第2日・熊谷ラグ
ビー場ほか）　【予選リーグ】▷D組　京都成章73-0川越東　▷交代【川】高田　※高田
大樹（川越東高3年、寄居中出身）　▷同G組　大阪朝鮮19-14流通経済大柏（千葉）
※福田野軌（流通経済大柏高3年、寄居中出身）出場

スポーツ（高校）

2017/4/2 埼玉新聞 9

女子70㌔ 新井（寄居町出身）初Ｖ 柔道・全日本選抜体重別 世界代
表確実に 「何が何でもＶ」　世界選手権代表最終選考を兼ねた柔道の全日本
選抜体重別選手権第1日　1日、福岡国際センター　女子70㌔級は新井千鶴（寄居
町出身、三井住友海上）が初優勝　※写真　（ほか朝日、読売、毎日、産経新聞、
スポーツニッポンの各紙に試合結果記事の掲載）

スポーツ（柔道）

2017/4/3 埼玉新聞 2 3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12,962　人口総数33,527　男16,628　女16,899

統計

2017/4/3 埼玉新聞 7

世界選手権 新井（女子70㌔級 寄居町出身）ら代表に　全日本柔道連盟
は2日、男女の最重量級を除く世界選手権（8～9月・ブタペスト）の代表を発表　【女
子】▷70㌔級　新井千鶴（寄居町出身、児玉高出、三井住友海上）　（ほか同日の朝
日、読売、毎日、産経、東京新聞、スポーツニッポンの各紙に同様記事）

スポーツ（柔道）

2017/4/3 埼玉新聞 9

深谷と川越東敗れる 全国高校選抜大会 ラグビー　2日（第3日・熊谷ラグ
ビー場ほか）　【予選リーグ】▷D組　黒沢尻工（岩手）31-13川越東　【川越東】FW高
田　※高田大樹（川越東高3年、寄居中出身）　▷同G組　中部大春日丘（愛知）29-7
流通経済大柏（千葉）　※福田野軌（流通経済大柏高3年、寄居中出身）出場

スポーツ（高校）

2017/4/3 埼玉新聞 13 埼玉俳壇　星野光二選　(寄居)石澤無涯 投稿

2017/4/4 埼玉新聞 7
208チームが行進 関東連盟開幕式　日本リトルシニア中学硬式野球協会関
東連盟の開幕式　3日、神宮球場　北関東支部からは37チームが参加　【北部ブ
ロック】深谷彩北

スポーツ（中学）

2017/4/4 埼玉新聞 12
個店の魅力全力発信 ふるさと寄居商店会 「逸品」カタログ配布（寄
居）　「ふるさと寄居商店会」が会員店舗の自信の商品やサービスを紹介するカタ
ログ「寄居逸品」の2017年版を製作　※写真

地域
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2017/4/4 埼玉新聞 12
乾武マラソン 全国から1820人参加 ゲストで川内さん出場（上里）　「第
26回上里町乾武マラソン」　各部門1位　【5㌔】▷女子＝松本優澄（本庄東高）　※松
本優澄（本庄東高1年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2017/4/5 朝日新聞 24 埼玉マリオン ●アート　♦寄居えの会作品展　7日(金)～9日(日)　寄居町中央
公民館

イベント情報

2017/4/5 読売新聞 30 埼玉スポーツ 記録ファイル マラソン　第33回行田市鉄剣マラソン大会（2
日）　【5㌔】▷中学生　嶋崎祐斗（男衾中学校）

スポーツ（中学）

2017/4/5 日本経済新聞 35

圏央道以北で産業用地 5年で300㌶目標 市町村の計画支援 県、整
備対象地域を拡大　埼玉県は2017～21年度に産業用地を整備する地域を示し
た「第3次田園都市産業ゾーン基本計画」を策定　圏央道以北の関越道のＩＣから5
㌔㍍の地域やバイパスとなっている国道から3㌔㍍も範囲に指定

行政

2017/4/5 埼玉新聞 1
過去最大2.4兆円 県内市町村17年度予算 扶助費増が影響　表-2017
年度・県内市町村一般会計当初予算　寄居町　1,066.344（万円）　▲7.9％（対前年
度増減率）

行政

2017/4/5 埼玉新聞 14

全国高校選抜大会 ラグビー 川越東逆転負け　4日（第4日・熊谷ラグビー
場ほか）　【予選リーグ】▷D組　名護（沖縄）31-22川越東　【川越東】FW高田　※高
田大樹（川越東高3年、寄居中出身）　▷同G組　流通経済大柏（千葉）63-0崇徳（広
島）　※白川竜二（流通経済大柏高2年、寄居中出身）出場

スポーツ（高校）

2017/4/6 読売新聞 28 春の園遊会招待者　【地方公共団体の長及び議会の議長】原口孝（寄居町議
会議長）

町議会

2017/4/6 埼玉新聞 8 春季高校野球地区大会 組み合わせ決定 北部　熊谷工-寄居城北　（ほ
か朝日、毎日新聞に同様記事の掲載）

スポーツ（高校）

2017/4/6 埼玉新聞 19 樹齢150年美しく エドヒガンザクラ見頃 寄居・鉢形城公園ライトアップ
鉢形城公園でエドヒガンザクラが見頃　ライトアップは10日まで　※写真

観光

2017/4/6 埼玉新聞 22 春の園遊会に2400人　宮内庁が20日に赤坂御苑で催される春の園遊会の招
待者約2400人を発表　県内の招待者　原口孝（寄居町議会議長）

町議会

2017/4/7 読売新聞 23 原口11回サヨナラ弾　阪神5-4ヤクルト　阪神の5番・原口がサヨナラ本塁打で
チームを勝利に導く　※写真、6日・京セラドーム

スポーツ（プロ野球）

2017/4/7 読売新聞 28 Ｆｒｉｄａｙさいたま ギャラリー　♦寄居えの会作品展　7日から9日　寄居町中央
公民館

イベント情報

2017/4/7 毎日新聞 19 原口サヨナラ弾　○神5-4ヤ●　（同日の読売新聞と同内容） スポーツ（プロ野球）

2017/4/7 毎日新聞 22 インフォメーション ギャラリー　●第38回寄居えの会作品展　7～9日　寄居町
中央公民館

イベント情報

2017/4/7 スポーツニッポン 3
原口サヨナラ弾 延長11回決めた1号 プロ8年目初 「最高です。打った
瞬間‼」　4-4の延長11回無死、阪神・原口がレフトスタンドに今季1号となるサヨナ
ラ本塁打　※写真

スポーツ（プロ野球）

2017/4/8 埼玉新聞 1 新産業ゾーン 圏央道以北を重点化 県、5年間で300㌶を整備　（4/5日
本経済新聞と同内容）

行政

2017/4/8 埼玉新聞 16

元警察官ら3621人受賞 危険業務従事者叙勲 埼玉から256人　▽瑞宝
双光章　♢防衛功労　冨満一夫 61 元2等空佐 寄居　▽瑞宝単光賞　♢防衛功労
木村義則 67 元準陸尉 寄居　（ほか朝日、読売、毎日、日経、産経、東京新聞の
各紙に同様の記事掲載）

叙位叙勲

2017/4/9 埼玉新聞 13 埼玉俳壇　星野光二選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子 投稿

2017/4/11 埼玉新聞 11
浦和 埼玉ダービー制す PlenusなでしこLEAGUE　〈リーグカップ〉第1節最
終日、9日・浦和駒場スタジアム　【1次リーグ】▷B組　浦和2-1ちふれAS埼玉　【ちふ
れAS埼玉メンバー】▷DF　奈良　※奈良美沙季（城南中出身）

スポーツ（サッカー）

2017/4/11 埼玉新聞 13
“法師”で事故“防止” 交通安全ドール73体目（寄居）　春の交通安全運
動　寄居町桜沢の国道140号と254号の交差点に、一寸法師をモデルにした交通安
全啓発ドールが設置される　※写真

地域

2017/4/11 埼玉新聞 15
受験向け学習支援 中3対象に「より・Ｅ塾」 寄居　寄居町は8日、町内の
中学3年生を対象にしたサポートスクール事業「より・Ｅ春塾」を開講　教育サービス
企業から講師招く　※写真

教育

2017/4/12 読売新聞 26 埼玉スポーツ 記録ファイル マラソン　第26回上里町乾武マラソン　（4/4埼
玉新聞と同内容）

スポーツ（高校）

2017/4/12 読売新聞 27 市町村予算総額2兆4000億円 過去最大 少子化対策費など増　（4/5
埼玉新聞と同内容）

行政

2017/4/12 日本経済新聞 35 分娩施設のない市町村3割 費用・人材不足 障害に　県によると、16年4
月現在で分娩できる施設がない自治体は、5市20町村で全63市町村の3割

福祉・医療

2017/4/12 埼玉新聞 7
気迫前面に再挑戦 柔道新井（寄居町出身）初の世界一狙う　柔道女子
70㌔級の新井千鶴（寄居町出身、児玉高出、三井住友海上）が1日の全日本体重
別選手権で初優勝　2月の欧州大会も2連続優勝し世界選手権代表に　※写真

スポーツ（柔道）

2017/4/13 毎日新聞 16 原口2号ソロ　○神8-6Ｄ●　五回は原口が2号ソロを放った　※12日、阪神-
DeNA、横浜スタジアム

スポーツ（プロ野球）

2017/4/13 毎日新聞 22

楽しみながら古里学ぶ トンボ自然館 児童が竹玩具作りなど体験 寄
居・市民グループ 初のイベント　「寄居町にトンボ公園を作る会」が「トンボ自
然館まつり」を「よりいトンボ自然館」（同町寄居）で初めて開いた　小学生ら約40人
が参加　※写真

地域

2017/4/13 毎日新聞 22
兄弟2城の出土品一堂に 寄居 小田原・八王子と姉妹都市記念 鉢形
城歴史館に貴重な史料190点　特別展「後北条氏の庭園～出土遺物を中心
に～」が開催中　5月14日まで　※写真

文化・芸術
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2017/4/13 毎日新聞 23

デザインで「脱ダサいたま！」 県内の土産物を「らしく」工夫 生活者視
点で議論 企業に提案へ　公益社団法人「埼玉デザイン協議会」などの、デザ
イン力で埼玉を活性化するプロジェクト「さいたま・つく～る」　県内の土産物の人気
を高める工夫などについて議論し企業に提案する　参加者29人　埼玉土産の企画
開発チームの一員になったとの想定でグループワーク　グループで一つずつ商品
を選び、新しい販促方法を話し合った　※対象商品に「蒟蒻スイーツ」（寄居町）

経済・産業

2017/4/13 埼玉新聞 6 春季高校野球地区大会 北部　▷C組1回戦　熊谷工13-3寄居城北（六回コー
ルド）　（ほか朝日、読売、毎日新聞の各紙に同様の記事掲載）

スポーツ（高校）

2017/4/14 埼北よみうり 3

健康料理教室 野菜をおいしく調理（寄居町）　「野菜を美味しく食べる調理
のコツ！」をテーマにした健康料理教室が3月22日、28日、寄居町保健福祉総合セ
ンターで開かれた　各20人が参加　「よりいスマイルポイント」事業の一環　講師は
野菜ソムリエプロの小熊恵子さん　※写真2

福祉・医療

2017/4/14 埼玉新聞 6
原口 先制タイムリー 再び迎えた好機 逃さずに一振り　阪神 原口（寄居
町出身）が先制タイムリーを放つ　六回1死一、三塁で右前に　一回2死一、二塁の
場面では三振に倒れていた

スポーツ（プロ野球）

2017/4/14 埼玉新聞 15

少年院で「授業」続ける ゴルゴ松本に聞く 漢字に学ぶ人生のヒント
お笑いコンビ「ＴＩＭ」のゴルゴ松本（49）　♦男衾駅でギャグ誕生　実家へ帰省した
時、東上線男衾駅のホームから秩父の山を眺めていた時、「命」のポーズが思い
浮かんだ

芸能

2017/4/15 朝日新聞 29
豊田建設に行政処分　「彩の国資源循環工場」（寄居町）で産業廃棄物処理を
行っていた豊田建設（本店・八潮市）について、県は14日、廃棄物処理法に基づき
同社の許可を取り消し

行政

2017/4/15 毎日新聞 27 豊田建設の事業 許可を取り消し 破産手続き開始で　（同日の朝日新聞
と同内容）

行政

2017/4/15 東京新聞 20 豊田建設 許可取り消し 県、行政処分 産廃処理 交渉難航も　（同日の
朝日新聞と同内容）

行政

2017/4/15 埼玉新聞 7
まちひとであい 催し　♦若葉の会（寄居）　5月3日　鉢形城歴史館　♦かわはくＧ
Ｗまつり（寄居）　5月3日-7日　県立川の博物館　♦清沢正孝水彩画展（熊谷）　26
日-5月2日　八木橋百貨店

イベント情報

2017/4/17 朝日新聞 18 原口、粘って決勝打　阪神2-1広島　阪神・原口　同点の八回2死一、二塁で左
前適時打　※写真

スポーツ（プロ野球）

2017/4/17 毎日新聞 22 原口 懸命の一打　（同日の朝日新聞と同内容）　※写真 スポーツ（プロ野球）
2017/4/17 日本経済新聞 33 原口が決勝打 トラ勝ち越し　（同日の朝日新聞と同内容） スポーツ（プロ野球）
2017/4/17 産経新聞 7 談話室　中原友美　24　（埼玉県寄居町　パート）　※イラストの投稿 投稿
2017/4/17 産経新聞 20 今年初の夏日 熊谷で28度　寄居28.1度 気象
2017/4/17 埼玉新聞 7 埼玉俳壇　星野光二選　(寄居)石澤無涯　(寄居）吉澤紀子 投稿
2017/4/17 埼玉新聞 8 原口 勝ち越し適時打　（同日の朝日新聞と同内容）　※写真 スポーツ（プロ野球）
2017/4/17 埼玉新聞 16 県内各地 初の夏日　16日　寄居で28.1度　県内8観測地点のうち7カ所で夏日 気象

2017/4/17 スポーツニッポン 4
出た‼ 「必死のパッチ」 原口Ｖ撃 頼もし5番 福留敬遠で燃えた 金本監
督「信頼」　（同日の朝日新聞と同内容）　※写真

スポーツ（プロ野球）

2017/4/17 スポーツニッポン 10
柔道 全日本女子選手権　※記事中の表-♢世界柔道女子代表♢に新井千鶴
選手 スポーツ（柔道）

2017/4/17 スポーツニッポン 10
第27回かすみがうらマラソン兼国際盲人マラソン　（16日　茨城県土浦市
川口運動公園陸上競技場発着）　♢かすみがうらマラソン上位成績♢【男子10㍄】②
内田健太（国学院大）　※内田健太（国学院大4年、城南中出身）

スポーツ（陸上）

2017/4/18 読売新聞 30 寄居の博物館で子どもが仕事体験　県立川の博物館で15日、子ども8人が
「こども交流員」として博物館の仕事を体験　※写真

教育

2017/4/18 日本経済新聞 31 定住促進に補助金交付 寄居町 最大60万円、来月から　寄居町は5月
から、町外から転入し新築住宅を購入する世帯に「定住促進補助金」制度を始める

行政

2017/4/18 埼玉新聞 1
本多静六賞に坂本さん　県は17日、緑と共生する社会づくりなどに貢献した個
人などを表彰する今年の「本多静六賞」に、寄居町在住で県中央部森林組合顧問
の坂本全平さん（88）に決定したと発表　※写真

受賞・表彰

2017/4/18 埼玉新聞 13 柔軟発想を町政に 若者会議参加募集　若者の柔軟なアイデアを町政に反
映させようと、寄居町が「寄居若者会議」のメンバーを募集

行政

2017/4/19 読売新聞 34
埼玉スポーツ 太極拳　第26回県武術太極拳交流大会（3月26日・さいたま市
記念総合体育館）　♦黄河悠悠賞　ＪＵＲＩＮ太極拳教室・寄居（華武太極杆、寄居
町）

スポーツ（その他）

2017/4/20 毎日新聞 24 俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2017/4/20 東京新聞 22 衆院小選挙区 新区割り案　表-県内の現行小選挙区と「1票の格差」　11(小
選挙区)　1.47(1票の格差・倍)

選挙

2017/4/20 埼玉新聞 5
私募債発行　♦土木建築工事の寄居建設（寄居町、髙田徹社長）　1月25日付で
寄贈品付私募債1億円を発行　寄贈先は寄居若竹幼稚園　期間5年　財務代理人
は埼玉りそな銀行

経済・産業

2017/4/20 埼玉新聞 8
埼玉新聞社旗争奪戦 組み合わせ決まる 深谷彩北 三郷と対戦　リト
ルシニア関東連盟北関東支部の春季大会兼埼玉新聞社旗争奪戦の代表者会議
と抽選会　15日、川越市農業ふれあいセンター　※トーナメント表

スポーツ（中学）

2017/4/21 朝日新聞 29
今年度の道徳教材115校分 2万部配布できず 県「発注の記載ミス」
県教育局は20日、教材「私たちの道徳」約2万冊を、熊谷市や寄居町など県北部の
115小中学校に配っていなかったと発表　文科省への報告に記載ミス　※写真

行政

2017/4/21 読売新聞 33 道徳教材115校で未配布 7市町の小中 県教委が発注ミス　（同日の朝
日新聞と同内容）

行政
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2017/4/21 毎日新聞 21 公立小中学115校 道徳教材未配布 県内7市町　（同日の朝日新聞と同内
容）

行政

2017/4/21 産経新聞 27
7市町に教材届かず 道徳用 配布リストに漏れ　（同日の朝日新聞と同内
容）

行政

2017/4/21 東京新聞 24 国の道徳教材届かず 熊谷など小中115校 県教育局が注文忘れ　（同
日の朝日新聞と同内容）

行政

2017/4/21 埼玉新聞 1
希少種ハチ県内初採取 寄居河川敷でミヤマツヤセイボウ　県立自然の
博物館は、寄居町藤田の荒川河川敷で生態があまり知られていないハチ類のミヤ
マツヤセイボウを県内で初めて採取し、標本として記録したと発表　※写真

環境

2017/4/21 埼玉新聞 7
原口が先制適時打　阪神 5番原口（寄居町出身）が先制適時打　五回1死一、
三塁の好機で中前に　今季はここまで全試合に「一塁」で先発出場　※中日5-2阪
神　20日、ナゴヤドーム

スポーツ（プロ野球）

2017/4/21 埼玉新聞 19 道徳の教材が7市町未配布 文科省へのリスト漏れ　（同日の朝日新聞と
同内容）

行政

2017/4/22 読売新聞 27 Saturdayさいたま レジャー 歩く　♦鎌倉街道（上道）シリーズ パート③　27日
JR丹荘駅集合、JR用土駅解散

イベント情報

2017/4/22 埼玉新聞 1 さきたま抄　22日は「アースデイ」　昭和の「名水百選」に風布川・日本水（寄居
町）　身近な環境を守る不断の努力

コラム

2017/4/22 埼玉新聞 11

県高校総体 陸上　＝各地区予選、3位記録　【西部】（第1、2日・川越運動公園
陸上競技場）　▷男子走り幅跳び　③木本（聖望学園）6㍍90　【南部】（第1、2日・上
尾運動公園陸上競技場）　▷女子400㍍　②吉田（埼玉栄）59秒61　【北部】（第1、2
日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場）　▷女子5000㍍競歩　②松本（本庄東）29
分51秒71　※木本吏哉（聖望学園高2年、男衾中出身）、吉田詩央（埼玉栄高1年、
城南中出身）、松本優澄（本庄東高2年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2017/4/23 さいたま報知 8
熊谷さくらマラソン大会　第27回熊谷さくらマラソン大会　3月19日、熊谷さくら
運動公園陸上競技場周辺コース　【男子】▷5㌔中学生　④嶋崎祐斗（寄居男衾）16
分26秒　⑨土橋駿太（寄居男衾）17分4秒

スポーツ（中学）

2017/4/23 毎日新聞 24
ぐるっと首都圏 旅するみつける 手軽に釣って食べられる 埼玉・寄居
手ぶらでＯＫで人気 風布にじます釣り堀センター　※写真2、地図

観光

2017/4/23 埼玉新聞 7
県高校総体 陸上　22日＝各地区予選、3位記録　【南部】（第2日・上尾運動公
園陸上競技場）　▷女子800㍍　③吉田（埼玉栄）2分22秒56　※吉田詩央（埼玉栄
高1年、城南中出身）

スポーツ（高校）

2017/4/23 埼玉新聞 14 GWは博物館、美術館へ行こう 県、親子に「魅力知って」　【県立博物館・
美術館のGW主なイベント】　川の博物館（寄居町）　GWまつり（5月3～7日）

文化・芸術

2017/4/24 埼玉新聞 9 埼玉俳壇　星野光二選　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2017/4/24 埼玉新聞 11

男子1万で設楽が6位 兵庫リレーカーニバル　陸上の世界選手権代表選
考を兼ねた日本グランプリシリーズ、兵庫リレーカーニバル　23日、神戸ユニバー
記念競技場　男子1万㍍で、設楽悠太（寄居町出身、武蔵越生高出、ホンダ）は6位
マラソンも視野　「9月のベルリン・マラソンも考えている」

スポーツ（陸上）

2017/4/24 埼玉新聞 12
県高校総体 陸上　23日＝各地区予選、3位記録　【西部】（最終日・川越運動公
園陸上競技場）　▷男子三段跳び　②木本（聖望学園）13㍍55　※木本吏哉（聖望
学園高2年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2017/4/24 埼玉新聞 13 ♢バレーボール　県高校春季各地区大会　22、23日　【北部】▷女子準々決勝
熊谷商2-0寄居城北　▷順位決定戦　寄居城北2-1本庄　熊谷女2-0寄居城北

スポーツ（高校）

2017/4/25 埼玉新聞 10 リトルシニア　〈北関東支部春季大会〉　23日、さいたま市中央リトルシニアグラ
ウンドなど　▷1回戦　深谷彩北10-1三郷

スポーツ（中学）

2017/4/25 埼玉新聞 11 北條まつり水墨画でＰＲ 町役場にボード設置（寄居）　「第56回寄居北條
まつり」を盛り上げようと、龍の水墨画のPRボードが役場1階に設置された　※写真

観光

2017/4/25 埼玉新聞 14
GW 県内も見どころいっぱい‼ 北條まつり（寄居） 戦国合戦再び　「第

56回寄居北條まつり」　5月14日、寄居町の玉淀河原　※写真　花　♦金尾山のツ
ツジ（寄居）　5月5日まで「つつじまつり」　寄居町観光協会

観光

2017/4/26 朝日新聞 24 情報クリップ 鉢形城を巡る合戦 勇壮に　「第56回寄居北條まつり」が5月14
日、寄居町の玉淀河原で開かれる

観光

2017/4/26 東京新聞 5 私のイラスト　中原友美（埼玉県寄居町）　※イラストの投稿 投稿
2017/4/27 毎日新聞 26 俳句　星野光二選　寄居・町田節子　寄居・福田秋子 投稿

2017/4/27 東京新聞 22 新緑に映えツツジ見ごろ 寄居町の金尾山、29日イベント　金尾山でヤマ
ツツジ約1万株が見ごろ　二十九日に愛宕神社などでイベント　※写真

観光

2017/4/28 読売新聞 28 GWお出かけガイド さいたま イベント　♦かわはくＧＷまつり　5月3日～7日
県立川の博物館

イベント情報

2017/4/28 埼北よみうり 1 目に鮮やか 地域を彩る花情報　金尾山のツツジ（寄居町） 観光

2017/4/28 埼北よみうり 6 作品展 透明水彩との出逢い 清澤正孝水彩画展　4月26日（水）～5月2日
（火）　八木橋5階アートサロン

イベント情報

2017/4/28 産経新聞 27
7市町の道徳教材 来月19日に配布へ　県教育局は27日、県北部7市町の
公立小中学校で未配布状態の道徳教材約1万9300冊について、5月19日に配布と
発表

行政

2017/4/28 埼玉新聞 11 関東高校県予選 ハンドボール　（第1、2日、22、23日・くまがやドームほか）
【女子】▷e組1回戦　寄居城北17-8合同　▷同2回戦　川口東25-7寄居城北

スポーツ（高校）

2017/4/28 埼玉新聞 19 未配布の7市町 来月19日に配布 道徳教材で県教育局　（同日の産経
新聞と同内容）

行政

2017/5/1 埼玉新聞 2 4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12,976　人口総数33,444　男16,559　女16,885

統計
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2017/5/1 埼玉新聞 9 埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2017/5/1 埼玉新聞 14 県高校総体 サッカー女子　（第2日、30日・花咲徳栄高校ほか）　▷2回戦　埼
玉平成7-0寄居城北

スポーツ（高校）

2017/5/2 日本経済新聞 31

「福祉×美容」のプロ育成 みかえり美人 資格取得を支援 従業員の7
割めざす　県内で美容室20店舗を展開するみかえり美人（寄居町）　寝たきりの
高齢者などにも対応できる「福祉理美容師」の育成を強化　資格取得費用の一部
を助成し、従業員の7割を有資格者にする　※写真

経済・産業

2017/5/2 東京新聞 18 汽笛響く 秩父鉄道ＳＬ30年(上) Ｖ字回復への軌跡　そんな機関士たちの
奮闘で、難所を越えたＣ58は、寄居駅まで緩やかな下り坂をゆく

連載特集

2017/5/2 埼玉新聞 1 新緑に映える赤 寄居・金尾山でヤマツツジ見頃　※写真 観光

2017/5/2 埼玉新聞 8
リトルシニア　〈北関東支部春季大会〉　4月29、30日、大宮リトルシニアグラウン
ドなど　▷2回戦　深谷彩北10-3秩父（六回コールド）　▷3回戦　大宮東10-3深谷彩
北（五回コールド）

スポーツ（中学）

2017/5/2 埼玉新聞 12 大輪ボタン 皐月の顔 寄居の蓮光寺　寄居町用土の蓮光寺でボタンが咲き
誇り、参拝者らの目を楽しませている　※写真

観光

2017/5/3 埼玉新聞 8 世界柔道代表18人が会見　日本女子の増地監督は、70㌔級の新井千鶴（寄
居町出身、三井住友海上）らに「軸になる選手」と期待を寄せる

スポーツ（柔道）

2017/5/4 埼玉新聞 10

関東高校県予選 卓球　3日（第1日・上尾運動公園体育館）　▷男子シングルス
準々決勝　内田（埼玉栄）3-0野崎（川越東）　▷同準々決勝　相沢（埼玉栄）3-0内
田　▷同3位決定戦　内田3-2尾中（埼玉栄）　※内田拓光（埼玉栄高3年、桜沢小出
身）

スポーツ（高校）

2017/5/4 埼玉新聞 11 4強が決定 県中学ラグビー　第33回県中学大会第2日　3日、熊谷ラグビー場
▷準々決勝　深谷南31-26寄居

スポーツ（中学）

2017/5/5 埼玉新聞 8
関東高校県予選 ラグビー　4日（第4日・熊谷ラグビー場）　▷準決勝　昌平20-
17川越東　【昌平】FB 坂本　※坂本奨（昌平高2年、寄居中出身）　▷交代【川】高田
※高田大樹（川越東高3年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2017/5/5 埼玉新聞 8
関東高校予選 卓球　4日（第2日・上尾運動公園体育館）　▷男子ダブルス準々
決勝　大谷、松山（埼玉栄）3-2内田、星野（埼玉栄）　※内田拓光（埼玉栄高3年、
桜沢小出身）

スポーツ（高校）

2017/5/6 東京新聞 5 時事川柳　（寄居町　内田士郎） 投稿

2017/5/6 埼玉新聞 1
市町村総生産 最大の20兆9144億円 14年度県内経済 2年連続プラス
成長　県が市町村経済の実態を表す2014年度市町村民経済計算の結果を公表
経済成長率が高かったのは寄居町が10.7％など

経済・産業

2017/5/6 埼玉新聞 15 つれづれ　58分間の旅　大野順一（71歳、寄居町） 投稿

2017/5/7 埼玉新聞 5 けやき（読者の声） テーマ投稿 母の日　苦労続きの母に感謝　大野順一
（71歳・寄居町）

投稿

2017/5/7 埼玉新聞 7 県高校総体 サッカー　5日・各地区予選　【北部】（深谷一高校ほか）▷A組2回
戦　東農大三3-1寄居城北

スポーツ（高校）

2017/5/7 埼玉新聞 7
関東高校県予選 剣道　（最終日・県武道館）　▷女子団体準々決勝　淑徳与野
2-0寄居城北　▷同順位戦　寄居城北2-2大宮（本数勝ち）　▷同5位決定戦　伊奈学
園4-0寄居城北

スポーツ（高校）

2017/5/8 埼玉新聞 10
関東高校県予選 ラグビー　7日（最終日・熊谷ラグビー場）　▷決勝　深谷36-
23昌平　　【昌平】TB 坂本　※坂本奨（昌平高2年、寄居中出身）　▷3位決定戦　浦
和30-12川越東　【川越東】FW 高田　※高田大樹（川越東高3年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2017/5/9 朝日新聞 27 暑さ一番 うまい一杯 初の真夏日　今年初めて「真夏日」を記録　寄居などで
30度以上を記録

気象

2017/5/9 朝日新聞 29 埼玉マリオン ●イベント　♦秩父事件フィールドワーク「寄居風布を歩く」　13日
（土）、波久礼駅集合・解散

イベント情報

2017/5/9 読売新聞 35 熊谷など真夏日　寄居町30.4度 気象
2017/5/9 産経新聞 25 熊谷、真夏日一番乗り　8日の最高気温　▷寄居30.4度 気象

2017/5/9 埼玉新聞 11
埼玉ダービー PlenusなでしこLEAGUE　第7節、7日・浦和駒場スタジアム
浦和7-0ちふれAS埼玉　【ちふれAS埼玉メンバー】▷ＤＦ 奈良　※奈良美沙季（城南
中出身）

スポーツ（サッカー）

2017/5/9 埼玉新聞 12
世代超え楽しく育児 祖父母手帳を配布開始（寄居）　孫の成長を見守る
一助となるよう、寄居町は「祖父母手帳」の配布を開始　A5版33㌻　本年度は480
部を発行　※写真

行政

2017/5/9 埼玉新聞 19 熊谷など真夏日 県内4カ所で今年初観測　寄居が30.4度 気象

2017/5/10 埼玉新聞 13 まちひとであい 講座　♦第45回秩父事件フィールドワーク「寄居風布を歩く」（寄
居）　13日　秩父鉄道波久礼駅集合

イベント情報

2017/5/11 毎日新聞 26 俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2017/5/11 埼玉新聞 10 リトルシニア　〈北部ブロックリーグ〉　栃木下野11-4深谷彩北　行田11-1深谷彩
北（四回コールド）

スポーツ（中学）

2017/5/11 埼玉新聞 11
県ジュニアゴルフ女子 運味方しなかった 15～17歳の部5位・吉田莉
生　〈9日・石坂GC＝6185㍎、パー72、出場＝71人〉　15～17歳の部成績　⑤吉田
莉生（埼玉栄高）　77（38、39）　※吉田莉生（埼玉栄高3年、城南中出身）

スポーツ（高校）

2017/5/12 読売新聞 30 よみうり文芸 俳句　上田日差子選　【入選】寄居町　町田節子　川柳　西潟賢
一郎選　【入選】寄居町　柴﨑眞一

投稿

2017/5/12 埼北よみうり 2 寄居北條まつり 戦国時代の戦 再現（寄居町）　「第56回寄居北條まつり」
が14日（日）、玉淀河原で開催される　※写真

観光

2017/5/12 埼北よみうり 5 バラが見ごろを迎えます　被災地復興支援オープンガーデン（寄居町） 観光
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2017/5/12 埼北よみうり 8 金尾山つつじまつり つつじ×舞台 魅了（寄居町）　4月29日、「金尾山つ
つじまつり」が行われた　金尾旧分校跡地ではよさこい踊りや獅子舞など　※写真

観光

2017/5/12 日本経済新聞 35
ブータンの選手 寄居町で交流 陸上教室など　寄居町に17～21日、ブータ
ンの陸上選手らが滞在　地元小学生の親子30組と為末大氏の陸上教室に参加
町民の家にホームステイを予定

行政

2017/5/12 埼玉新聞 8

全国スポーツ少年団軟式野球大会県予選 北部 第39回全国スポーツ少
年団小学生軟式野球大会県予選兼第36回県スポーツ少年団夏季小学生軟式野
球交流大会（埼玉新聞社杯）のブロック予選　7日まで　〈北部ブロック〉（3、5、7日・
下小鹿野運動場ほか）　▷1回戦　オブスマクラブ（寄居）13-0用土コルツ（寄居）（三
回コールド）　マッキーズ（寄居）9-8本庄北泉ジェッターズ（五回コールド）　江南ファ
イターズ（熊谷）11-0キングフィッシャーズ（寄居）　▷2回戦　オブスマクラブ14-2マッ
キーズ（三回コールド）　▷準々決勝　オブスマクラブ16-3上里東（三回コールド）　▷
準決勝　本庄エンゼルス10-4オブスマクラブ（五回コールド）　▷第3代表決定戦　大
台スピアーズ（深谷）12-0オブスマクラブ（五回コールド）　【個人賞】▷優秀選手　福
島遥生（オブスマクラブ）　※写真

スポーツ（小学）

2017/5/12 埼玉新聞 8 今週のホームラン　5月3日　福島遥生（オブスマクラブ）　5月5日　福島遥生、
新井悠香（オブスマクラブ）

スポーツ（小学）

2017/5/12 スポーツニッポン 5 金本監督5番は原口と中谷併用 今日からVSベイスターズ　金本監督が
「勝負強さなら原口、長打なら中谷。そう（2人の併用に）なる」と語る

スポーツ（プロ野球）

2017/5/13 埼玉新聞 9
県高校総体 陸上　第1日、12日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場　【女子】
▷女子5000㍍競歩　③松本（本庄東）26分16秒50　※松本優澄（本庄東高2年、男
衾中出身）

スポーツ（高校）

2017/5/13 埼玉新聞 12 よみがえる鉢形城攻防戦 5月14日 寄居北條まつり　※特集広告、写真 観光

2017/5/15 朝日新聞 25 豊臣勢と合戦じゃ 寄居北條まつり　14日、「寄居北條まつり」があった　約5
万人（主催者発表）の観客　※写真

観光

2017/5/15 東京新聞 18 戦国ムード満喫 寄居北條まつり　（同日の朝日新聞と同内容）　※写真 観光

2017/5/15 埼玉新聞 1 武者500人「戦国」再現 玉淀河原で寄居北條まつり　（同日の朝日新聞と
同内容）　※写真

観光

2017/5/15 埼玉新聞 7 埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤紀子 投稿
2017/5/15 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜（寄居） や0-0　※夏場所初日 スポーツ（大相撲）
2017/5/16 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜（寄居） ○1-0　※夏場所2日目 スポーツ（大相撲）

2017/5/16 埼玉新聞 8 深谷彩北、加須など2回戦へ リトルシニア　〈関東連盟夏季大会〉　14日、
富士見リトルシニアグラウンドなど　▷1回戦　深谷彩北14-3常総（五回コールド）

スポーツ（中学）

2017/5/16 埼玉新聞 8
♢ソフトボール　第31回全日本小学生兼第34回関東小学生大会県予選（3～5
日・荒川総合運動公園ソフトボール場）　【女子】▷1回戦　毛呂山ウィングス6-5寄居
ジュニア

スポーツ（小学）

2017/5/16 埼玉新聞 12
音楽で合戦熱再燃 北條まつり 和楽器バンド出演（寄居）　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14日、寄居北條まつりのご当地グ
ルメイベント会場のステージに出演　※写真

地域

2017/5/16 埼玉新聞 12

ラグビータウン熊谷 2019へトライ ⑭杉田英二さん 寄居男衾小 学校
応援団 芝生 児童の遊び場に　中学3年生と1年生の娘の父親　長女が現在
ラグビーに励む　娘の小学校時代にPTAの役員を務め、校内の芝生化を提案　県
などから協力を得て2012年から児童、地域住民らで芝のポット苗を植える　※写真

地域

2017/5/17 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜（寄居） や1-0　※夏場所3日目 スポーツ（大相撲）
2017/5/18 毎日新聞 22 俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2017/5/18 埼玉新聞 5
キラッとカンパニーズ(141) ドッグサロン チャイ（寄居町） 豊富な知識
で信頼構築　オーナートリマー 小渕愛さん（38）　※写真

経済・産業

2017/5/18 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜（寄居） ○2-0　※夏場所4日目 スポーツ（大相撲）

2017/5/18 スポーツニッポン 4 阪神2-1中日　‣阪神原口（5回、チーム初安打の3号ソロ。4月12日以来の本塁
打）　※コメント　17日・甲子園

スポーツ（プロ野球）

2017/5/19 朝日新聞 25

ブータンの選手ら「寄居にようこそ」 五輪事前キャンプ地協定後 初の
訪問　寄居町を、ブータンの五輪委員会関係者と陸上代表選手らが初めて訪問
17～21日の日程　3人の選手はホームステイも体験する　役場で町長や為末大さ
んらが出迎え　男衾小で歓迎セレモニーなど　※写真

行政

2017/5/19 読売新聞 25 ブータン陸上選手と交流 五輪キャンプ地 寄居　（同日の朝日新聞と同内
容）　※写真

行政

2017/5/19 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜（寄居） や2-0　※夏場所5日目 スポーツ（大相撲）

2017/5/19 埼玉新聞 16
授業、給食 児童と交流 東京五輪事前合宿地 ブータン選手が訪問
寄居　（同日の朝日新聞と同内容）　※写真

行政

2017/5/20 毎日新聞 22
秀吉、北条の攻防再現 寄居北條まつり　（5/15朝日新聞と同内容）　※写
真

観光

2017/5/20 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜（寄居） ●2-1　※夏場所6日目 スポーツ（大相撲）
2017/5/20 埼玉新聞 17 つれづれ　イカの解剖　高橋穂香（寄居町、12歳） 投稿

2017/5/20 埼玉新聞 18 「多くの選手出したい」 ブータン五輪委 県庁訪問で交流　ブータン王国
のオリンピック委員会関係者が19日、県庁に稲葉県民部長を訪れた　※写真

行政

2017/5/21 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜（寄居） や2-1　※夏場所7日目 スポーツ（大相撲）

2017/5/21 埼玉新聞 14

「東京五輪 身近に」 ブータン寄居交流 為末さんが陸上教室　陸上400
㍍障害で3大会連続五輪出場の為末大さん（39）による陸上教室が20日、三ケ山緑
地公園で行われた　町内小学生と保護者30組60人とブータンの3選手が一緒に汗
を流し交流　※写真

地域
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2017/5/22 毎日新聞 19 ♢陸上・東日本実業団選手権最終日　1位と日本人最上位　【男子】▷5000㍍
⑦設楽悠太（Ｈｏｎｄａ）13分54秒55

スポーツ（陸上）

2017/5/22 東京新聞 5 私のイラスト　中原友美（埼玉県寄居町）　※イラストの投稿 投稿
2017/5/22 埼玉新聞 6 県内週間日誌 18日　ブータンの選手ら寄居町の小学校訪問 その他

2017/5/22 埼玉新聞 8
小梅たわわに 寄居 柴崎さんが収穫作業　JAふかや寄居町梅生産組合で
21日から小梅の出荷開始　同組合長で折原の柴崎祐章さん（80）方で19日、生育
状況の確認が行われた　※写真

経済・産業

2017/5/22 埼玉新聞 9

設楽は7位 東日本実業団陸上 男子5000　陸上の東日本実業団選手権最
終日　21日、秋田県営陸上競技場　男子5000㍍はリオデジャネイロ五輪1万㍍代
表の設楽悠太（寄居町出身、武蔵越生高出、ホンダ）が13分54秒55で日本人トップ
の7位　順位意識した　設楽悠太の話　※コメント　（ほか朝日、産経、東京新
聞の各紙に同様記事）

スポーツ（陸上）

2017/5/22 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【三段目】　湊竜（寄居） ○3-1　※夏場所8日目 スポーツ（大相撲）
2017/5/22 埼玉新聞 13 埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤紀子 投稿

2017/5/22 埼玉新聞 17 熱こもった奉納演舞 所沢・滝の城まつり　所沢市の滝の城跡で21日、「戦
国滝の城まつり」　寄居鉢形城三鱗会の甲冑隊らが演舞を披露　※写真

観光

2017/5/22 埼玉新聞 17 県内連日の真夏日　21日の気温　県内観測地点8カ所で30度以上の「真夏日」
いずれも今年最高を更新　寄居町33.2度

気象

2017/5/23 読売新聞 27 「ふっかちゃん」がいっぱい 道の駅はなぞの　22日に子どもを連れて訪れ
た寄居町の主婦、小暮未來さん（26）

地域

2017/5/23 埼玉新聞 12
匠の技で友好促進 オーロラ染め染物セット ブータン一行に寄贈（寄
居）　　寄居町に滞在したブータン王国オリンピックチームに、染色加工業者「きぬ
のいえ」が「オーロラ染め」の手拭いとハンカチのセットを寄贈　※写真

地域

2017/5/23 埼玉新聞 16 未配布道徳教材 児童生徒に配布 県北7市町　寄居町など県北の7市町
で未配布になっていた道徳教材の各校への配布が19日に終了

行政

2017/5/23 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】☆湊竜（寄居） ○4-1　※夏場所9日目 スポーツ（大相撲）

2017/5/23 埼玉新聞 7 ♢サッカー　県シニア40リーグ3部第6節（21日・三ケ山緑地公園）　寄居SSC5-
0J･Fめぬま

スポーツ（サッカー）

2017/5/23 埼玉新聞 7
♢ソフトボール　第36回石黒硬記念選抜中学生大会（20、21日・さいたま荒川運
動公園ほか）　▷準決勝　寄居城南2-1さいたま土屋　▷決勝　所沢上山口10-0寄居
城南

スポーツ（中学）

2017/5/23 スポーツニッポン 5 マイナビALL☆STARGAME2017　ファン投票　セ・リーグ　【一塁】　原口文仁
（神）　12,462

スポーツ（プロ野球）

2017/5/24 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】☆湊竜（寄居） や4-1　※夏場所10日目 スポーツ（大相撲）

2017/5/24 埼玉新聞 12
ローズガーデン鮮やか 「手作り」にこだわり 寄居の中嶋さん宅27日か
らイベント 300種400株お出迎え　西ノ入の中嶋誠さん（60）方で27、28日、
「ローズガーデンフェスタ」が開かれる　※写真

地域

2017/5/24 埼玉新聞 12 まちひとであい 映画　♦寄居町「健康ふれあい」映画会（寄居）　28日　中央公
民館

イベント情報

2017/5/24 埼玉新聞 15 つれづれ　まゆ毛が離れた！　高橋遙香（寄居町、10歳） 投稿

2017/5/24 スポーツニッポン 2 マイナビALL☆STARGAME2017　ファン投票　セ・リーグ　【一塁】　原口文仁
（神）　15,419

スポーツ（プロ野球）

2017/5/25 読売新聞 28 寄居町 住宅購入に補助金　（4/18日本経済新聞と同内容） 行政
2017/5/25 毎日新聞 24 短歌　水野昌雄選　寄居・福田秋子 投稿
2017/5/25 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】☆湊竜（寄居） ●4-2　※夏場所11日目 スポーツ（大相撲）

2017/5/25 埼玉新聞 8 リトルシニア　〈関東連盟夏季大会〉　21日、狭山リトルシニアグラウンドなど　▷2
回戦　八千代中央12-4深谷彩北（タイブレーク8回）

スポーツ（中学）

2017/5/25 埼玉新聞 16 森林フォトコンテスト 入選作20点が決定　「第26回さいたま森林フォトコンテ
スト」　入選者▷佳作＝武内道直（寄居）

文化・芸術

2017/5/25 スポーツニッポン 2 マイナビALL☆STARGAME2017　ファン投票　セ・リーグ　【一塁】　原口文仁
（神）　17,991

スポーツ（プロ野球）

2017/5/26 読売新聞 28 よみうり文芸 ♢･･･3月の月間賞受賞作品･･･♢　【川柳】　寄居町　町田節
子

投稿

2017/5/26 埼北よみうり 3
第31回読売旗争奪県北少年野球選手権大会 地区予選結果　14チー
ムが本大会出場　大里　開催日：5月14日、20日　会場：江南総合グラウンド　オブ
スマクラブスポーツ少年団　※写真

スポーツ（小学）

2017/5/26 埼北よみうり 4 ブータン王国陸上チーム来町 為末さん指導 親子陸上教室（寄居町）
（5/21埼玉新聞と同内容）　※写真

地域

2017/5/26 埼北よみうり 7 北條まつり 戦国時代にタイムスリップ（寄居町）　（5/15朝日新聞と同内
容）　※写真

観光

2017/5/26 埼玉新聞 10 第39回埼玉県アマチュアゴルフ選手権大会2017 参加選手募集開始‼
昨年の上位選手の成績　+13　⑳代紀幸（寄居）　78　79　157

スポーツ（ゴルフ）

2017/5/26 埼玉新聞 13 郷土力士星取表　【三段目】☆湊竜（寄居） や4-2　※夏場所12日目 スポーツ（大相撲）

2017/5/26 スポーツニッポン 2 マイナビALL☆STARGAME2017　ファン投票　セ・リーグ　【一塁】　原口文仁
（神）　23,284

スポーツ（プロ野球）

2017/5/27 朝日新聞 29 バラ香る 私の庭へようこそ 寄居 10年かけ300種に　（5/24埼玉新聞と同
内容）　※写真

地域

2017/5/27 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】☆湊竜（寄居） や4-2　※夏場所13日目 スポーツ（大相撲）

2017/5/27 埼玉新聞 16 県展特選入賞者　【報道関係賞】▷テレビ埼玉賞＝洋画「さざなみ」森香那海（寄
居町）

文化・芸術
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2017/5/28 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】☆湊竜（寄居） や5-2　※夏場所14日目 スポーツ（大相撲）

2017/5/28 埼玉新聞 8

第67回県展入選者 洋画　大野順一 森香那海 髙栁頴子 荻原貴美 西澤滿 柴

﨑恵子 村松泰弘 保泉俊雄　彫刻　吉田正則 浅見崇 吉田寿美子　工芸　綱島節

子 入江友芳　書　田中すみ子 清水彩那 雨宮君江 小野田澄枝 津久井栄子 神谷

静江 八鍬紀子　写真　木島宏

文化・芸術

2017/5/29 産経新聞 7 談話室　中原友美　24　（埼玉県寄居町　パート）　※イラストの投稿 投稿
2017/5/29 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】☆湊竜（寄居） や5-2　※夏場所千秋楽 スポーツ（大相撲）
2017/5/29 埼玉新聞 13 埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)石澤無涯 投稿
2017/5/30 読売新聞 26 市町村内総生産 最大の20兆9144億円 14年度　（5/6埼玉新聞と同内容） 経済・産業

2017/5/30 埼玉新聞 5
日本公庫活用し結束強化を強調 埼玉懇話会が定時総会　日本政策金
融公庫さいたま支店中小企業事業の取引先でつくる埼玉懇話会　29日、さいたま
市で定期総会　柴崎猛代表幹事（シバサキ製作所会長）があいさつ　※写真

経済・産業

2017/5/30 埼玉新聞 7 リトルシニア 深谷彩北3勝目　〈北部ブロックリーグ〉　28日まで　宇都宮リトル
シニアグラウンドなど　深谷彩北8-1佐野

スポーツ（中学）

2017/5/30 埼玉新聞 15

町発祥の献立で交流 人気のトントロリンスープ 北条氏ゆかりの八王
子の給食に（寄居）　寄居町の学校給食で人気の献立という町発祥の「トントロ
リンスープ」が、24日から姉妹都市の八王子市の給食に順次登場し食を通じた交
流を図っている　※写真

教育

2017/5/31 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2
所沢上山口が初Ｖ 石黒硬記念選抜中学生ソフトボール大会 寄居城
南にコールド勝ち　（5/23埼玉新聞と同内容）　【トーナメントの記録】▷準々決勝
寄居城南中8-1さい植竹中　※写真

スポーツ（中学）

2017/5/31 毎日新聞 22
ブータン選手と児童交流　東京五輪合宿地・寄居で陸上に汗　為末大
さん指導　（5/21埼玉新聞と同内容）　※写真

地域

2017/6/1 朝日新聞 25

寄居の小学校 授業中に出火 廊下で袋など燃える　31日午前9時55分ご
ろ、男衾小学校の校舎3階廊下で火が上がっているのを5年生の男児が見つけ、女
性教諭が119番通報　教諭が消火器で消し止めたが、廊下にあった布袋などが焼
けた　けが人はいない　児童419人が一時グラウンドへ避難

事件・事故

2017/6/1 読売新聞 31 ■小学校で布袋燃える　（同日の朝日新聞と同内容） 事件・事故
2017/6/1 毎日新聞 20 短歌　水野昌雄選　寄居・福田秋子 投稿
2017/6/1 毎日新聞 21 ニュース24時 寄居・小学校でぼや　（同日の朝日新聞と同内容） 事件・事故
2017/6/1 産経新聞 23 校舎廊下で火災 女性教諭が消火　（同日の朝日新聞と同内容） 事件・事故

2017/6/1 埼玉新聞 19 男衾小で火災 不審火の疑い 寄居、けが人なし　（同日の朝日新聞と同内
容）

事件・事故

2017/6/2 読売新聞 26 よみうり文芸 短歌　【入選】寄居町　田中広美　川柳　【入選】寄居町　小山喜
寛

投稿

2017/6/2 埼玉新聞 11 ♢バレーボール　県高校総体地区予選　【北部】（5月31日、本庄シルクドーム）
▷女子代表決定戦　寄居城北2-0鴻巣

スポーツ（高校）

2017/6/2 東京新聞 22 秩父点描 太公望 待望のアユ解禁　荒川の上流　1日、アユ釣り解禁　解禁
されたのは、白川橋（秩父市）から玉淀ダム（寄居町）までの荒川本流

観光

2017/6/3 毎日新聞 19 ハム逆転3連勝　○日4-2神●　阪神は4回に原口のソロなどで先行したが4番
手のドリスが制球を乱して崩れた　※写真（原口が左越えに先制ソロを放つ）

スポーツ（プロ野球）

2017/6/4 産経新聞 20 ◎コマツが3年ぶり優勝　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（柔道）
2017/6/4 埼玉新聞 5 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

2017/6/4 埼玉新聞 9

三井住友海上3位 新井 3連覇はならず 全日本実業団柔道　柔道の全
日本実業団対抗大会第1日　3日、富山県射水市アルビス小杉総合体育センター
世界選手権女子70㌔級代表の新井千鶴（寄居町出身、児玉高出）を擁し、三連覇
を目指した三井住友海上は3位だった

スポーツ（柔道）

2017/6/5 埼玉新聞 2 5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12,990　人口総数33,413　男16,554　女16,859

統計

2017/6/6 埼玉新聞 12
地図を手に町内駆ける フォトロゲ大会開催（寄居）　「フォトロゲイニング」
の大会が4日、寄居町内で行われた　関東一円から61チーム176人が参加　※写
真

地域

2017/6/6 埼玉新聞 17 つれづれ　父の日　大野順一（寄居町、71歳） 投稿

2017/6/7 日本経済新聞 35
県北部7市町 高校生に合同企業説明会　県北部の7市町は14日、深谷公
民館で2018年3月卒業予定の高校生を対象にした合同企業説明会を開く　域内企
業の人材確保と若者の定住・移住促進につなげる

行政

2017/6/7 埼玉新聞 2
新議長に佐藤氏 副議長は峯岸氏 寄居町議会　寄居町議会は6月定例会
の6日、新議長に佐藤理美氏（61）＝公明、3期目を、新副議長に峯岸克明氏（51）
＝無所属、2期目をそれぞれ選出

町議会

2017/6/7 埼玉新聞 9 リトルシニア　〈北部ブロックリーグ〉　4日、深谷彩北リトルシニアグラウンドなど
加須7-0深谷彩北（五回コールド）　深谷彩北10-0太田市（四回コールド）

スポーツ（中学）

2017/6/8 日本経済新聞 35

商店街の空き店舗解消 地域ぐるみで 県、4市町でモデル事業 専門
家派遣し地域ビジョン 担い手育成、活動公開　埼玉県は県内4市町で「空
き店舗ゼロプロジェクト」を始める　専門家を派遣し地域ビジョンを策定　空き店舗
と出店希望者をマッチング　商店街関係者だけでなく地元不動産業者や建築士な
どが幅広く参加し、地域ぐるみで支える仕組みを作る　活動過程を公開し他地域へ
の波及を目指す　プロジェクトは蕨市、越谷市、ふじみ野市、寄居町の指定した商
店街が対象　2019年3月まで実施

行政
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2017/6/9 朝日新聞 22

国民健康保険税 年1.7倍差　市町村が運営する国民健康保険　1人あたりの
保険税が県内の市町村によって倍近く違うことがわかる　表-■国保の保険税はこ
んなに違う　寄居町　6.9(万円：1人あたり保険税)　1.5(万円：1人あたり実質赤字)
40.8％(前期高齢者の割合)　87.3(万円：世帯所得)　※2015年度

行政

2017/6/9 読売新聞 24 よみうり文芸 俳句　上田日差子選　【入選】寄居町　町田節子 投稿

2017/6/9 埼玉新聞 7

全日本学童軟式野球大会県予選　高円宮賜杯第37回全日本学童軟式野球
大会マクドナルド・トーナメント埼玉県予選会　3、4日、熊谷さくら運動公園野球場
など　▷2回戦　オブスマクラブ（寄居）26-3与野スーパースターズ（さいたま）（四回
コールド）　▷3回戦　椿峰少年野球（所沢）12-1オブスマクラブ（五回コールド）

スポーツ（小学）

2017/6/9 埼玉新聞 7 今週のホームラン　6月4日＝志村瞭（深谷彩北リトルシニア） スポーツ（中学）
2017/6/10 東京新聞 5 時事川柳　（寄居町　内田士郎） 投稿

2017/6/11 読売新聞 33 鳩山町で31.9度 6地点で今年初の真夏日　県内は10日、8か所の観測地
点のうち寄居町と所沢市（いずれも29.7度）を除く6地点で今年初の真夏日

気象

2017/6/11 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

2017/6/11 埼玉新聞 11 県高校総体 ハンドボール　10日（第2日・吉川南高校ほか）＝各組2回戦　【女
子】b組　浦和西20-6寄居城北

スポーツ（高校）

2017/6/11 埼玉新聞 11
県高校総体 卓球　10日（第2日・上尾運動公園体育館）　▷男子ダブルス準々決
勝　木村、門脇（上尾鷹の台）3-1内田、星野（埼玉栄）　※内田拓光（埼玉栄高3
年、桜沢小出身）

スポーツ（高校）

2017/6/11 埼玉新聞 13 彩発見 歴史さんぽ ㊼椋神社（秩父）　戦国時代の元亀年間に社殿が焼失
し、天正3（1575）年に鉢形城主の北条氏邦が再建

連載

2017/6/13 埼玉新聞 1
秩父高原牧場改修へ 県、予算案に1億円計上　2017年度一般会計補正
予算案　9986万円は秩父高原牧場（東秩父村）の改修費　4920万円は種苗研究体
制の強化に充て、県寄居林業事務所に実験用温室を新たに設置

行政

2017/6/13 埼玉新聞 10
正智深谷初の頂点 国体予選少年 ラグビー　最終日、11日・熊谷ラグビー
場　▷決勝　正智深谷17-14熊谷工　【正智深谷】FW 橋本 HB 武井　※橋本吾郎、
武井治生（いずれも正智深谷高2年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2017/6/13 埼玉新聞 11
男子団体 埼玉栄8年連続13度目Ｖ 県高校総体 卓球　（最終日、12日・
スポーツ総合センター）　▷男子団体決勝リーグ　最終順位①埼玉栄　※内田拓光
（埼玉栄高3年、桜沢小出身）出場

スポーツ（高校）

2017/6/13 埼玉新聞 13

町教委が英会話教室 小学校教諭を対象に（寄居）　寄居町教育委員会
が町内の小学校教諭を対象に英会話教室　2020年度完全実施される次期学習指
導要領で5、6年生の外国語教科化などを見据え、教員の不安を払拭する狙い　※
写真

教育

2017/6/13 埼玉新聞 15 高校3年生対象に合同企業説明会　（6/7日本経済新聞と同内容） 行政

2017/6/13 スポーツニッポン 6

スポニチ主催 平成29年度関東高校ゴルフ選手権決勝　長野県軽井沢
町　軽井沢72ゴルフ東コース　♢平成29年度関東高校ゴルフ選手権決勝大会女子
個人の部第1日♢　(105)吉田莉生（埼玉・埼玉栄➌）81（41　40）　※吉田莉生（埼玉
栄高3年、城南中出身）

スポーツ（高校）

2017/6/14 埼玉新聞 9 リトルシニア 深谷彩北3勝目　〈北部ブロックリーグ〉　11日　久喜リトルシニア
グラウンドなど　足利7-5深谷彩北　久喜9-4深谷彩北

スポーツ（中学）

2017/6/15 埼玉新聞 15

老舗料理店で版画展 フォーラム連動企画 3人の作品30点 寄居　東秩
父村の和紙の里で行われる「版画フォーラム」の連動企画として、寄居の日本料理
店「喜楽」で「木版画三人展」が開かれている　広島県の作家横山隆雄さん、芳子
さん夫妻と次女尚さんの木版画約30点を展示　25日まで　※写真

文化・芸術

2017/6/16 朝日新聞 15 原口サヨナラ打　阪神3-2西武　十回1死満塁、3球目を左前打　今季2度目の
サヨナラ決勝打　※15日、甲子園

スポーツ（プロ野球）

2017/6/16 埼玉新聞 8 中学通信陸上　第63回全日本中学通信陸上県大会最終日　15日、熊谷スポー
ツ文化公園陸上競技場　【男子】▷走り高跳び　黒沢（大里男衾）　※原文ママ

スポーツ（中学）

2017/6/16 埼玉新聞 8 Ｌ 好機逸しサヨナラ負け　（同日の朝日新聞と同内容） スポーツ（プロ野球）

2017/6/16 埼玉新聞 10･11 第26回さいたま森林フォトコンテスト 入選作品紹介　佳作　全13点　初雪
の里（撮影地・寄居町）　武内道直さん（寄居町）　※作品写真

文化・芸術

2017/6/16 埼玉新聞 13
ストップ!振り込め詐欺 ♦ドコモショップ寄居店員に感謝状（寄居署）　寄
居署は9日、振り込め詐欺被害を未然に防止したとして「ドコモショップ寄居店」の市
川智映さん（38）らに感謝状を贈った　※写真

地域

2017/6/16 スポーツニッポン 4 金本監督サヨナラ100勝 延長10回原口が決めた 阪神3×-2西武　（同
日の朝日新聞と同内容）　※写真

スポーツ（プロ野球）

2017/6/17 東京新聞 11 原口 狙い澄ました一発　阪神4-2楽天　原口は二回1死一塁、楽天藤平の初
球をフルスイング　右中間スタンドに飛び込む先制2ラン　※写真　16日、甲子園

スポーツ（プロ野球）

2017/6/17 埼玉新聞 10 原口先制2ラン　（同日の東京新聞と同内容） スポーツ（プロ野球）
2017/6/17 スポーツニッポン 2 原口Ｖ弾 連夜のお立ち台　（同日の東京新聞と同内容）　※写真 スポーツ（プロ野球）

2017/6/18 さいたま報知 7
第17回全日本中学生ソフトボール県予選　5月28日、6月11日　北本総合
公園　【女子】　▷決勝　埼玉レッドスティード8-5埼玉ウィンズ（時間制限により4回終
了）　▷準決勝　埼玉ウィンズ9-0埼玉Ｒａｐｉｄ

スポーツ（中学）

2017/6/18 さいたま報知 7

寄居ジュニア ミラクル初Ｖ 1回戦・準決・決勝を逆転勝ち 狭山市ソフト
ボール協会長杯小学生大会　第26回狭山市ソフトボール協会長杯小学生
（女子）大会　6月3日、下奥富運動公園　▷決勝　寄居ジュニア11-4狭山ライオンズ
（時間制限により5回終了）　▷1回戦　寄居ジュニア5-3毛呂山ウイングス　▷準決勝
寄居ジュニア7-2唐子マーメイド　※選手名簿、写真2

スポーツ（小学）

2017/6/18 埼玉新聞 5 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

2017/6/18 埼玉新聞 8 県高校総体 バスケットボール　17日（第2日・越谷総合体育館ほか）　▷女子1
回戦　大宮南63-56寄居城北

スポーツ（高校）
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2017/6/19 東京新聞 16 情報ファイル 展覧会　♦第9回寄居総合美術展　24、25日、寄居町中央公民館 イベント情報

2017/6/20 東京新聞 22 平和の俳句 戦後72年 記者の一句　文化部長・加古陽治　大久保利次（87）
埼玉県寄居町

投稿

2017/6/20 埼玉新聞 1 商店街再生へプロ派遣 県 空き店舗解消で支援 越谷など4市町対象
（6/8日本経済新聞と同内容）

行政

2017/6/20 埼玉新聞 12
小中高生が花壇作り 「花いっぱい運動」で交流（寄居）　秩父鉄道桜沢
駅周辺にある桜沢小学校と寄居中学校、寄居城北高校の児童と生徒84人が14
日、花のプランター作り　桜沢駅のホームに設置　※写真

教育

2017/6/21 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の夏季大会兼住
協カップ争奪戦　18日、富士見リトルシニアグラウンドなど　▷1回戦　深谷彩北4-3
ふじみ野

スポーツ（中学）

2017/6/21 埼玉新聞 8 県高校総体 バレーボール　20日（第1日・所沢市民体育館ほか）　▷女子1回
戦　寄居城北2-0星野　▷同2回戦　狭山ケ丘2-0寄居城北

スポーツ（高校）

2017/6/21 埼玉新聞 10 第99回高校野球埼玉大会組み合わせ　寄居城北-川越工　（ほか朝日、読
売、毎日、産経、東京新聞、スポーツニッポンの各紙に同様記事）

スポーツ（高校）

2017/6/22 東京新聞 28 「鳥」が付く駅巡る 一筆書きの旅 第9弾　※絵地図中に「寄居」、経路中の
乗り換え駅に「寄居駅」

連載

2017/6/23 埼北よみうり 2 花いっぱい運動 小中高生が交流（寄居町）　（6/20埼玉新聞と同内容）
※写真

教育

2017/6/23 埼北よみうり 3
寄居地区交通安全推進事業所協会 25周年記念式典（深谷市）　寄居
地区交通安全推進事業所協会の創立25周年を記念した式典が16日、深谷市花園
文化会館アドニスで行われた　※写真

地域

2017/6/23 埼北よみうり 6 埼北7月ｉｎｆｏ　8日（土）・9日（日）　♦寄居夏まつり　寄居市街（寄居町） イベント情報

2017/6/23 埼北よみうり 6 ｐｉｃｋ ｕｐ 作品展　第9回寄居総合美術展　6月24日（土）・25日（日）　寄居町中
央公民館

イベント情報

2017/6/23 産経新聞 25 空き家対策の動き加速 県・4市町 ゼロ化で商店街再生へ　（6/8日本経
済新聞と同内容）

行政

2017/6/23 埼玉新聞 10
真夏の夢舞台 開幕‼ 第40回埼玉県学童軟式野球大会兼第12回ガス
ワンカップ埼玉選手権大会 44チーム頂点目指す　24日開幕　※トーナメ
ント表に寄居 オブスマクラブ

スポーツ（小学）

2017/6/24 読売新聞 31 Saturdayさいたま レジャー 歩く　♦鎌倉街道（上道）シリーズ パート④　29日
JR用土集合、東武東上線男衾駅解散

イベント情報

2017/6/25 埼玉新聞 5 埼玉俳壇　内野修選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2017/6/26 朝日新聞 32 中世戦国期の城がアツイ‼ 素朴で実用本位の姿、人気　鉢形城（埼玉県
寄居町）など

文化・芸術

2017/6/27 埼玉新聞 7 埼玉詩欄　田中美千代選　早春の河原　大野順一（寄居町） 投稿

2017/6/27 埼玉新聞 9 リトルシニア　〈北関東支部夏季大会〉　25日、久喜リトルシニアグラウンドなど
▷2回戦　深谷彩北4-2所沢中央

スポーツ（中学）

2017/6/27 埼玉新聞 10 ♦郷土力士新番付♦　【三段目】湊竜（寄居・湊） スポーツ（大相撲）

2017/6/27 埼玉新聞 12 地元産で梅干し作り 折原小 児童収穫、ジュースも（寄居）　折原小学校
で22日、3、4年生を対象にした梅もぎ体験と梅干し、梅ジュース作り　※写真

教育

2017/6/28 埼玉新聞 7
県学童軟式野球大会　第40回県学童軟式野球大会兼第12回ガスワンカップ
埼玉選手権大会　24日、県営大宮球場などで開会式と1回戦　▷1回戦　オール入
間39-3オブスマクラブ（寄居）（五回コールド）

スポーツ（小学）

2017/6/29 毎日新聞 24 俳句　星野光二選　寄居・町田節子 投稿

2017/6/29 東京新聞 24
自然の中の育児掲げ10年目 皆野のＮＰＯ法人「花の森こども園」　教
育内容に共感し、川越市や深谷市、寄居町などから子どもを通わせる保護者もい
る　※写真2

地域

2017/6/30 東京新聞 24

ＳＬランチで優雅に 秩父鉄道が初運行　地元シェフ、秩父産食材で伊
料理 来月は和食提供　秩父鉄道で17日、ランチを楽しめる初の蒸気機関車
「ＳＬパレオｄｅイタリアンランチ～ＳＡＬＶＡＧＥ（サルベージ）～」が運行　第二弾のラ
ンチＳＬとして、7月29日、寄居町の割烹（かっぽう）旅館「京亭」の和食を提供　※
写真3

経済・産業


