平成29（2017）年度 寄居町新聞記事索引

掲載日
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2017/7/1 読売新聞
2017/7/1 毎日新聞
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2017/7/4 埼玉新聞
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2017/7/4 埼玉新聞
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2017/7/4 埼玉新聞
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2017/7/5 埼玉新聞
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2017/7/6 東京新聞
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2017/7/6 埼玉新聞
2017/7/6 埼玉新聞

2017/7/6 埼玉新聞

記事見出・記事概要

ら県立自然の博物館 環境省のRDBで評価する情報が足りない「情報不足」に分
類され、16年に寄居町で見つかったミヤマツヤセイボウなど展示 ※写真2
埼玉俳壇 星野光二選 (寄居)吉澤祥匡 (寄居)石澤無涯
路線価上昇 投資の波県北にも 熊谷税務署が管轄する熊谷市、深谷市、寄
居町で管内の最高路線価が9年ぶりに上昇
リトルシニア 〈北関東支部夏季大会〉 2日、江南総合公園野球場など ▷3回戦
深谷彩北5-3栃木下野
女性みこし担ぎ手募集 8・9日、夏祭り（寄居） 「寄居夏まつり」実行委員
会が女性みこしの担ぎ手を募集 当日参加可 ※写真
交通安全推進25周年を祝う 寄居地区事業所協会 深谷市小前田の花
園文化会館アドニスで「寄居地区交通安全推進事業所協会記念式典」 1992年の
発足から25周年 警察音楽隊の演奏や歌謡ショーを実施 ※写真
私のイラスト 中原友美（埼玉県寄居町） ※イラストの投稿

ため池農法「農業遺産へ」 比企丘陵地域 8自治体、JA あす推進協
設立 比企丘陵地域の「ため池農法」 日本、世界農業遺産認定を目指し、3市5

1 町が7日、「比企丘陵農業遺産推進協議会」を設立する 設立発起人は滑川町の

2017/7/7 毎日新聞

19

2017/7/7 日本経済新聞

育館 7月9日（日）男子 寄居ミニバス 寄居小学校 7月9日（日）女子 寄居ス
パークル ※原文ママ
ため池農法「遺産」に 滑川など8市町、協議会 （7/6埼玉新聞と同内容）
トラの大砲連発 中谷場外へ、原口勝ち越し ○神10-5Ｄ● 阪神は2点を
追う三回に中谷、原口の2者連続本塁打で3点を挙げて逆転 ※6日・横浜スタジア
ム、阪神-DeNA、写真、原口文仁選手コメント
商店街振興を議論 県が有識者会議 10日に初会合 県が県内各地の
商店街振興のあり方を検討する有識者会議「商店街振興のあり方検討会」を設置
6月に蕨、越谷、ふじみ野、寄居の指定した商店街を対象にしたプロジェクトを開始
会議ではこれと並行して商店街が抱える問題への対応策を議論 ※写真
「ふるさと埼玉朝市」 丸広川越店前であす 農産物など35ブース 県西
部の農産物や加工食品を集めた「地元再発見 ふるさと埼玉朝市」 8日、川越市の
丸広百貨店東側駐車場 3回目 今回から参加団体も秩父地方や寄居町、和光市
など南北に広がり、計35のブースが設置される
中谷、原口 連続弾 （同日の毎日新聞と同内容）
小川町営G開設記念中学校野球大会 第49回小川町営グラウンド開設記
念中学校野球大会 ▷2回戦 吉見4-0寄居
中谷、原口連続アーチ （同日の毎日新聞と同内容）

2017/7/7 東京新聞

24

2017/7/7 東京新聞

13

2017/7/7 埼玉新聞

9

2017/7/7 埼玉新聞

10

2017/7/7 埼玉新聞

205人が技競う 第51回交通安全子供自転車埼玉県大会
13 代表41校
出場校一覧 寄居町立男衾小学校

2017/7/7 スポーツニッポン

経済・産業
スポーツ（中学）
観光
地域
投稿
行政

NTTドコモカップ第27回埼玉県フレッシュミニバスケットボール大会 今
8 年も開幕！ 小学4年生以下の熱戦 会場案内 北部地区 寄居あたご体 スポーツ（小学）
25

埼玉新聞
（第2部）

投稿

吉田昇町長 近隣の東松山、熊谷、深谷、嵐山、小川、吉見、寄居の各市町とJA
埼玉中央、JAくまがやが参加 ※写真
寄居町 世帯
2 6月1日現在の県内市町村別推計人口（県統計課調べ）
統計
数13,008 人口総数33,408 男16,560 女16,848
県内おでかけ情報 祭り ♦寄居夏まつり（寄居） 8日、9日 ウォーキング
7 ♦秩父路食べ歩きハイキング「四季御膳～涼風流れる少林寺を訪ねる～かんぽの イベント情報
宿寄居」（寄居） 9日

2017/7/7 読売新聞

2017/7/7

件名

25 Saturdayさいたま レジャー まつり ♦寄居夏まつり 8日、9日
イベント情報
絶滅危惧の動植物展示 自然の「いま」知って きょうから県立自然の
博物館 レッドデータブック（RDB）で絶滅の恐れが指摘される動植物の標本など
22 を紹介する企画展「埼玉生きもの情報～最新レッドデータブックの世界～」 1日か 文化・芸術

2017/7/2 埼玉新聞

2017/7/6 埼玉新聞

2018年8月作成時

行政
スポーツ（プロ野球）
行政

経済・産業
スポーツ（プロ野球）
スポーツ（中学）
スポーツ（プロ野球）
教育

白熱の夏 第99回全国高校野球埼玉大会 ※寄居町内中学出身者が登録
熊谷商（寄居1）、秩父（城南1）、秩父農工科
特集 メンバーに入っている高校（人数）
スポーツ（高校）
（寄居1･城南1）、東農大三（城南2）、武蔵越生（寄居2）、寄居城北（寄居1） （同日
付の朝日新聞、7/8読売新聞に同様の別刷り特集）

虎05年Ｖ以来！ 中谷だ原口だ 原口が決めた6号 （同 スポーツ（プロ野球）
1 同点＆Ｖ連弾‼
日の毎日新聞と同内容） ※写真

2017/7/8 毎日新聞

比企ため池農法 3市5町が協議会 （同日の埼 行政
21 農業遺産登録目指して
玉新聞と同内容） ※写真

2017/7/8 日本経済新聞

8月1日に記念感謝デー 県立川の博物館が8月1日、 文化・芸術
35 川の博物館20周年
開館20周年を迎える 同日は記念感謝デーとしてセレモニーなどを行う ※写真

2017/7/8 埼玉新聞

ため池農法 認定へ推進協 7日、「比企丘陵農業遺産推進 行政
16 世界農業遺産
協議会」の設立総会 滑川町エコミュージアムセンター ※花輪町長出席、写真

2017/7/9 産経新聞

熊谷と鳩山で今年初の猛暑日 開会式の高校球児が救急搬送 8日の
県営大宮球場で始まった全国高校野球選手権埼玉大会
24 県内は今年初の猛暑日
気象
の開会式では、計13人が熱中症とみられる症状を訴え、寄居城北の選手（15）が

2017/7/9
2017/7/10
2017/7/11
2017/7/11

埼玉新聞
埼玉新聞
毎日新聞
埼玉新聞
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24
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2017/7/12 朝日新聞

29

救急搬送されたが同日中に回復して帰宅
埼玉俳壇 星野光二選 (寄居)吉澤紀子 (寄居)吉澤祥匡 (寄居)石澤無涯
郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） や0-0 ※名古屋場所初日
毎日書道展の県内入選者㊤ ♢公募 〈漢字Ⅰ類〉 新井祥薫（寄居町）
郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） ○1-0 ※名古屋場所2日目

投稿
スポーツ（大相撲）
文化・芸術
スポーツ（大相撲）

2017夏 第99回全国高校野球選手権埼玉大会 捕手経験マウンドに還
スポーツ（高校）
元 ①寄居城北・小川竣也選手 ※写真
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2017/7/12 埼玉新聞
2017/7/12 埼玉新聞

2018年8月作成時

♦松本喜美子日本画作品展（熊谷） 12～18日 八木橋百貨店
6 ギャラリー情報
イベント情報
寄居町在住松本喜美子さんの初の個展

県シニアゴルフ シニアの部 第32回県シニア選手権〈10日・飯能GC＝シニア
7 6459㍎、グランドシニア6187㍎、ともにパー72〉 シニア（55～64歳）、グランドシニ スポーツ（ゴルフ）
ア（65歳以上）の2部門に計98人参加 ♢21位以下の成績♢ ㉓神田良夫（寄居）

2017/7/12 埼玉新聞
2017/7/12 埼玉新聞
2017/7/12 埼玉新聞

2017/7/13 読売新聞

2017/7/13 埼玉新聞

8 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） ○2-0 ※名古屋場所3日目
スポーツ（大相撲）
2017夏を体感 埼玉の夏祭り 寄居町 寄居玉淀水天宮祭 開催日 8月
10･11
観光
5日（土） 会場 玉淀河原 ※写真
第99回全国高校野球選手権 埼玉大会 第4日 初回猛攻で勝負あり
○川越工 果敢に攻めるも結果つながらず ●寄居城北 県営大宮球
13 県営大宮
スポーツ（高校）
場 ▷2回戦 川越工10-0寄居城北（5回コールド） ※写真 （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試合結果記事）
とろとろナスできました 寄居 農家が研究会 特産化へ 畑で自然交配し
てできたナスが軟らかくおいしいことから研究会を組織、特産化を目指して生産・出
33 荷を開始 「寄居とろとろナス」と名付け先月下旬から収穫開始 町内3か所のJA 経済・産業
ふかやの直売所に並ぶ 農家10軒で組織する「寄居町トロ茄子研究会」 ※写真

ぐるっと埼玉 花火大会特集 “川の国”彩る真夏の華 水天宮祭（寄
居） 先人の情熱 今に継ぎ たくさんのぼんぼりを付けた舟と花火で光の共演

6 を繰り広げる水天宮祭（寄居町）と船玉まつり（長瀞町）は、特色ある花火大会の双 観光

2017/7/13 埼玉新聞

9

2017/7/14 読売新聞

28

2017/7/14 埼玉新聞

12

2017/7/15 朝日新聞

25

2017/7/15 産経新聞

25

2017/7/15
2017/7/15
2017/7/16
2017/7/16

東京新聞
埼玉新聞
埼玉新聞
埼玉新聞
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9

2017/7/16 埼玉新聞

9

2017/7/16 埼玉新聞

15

2017/7/17 埼玉新聞

5

2017/7/19 埼玉新聞
2017/7/19 埼玉新聞

璧 2017県内花火大会一覧 8/5(土) 19：00～21：00 寄居玉淀水天宮祭 花火
大会 約5,000発 ※写真
郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） や2-0 ※名古屋場所4日目
Fridayさいたま カルチャー 夏空彩る花火大会 ♦寄居玉淀水天宮祭花火
大会 8月5日
郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） や2-0 ※名古屋場所5日目
柔道・新井選手「必ず金メダル」 世界選手権控え後輩に 柔道の世界選
手権（8月末、ハンガリー・ブタペスト）に出場する新井千鶴選手（23）＝70㌔級、三
井住友海上所属の激励会 14日、本庄市児玉文化会館「セルディ」 母校の児玉
高校が主催 ※花輪町長出席、写真
県民情報で爬虫類マップ 川の博物館 16種紹介、冊子配布 県内で繁
殖する爬虫類を16種類確認 県立川の博物館が平成25年度以降に行った県民へ
の情報公募などでわかる 成果を「みんなでしらべた埼玉県の爬虫類 埼玉県爬
虫類MAP」にまとめ15日から来館者に無料配布 A4判、16㌻、1500部 ※写真
時事川柳 （寄居町 ひとり蜂）
郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） ●2-1 ※名古屋場所6日目
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
郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） や2-1 ※名古屋場所7日目
県中学総体 ラグビー 15日（第1日・熊谷荒川緑地公園） ▷1回戦 寄居81-7
熊谷大幡
とろとろナスそろそろ出番 寄居で初出荷 産地化へ試食会 男衾コミュ
ニティーセンターで試食会 （ほか7/13読売新聞と同内容） ※写真
郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） ○3-1 ※名古屋場所8日目

イベント情報
スポーツ（大相撲）
スポーツ（柔道）

文化・芸術
投稿
スポーツ（大相撲）
投稿
スポーツ（大相撲）
スポーツ（中学）
経済・産業

スポーツ（大相撲）
埼玉ミュージアム 県内博物館・美術館情報 県立川の博物館 〈神に
8
文化・芸術
なったオオカミ〉「お犬様」に願い託し ※写真6、画像
10 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）
国体予選 陸上 ＝1位記録 「西部」（12、15、16日・川越運動公園陸上競技場）
【高校男子】▷三段跳び 木本吏哉（聖望学園）13㍍75 「南部」（15、16日・上尾運

2017/7/19 埼玉新聞

11 動公園陸上競技場） 【高校女子】▷1600㍍リレー 埼玉栄（佐久田、吉田、豊泉、

2017/7/20 毎日新聞

松田） 【少年女子B】▷800㍍ 吉田詩央（埼玉栄）2分20秒47＝大会新 ※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）
24 俳句 星野光二選 寄居・町田節子

2017/7/20 日本経済新聞

スポーツ（大相撲）

スポーツ（高校）

投稿
花粉少ないスギや樹液多いカエデ 県、優良種苗を開発へ 低コスト林
35 業めざす 県は林業振興のため、樹木の種苗研究体制を強化 寄居町に実験用 行政
温室を整備し優良種苗を開発 ※写真

2017/7/20 埼玉新聞
2017/7/21

朝日新聞
別刷り特集

14 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） ●3-3 ※名古屋場所11日目
スポーツ（大相撲）
第58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
8月3日 本庄市民文化会館 寄居町立寄居中 滝口響子(指揮者
1・5 B】■北部地区
文化・芸術
名) 空の回廊(演奏曲名) 【高校C】■8月3日 所沢市民文化センター 県立寄居

2017/7/21 埼玉新聞

7

2017/7/21 埼玉新聞

8

2017/7/22 産経新聞

23

2017/7/22 埼玉新聞

12

2017/7/23 毎日新聞

29

2017/7/23 埼玉新聞

7

城北高 知久望(指揮者名) スプリングフィールド(演奏曲名)
リトルシニア 〈北関東支部夏季大会〉 16、17日、所沢航空記念公園野球場な
ど ▷準々決勝 久喜9-0深谷彩北（五回コールド）
郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） や3-3 ※名古屋場所12日目
ニホンオオカミの剥製展示 川の博物館 県立川の博物館は22日、日本に3
体しかないニホンオオカミの剥製標本のうち和歌山大学教育学部が所蔵する1体
の展示を始める 特別展「神になったオオカミ～秩父山地のオオカミとお犬様信仰
～」の一環 9月3日まで ※写真
郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） や3-3 ※名古屋場所13日目
世界柔道 新井選手を激励 本庄で後輩ら400人参加 （7/15朝日新聞と
同内容） ※写真
県中学総体 ラグビー 22日（第3日・熊谷荒川緑地公園ラグビー場） ▷準決勝
熊谷東17-5寄居 （第2日・18日、熊谷緑地公園） ▷2回戦 寄居33-0深谷明戸

スポーツ（中学）
スポーツ（大相撲）
文化・芸術
スポーツ（大相撲）
スポーツ（柔道）
スポーツ（中学）
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2018年8月作成時

2017/7/23 埼玉新聞

ソフトボール 22日（第2日・毛呂山大類ソフトボール場） ▷女子2 スポーツ（中学）
7 県中学総体
回戦 寄居城南13-5川口安行

2017/7/23 埼玉新聞

バスケットボール 22日（第1日・深谷市総合体育館ほか） ▷女 スポーツ（中学）
7 県中学総体
子2回戦 三郷早稲田59-55寄居

2017/7/23 埼玉新聞
2017/7/23 埼玉新聞

9 郷土力士星取表 【三段目】☆湊竜（寄居） や4-3 ※名古屋場所14日目
スポーツ（大相撲）
15 埼玉俳壇 星野光二選 (寄居)吉澤紀子 (寄居)石澤無涯
投稿
県中学総体 柔道 23日（第1、2日、22、23日・県武道館） 男子81㌔級は小林

2017/7/24 埼玉新聞

2017/7/24 埼玉新聞
2017/7/24 埼玉新聞
2017/7/24 埼玉新聞
2017/7/25 読売新聞
2017/7/25 埼玉新聞
2017/7/25 埼玉新聞

隼（寄居男衾）が頂点 【男子】▷個人55㌔級準決勝 原（寄居男衾） 反則勝ち 浅見
▷同決勝 室谷（さいたま田島） 一本勝ち 原 ▷同73㌔級準決勝 八
7 （深谷花園）
スポーツ（中学）
木（本庄東） 一本勝ち 天川（寄居男衾） ▷同81㌔級準決勝 小林（寄居男衾） 優
勢 高橋（さいたま田島） ▷同決勝 小林 優勢 高橋（新座四） 【女子】▷個人57㌔
級決勝リーグ ③井田侑（寄居）1勝2敗 ▷同63㌔級決勝リーグ 井田朋（寄居）3敗
陸上 23日（最終日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場） 【男子】 スポーツ（中学）
7 県中学総体
▷走り高跳び ⑤黒沢（寄居）
8 郷土力士星取表 【三段目】☆湊竜（寄居） や4-3 ※名古屋場所千秋楽
スポーツ（大相撲）

埼玉県芸術文化祭2017協賛 第28回彩の国 埼玉ピアノコンクール 予
10･11 選出場者一覧 [ＥＦ部門] 7/25（火）さいたま芸術劇場音楽ホール 【Ｅ部門】山 文化・芸術

岸香穂（寄居） 7/27（木） 【Ｅ部門】柏葉実（寄居） [連弾部門] 7/28（金） 〈上
級〉岡部有紀（寄居）
県選手団名簿 【陸上】♢女子 吉田詩央（埼玉栄） ※吉田詩 スポーツ（高校）
30 高校総体2017
央（埼玉栄高1年、城南中出身）
ソフトボール 24日（第3日・鶴ヶ島運動公園） ▷女子準々決勝 スポーツ（中学）
8 県中学総体
朝霞三13-10寄居城南（五回コールド）
柔道 24日（最終日・県武道館） 【男子】▷準々決勝 本庄東3-1寄 スポーツ（中学）
8 県中学総体
居男衾 【女子】▷準々決勝 東松山北3-0寄居男衾 新座四1-1寄居（内容勝ち）

2017/7/26 読売新聞

ため池稲作「農業遺産」に 農家急減 維持管理の共同作業難しく 比
行政
企の3市5町 登録目指し推進協 （7/7読売新聞と同内容） ※写真
県選手団名簿 【卓球】♢男子▷団体 埼玉栄（内田拓光） ※ スポーツ（高校）
28 高校総体2017
内田拓光（埼玉栄高3年、桜沢小出身）

2017/7/26 埼玉新聞

ラグビー 最終日、25日・熊谷荒川緑地公園ラグビー場 ▷3位決 スポーツ（中学）
8 県中学総体
定戦 城西川越47-14寄居

2017/7/26 朝日新聞

2017/7/27 毎日新聞
2017/7/27 埼玉新聞

21

22 短歌 水野昌雄選 寄居・町田節子
投稿
県スポ少中学生軟式野球交流大会 県民総合体育大会第40回県スポーツ
少年団中学生軟式野球大会 23日、北本総合公園野球場などで開会式と1回戦か

6 ら準々決勝まで 開会式で松本夢叶（北部・中町ジュニア＝寄居）ほかの5選手が スポーツ（中学）

2017/7/27 埼玉新聞

13

2017/7/28 読売新聞
2017/7/28 読売新聞

25
25

2017/7/28 埼北よみうり

1

2017/7/28 埼北よみうり

5

2017/7/28 埼北よみうり

5

2017/7/28
2017/7/28
2017/7/30
2017/7/30

埼北よみうり
埼北よみうり
埼玉新聞
埼玉新聞

6
6
9
15

団員綱領を朗読 ▷1回戦 羽生西中4-3中町ジュニア（寄居）（五回コールド） ※
写真
県内お出かけ情報 イベント ♦かわはくまつり かわはく開館20周年感謝デー
（寄居） 1日
よみうり文芸 川柳 西潟賢一郎選 【入選】寄居町 町田節子
Fridayさいたま カルチャー えとせとら ♦県立川の博物館のイベント
夏を彩る埼北の夏まつり② 寄居玉淀水天宮祭（寄居町） 8月5日 ※
写真
世界柔道 新井選手 母校後輩らが激励（本庄市） （7/15朝日新聞と同内
容） ※写真
見つけたぞい ゆずの実から芽が！（寄居町） 寄居町の由利幸照さんか
ら写真の投稿 ※写真
埼北8月ｉｎｆｏ 5日（土） ♦寄居玉淀水天宮祭 玉淀河原（寄居町）
ｐｉｃｋ ｕｐ イベント 県立川の博物館開館20周年記念感謝デー 8月1日
埼玉俳壇 星野光二選 (寄居)吉澤祥匡 (寄居)吉澤紀子 (寄居)石澤無涯
つれづれ 梅雨明け宣言 大野順一（寄居町、71歳）

イベント情報
投稿
イベント情報
観光
スポーツ（柔道）
投稿
イベント情報
イベント情報
投稿
投稿

イベント主催者 突風警戒 上尾事故で再発防止を周知 「通り道」意
識、中止も覚悟 「上尾夏まつり」などで突風により12人がけがをした事故を受

2017/8/1 産経新聞

20 け、イベントを開催する県内自治体などが神経をとがらせる バーベキューが盛ん 社会

2017/8/2 朝日新聞

な「かわせみ河原」（寄居町）では普段からテントが時折飛ばされる 今年はフロン
トガラスが割れた車内から風で飛ばされたくいが発見された ※写真
来夏「北・南」2代表 埼玉 第100回全国高校野球記念大会 県高野連
23 が1日、埼玉から代表校が2校出場する来夏の第100回全国高校野球選手権記念 スポーツ（高校）
大会の地方大会の地区割りについて発表 ■北埼玉大会（79校） 寄居城北
水天宮祭楽しんで 5日、寄居 寄居玉淀水天宮祭 観光
19 舟山車に花火5000発
が5日夜、開かれる ※写真

2017/8/2 東京新聞
2017/8/3 東京新聞
2017/8/3 東京新聞

「ため池農法」を農業遺産に 滑川など8市町とJAが推進協 「6世紀後
行政
半ごろから」と推測 （7/8埼玉新聞と同内容） ※写真
ジュニア2部門は県内出身者が1位 埼玉全国舞踊コン 「第50回埼玉県
計7
22 全国舞踊コンクール2017」が7月21日から28日までさいたま市内で開かれた
文化・芸術
部門に約980組が出場 各部門の主な受賞者（県内関係分） 【クラッシクジュニア
22

部】▷1位＝内田瑠羽（寄居町）

2017/8/3 埼玉新聞

9 県内おでかけ情報 花火大会 ♦寄居玉淀水天宮祭花火大会（寄居） 5日

イベント情報

平成29（2017）年度 寄居町新聞記事索引

2018年8月作成時

橋に命名、20周年祝う 寄居のかわはく 記念行事にぎわう 県立川の博
2017/8/3 埼玉新聞

合わせ
15 物館は1日、開館20周年記念感謝デーとしてセレモニーとイベントを開催
文化・芸術
て募集した敷地内の橋の名称は「かわしろうばし」と「すいしゃばし」に決まる 開館

2017/8/4 朝日新聞

23

2017/8/4 朝日新聞

29

2017/8/4 読売新聞

27

2017/8/4 埼玉新聞

16

2017/8/5 産経新聞

19

2017/8/5 東京新聞

18

2017/8/5 埼玉新聞

19

2017/8/6 東京新聞

24

2017/8/6 埼玉新聞

7

2017/8/6 埼玉新聞

17

2017/8/7 埼玉新聞

4

2017/8/8 毎日新聞

22

2017/8/8 埼玉新聞

2

2017/8/8 埼玉新聞

5

2017/8/9 埼玉新聞
2017/8/10 産経新聞

2017/8/11 埼玉新聞

ル 7月9日 寄居あたご体育館 原谷サンボーイズ 対 寄居 ※写真2、原文ママ
9日の県内は台風5号による暖かい風の影響で猛暑日 ▷寄居
23 越谷38.1度
36.5度

事件・事故
文化・芸術
事件・事故
事件・事故
事件・事故
観光
投稿
観光
投稿
観光
統計
経済・産業

気象

7 ポーツ少年団小学生軟式野球交流大会の北部ブロック予選会の抽選会 6日、江 スポーツ（小学）

2017/8/12 埼玉新聞

8

2017/8/12 埼玉新聞

8

2017/8/13 読売新聞
2017/8/13 埼玉新聞

24
5

2017/8/14 毎日新聞

21

2017/8/15 埼玉新聞

文化・芸術

31チームが出場 20日開幕 全労済カップ争奪 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〉 全労済カップ争奪第42回県ス

1

2017/8/15 毎日新聞

スポーツ（高校）

NTTドコモカップ第27回埼玉県フレッシュミニバスケットボール大会 北
10･11 部地区 18会場90チーム 7月9日 寄居小学校 おがの女子 対 寄居スパーク スポーツ（小学）

2017/8/12 埼玉新聞

2017/8/14 東京新聞

以来の来館者は累計で約389万人 ※写真
高校総体 3日 ■サッカー 【男子】準決勝 流通経済大柏（千葉）1-0前橋育
英（群馬） ※榎本樹（前橋育英高2年、城南中出身）出場
響 ハーモニー 県吹奏楽コンクール ♢地区大会の結果（3日） 【高校C】▷優
良 寄居城北
留学生溺れて死亡 寄居の荒川 3日午後4時50分頃、寄居町鉢形の荒川
で、マレーシア国籍、川崎市多摩区、都内の私立大の留学生男性（21）が溺れ、搬
送先の病院で死亡が確認された
埼玉ピアノコンクール 139人が準本選へ 連弾部門 本選に38人 第28
回彩の国・埼玉ピアノコンクール Ａ～Ｄ部門は139人の準本選出場者、連弾部門
は19組38人の本選出場者が決定 【連弾】7月28日＝〈上級〉岡部有紀(寄居)・関田
彩夏(本庄)
荒川で遊泳中溺れマレーシア人死亡 （8/4読売新聞と同内容）
NEWSフラッシュ ★マレーシア人学生が荒川で溺れ死亡 （8/4読売新
聞と同内容）
寄居の荒川で溺れマレーシア人死亡 （8/4読売新聞と同内容）
夏の夜空に大輪5000発 寄居で玉淀水天宮祭 「寄居玉淀水天宮祭」が5
日夜、行われた ※写真
埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 (寄居)吉澤祥匡
荒川 光の競演 寄居玉淀河原で水天宮祭 （同日の東京新聞と同内容）
※写真
けやき 読者の声 戦後72年 テーマ投稿 日本は核廃絶先導を 大野
順一（71歳・寄居町）
幻想的な舟山車と花火共演 寄居玉淀水天宮祭 （8/6東京新聞と同内
容） ※写真
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13,010 人口総数33,381 男16,549 女16,832
県北地域就職説明会 あす、深谷市で開催 商議所、商工会 県北部の
商工会議所と商工会が連携して就職説明会「埼玉北部合同企業説明会」 9日、埼
玉グランドホテル深谷 新卒、既卒、社会人が対象 参加企業は県北部に本社な
どがある61企業

南総合文化会館 対戦カード決定 ※用土コルツ、オブスマクラブ、マッキーズ、中
町ジュニア、キングフィッシャーズ出場、トーナメント表
さきたま抄 毎年8月16日の盆行事「小川の百八灯」 由来に諸説 鉢形城（寄居
町）が開城し落ち延びた武者が一門の霊を慰めるために始めたとする説も
関東中学大会 柔道 9、10日、第2日、最終日・茨城県武道館 【男子個人】▷81
㌔級準決勝 小林(寄居男衾) 優勢 松本(東京・国士舘) ▷同決勝 久保(神奈川・
平塚金目) 反則勝 小林
国体予選 陸上 11日・上尾運動公園陸上競技場）＝3位記録 【女子】▷少年
B800㍍ ①吉田詩央（埼玉栄）2分16秒24 ※吉田詩央（埼玉栄高1年、城南中出
身）
よみうり文芸 川柳 【入選】寄居町 柴崎眞一
埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 (寄居)石澤無涯

コラム
スポーツ（中学）
スポーツ（高校）
投稿
投稿

ニホンオオカミ実像探る 寄居町・川の博物館 希少な剥製20日まで展
文化・芸術
示 （7/22産経新聞と同内容） ※写真
展覧会 ♦第13回よりい平和美術展 9月2、3日 寄居中央公民 イベント情報
16 情報ファイル
館 ※原文ママ
28 県立川の博物館 開館20周年祝う 寄居 （8/3埼玉新聞と同内容）
文化・芸術
「寄居町の四季」切手シート販売 県西北部の81郵便局 日本郵便はオ
新たな土産品として町が提案 82
11 リジナルフレーム切手「寄居町の四季」を販売
行政
円10枚つづり 1300円 県西北部地区連絡会管内の郵便局81局で扱う 1040シー
ト限定 ※写真

2017/8/16 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

県中学校総体柔道の部 【男子団体ベスト8の記録】【女子団体ベスト8 スポーツ（中学）
2 柔道
の記録】【男子個人戦の優勝者】 （7/24、25埼玉新聞と同内容）

2017/8/16 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

県中学校総体ラグビーの部 【決勝トーナメントの記録】（7/16、
2 ラグビー
23、26埼玉新聞と同内容）

2017/8/16 読売新聞

スポーツ（中学）

♦読売旗争奪県北少年野球選手権大会 11、13日、熊谷さくら スポーツ（小学）
22 少年野球
運動公園野球場ほか ▷1回戦 桶川カーディナルス2-0オブスマクラブ

平成29（2017）年度 寄居町新聞記事索引

2017/8/18 埼玉新聞

2018年8月作成時

景況上向き 県内15％ 共同通信全国調査 回復実感行き渡らず 市と
町村で開きも 共同通信の全国自治体アンケート 景況感が昨年末と比べ「上

1 向いている」とした市町村17％、76％は「変わらない」とみる 県内市町村は「上向 統計

2017/8/19 埼玉新聞

7

2017/8/20 埼玉新聞

7

2017/8/21 朝日新聞

25

2017/8/21 埼玉新聞

7

2017/8/21 埼玉新聞

7

2017/8/22 埼玉新聞

12

2017/8/24 朝日新聞

28

2017/8/24 毎日新聞

26

2017/8/25 読売新聞

28

2017/8/25 埼北よみうり

6

2017/8/25 埼北よみうり

6

き」15％（9市町）、「変わらない」81％（48市町村） 寄居町は「雇用関係数値の改
善は見られるが、景況感に影響ない」と回答
高校サッカー埼玉大会1次予選 あす開幕 ※予選トーナメント表 M組 寄
居城北-豊岡
埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 (寄居)石澤無涯 (寄居)吉澤祥匡
響 ハーモニー 県合唱コン 大学職場一般・彩の国 第60回県合唱コン
クールの大学職場一般部門と彩の国部門 20日、さいたま市文化センター 【彩の
国部門】▷銅賞 寄居城北高校コーラス部
第95回全国高校サッカー埼玉大会 第1日、20日・志木高校ほか 【1次予
選】▷Ｍ組1回戦 豊岡2-0寄居城北
♢陸上 関東選手権 最終日（20日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場）＝8位以
内の県勢記録 【女子】▷1600㍍リレー ③埼玉栄高 3分53秒27 ※吉田詩央（埼
玉栄高1年、城南中出身）出場
バルツバインで来月3日フェス（寄居） 寄居町富田の手作りハム・ソーセー
ジ専門店「バルツバイン」で9月3日、イベント「オクトーバーフェスト」が開催される
※ポスター画像
日本伝統工芸展 県内から22人入選 第64回日本伝統工芸展の入賞・入選
者 県内から22人が入選 9月20日から10月2日まで、東京・日本橋三越本店 【陶
芸】原清（寄居町）
俳句 星野光二選 寄居・町田節子
よみうり文芸 短歌 花山多佳子選 【入選】寄居町 田中広美 俳句 上田日
差子選 【入選】寄居町 町田節子
エンタメ 作品展 よりい平和美術展 9月2日（土）、3日（日） 寄居町中央公民館
SNS活用のフォトコン 9月1日から作品募集（寄居町） 「寄居町Facebook
フォトコンテスト」の作品を9月1日（金）から19日（火）まで募集 2回目となる今回は
「寄居町四季の旅～春・夏編～」がテーマ ※写真

スポーツ（高校）
投稿
文化・芸術
スポーツ（高校）
スポーツ（高校）
経済・産業
文化・芸術
投稿
投稿
イベント情報
行政

オブスマ完封勝ち 北部ブロック 全労済カップ争奪 埼玉県スポーツ少
年団小学生軟式野球交流大会 全労済カップ争奪第42回県スポーツ少年団
2017/8/25 埼玉新聞

8

2017/8/25 埼玉新聞

8

2017/8/26 埼玉新聞

7

2017/8/26 埼玉新聞

10

2017/8/27 朝日新聞

15

2017/8/27 埼玉新聞

7

2017/8/27 埼玉新聞

10

2017/8/28 東京新聞

18

2017/8/28 スポーツニッポン

9

2017/8/29 埼玉新聞

7

2017/8/29 埼玉新聞

12

2017/8/29 埼玉新聞

15

2017/8/29 埼玉新聞
2017/8/29 スポーツニッポン
2017/8/30 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

軟式野球交流大会の北部ブロック予選会 20日、江南総合運動公園野球場 ▷1回
戦 用土コルツ（寄居）8-1本庄リトルパワーズ（五回コールド） オブスマクラブ（寄
居）12-0妻沼スラッガーズ（熊谷）（三回コールド） 小鹿野カージナルス7-6マッ
キーズ（寄居）（六回コールド） 川本北小（深谷）13-1中町ジュニア（寄居）（三回
コールド） キングフィッシャーズ（寄居）13-4児玉少年野球クラブ（本庄）（三回コー
ルド）
今週のホームラン 8月20日 三浦蒼梧（用土コルツ）
元気です 指導30年、柔道で地域貢献 男衾柔道クラブ代表の笠原則夫さ
ん（56） 世界選手権に出場する教え子の新井千鶴選手（23）にエール 25歳で同
クラブを設立 30年間で千人近くの指導にあたった ※写真
全国中学大会 柔道 最終日、25日・福岡国際センター ▷男子81㌔級2回戦
小林隼（寄居男衾） 優勢 宗広杜頼（福井工大福井） ▷同3回戦 阿河陸人（広島・
口田） 払い腰 小林隼
柔道 世界選手権 あす開幕 表-■柔道世界選手権の日本代表 女子
70(階級) 新井千鶴 23(年齢)
埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 (寄居)吉澤祥匡 (寄居)吉澤紀子
♢プロ野球公示 （26日） セ・リーグ 【出場選手抹消】▷阪神 原口文仁捕手
（同日の読売新聞、スポーツニッポンに同様記事）
情報ファイル 催し物 ♦2017 第13回よりい平和と文化のつどい 9月3日 寄居
町中央公民館
28日開幕 柔道世界選手権 表-♢柔道世界選手権の競技日程♢ 1(日) 女子
70㌔(階級) 新井千鶴㉓（三井住友海上）
リトルシニア 〈北部ブロックリーグ〉 27日、深谷彩北リトルシニアグラウンドなど
宇都宮6-3深谷彩北
文化祭特集/志望校の文化祭を見に行こう！ 文化祭日程一覧 10月28
日（土） 寄居城北
埼玉歌壇 杜澤光一郎選 (寄居)前川ヤス子

ドローンで状況把握 町が災害協定を締結 深谷の測量会社と（寄居）

18 寄居町は22日、設計・測量会社「技術開発コンサルタント」（深谷市上野台）と「災
害時における無人航空機による協力活動に関する協定」を締結 ※写真
9 柔道世界選手権 表-♢柔道世界選手権の競技日程♢ （8/28同紙と同内容）
■平成29年度県中学校総合体育大会ソフトボールの記録
2 ソフトボール
（7/23、25埼玉新聞と同内容）

スポーツ（小学）

スポーツ（小学）
連載コラム
スポーツ（中学）
スポーツ（柔道）
投稿
スポーツ（プロ野球）
イベント情報
スポーツ（柔道）
スポーツ（中学）
特集
投稿
行政
スポーツ（柔道）
スポーツ（中学）

全労済カップ争奪 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 全労済カップ争奪第42回県スポーツ少年団小学生軟式野球交流
2017/8/30 埼玉新聞

7 大会の北部ブロック予選会 27日、熊谷市江南総合公園野球場 ▷2回戦 江南

ファイターズ（熊谷）4-3用土コルツ（寄居） 本庄エンゼルス6-5オブスマクラブ（寄
居）（五回コールド） キングフィッシャーズ（寄居）12-5荒川少年野球（秩父）（五回
コールド） ▷準々決勝 長瀞ジャイアンツ7-3キングフィッシャーズ（六回コールド）

スポーツ（小学）

平成29（2017）年度 寄居町新聞記事索引

2018年8月作成時

美術展示や講演で平和の尊さ考える 寄居で来月2、3日 「よりい平和と
2017/8/30 埼玉新聞

9月2、3日、寄居町中央公民館で開催 平和美術展で公募により
14 文化のつどい」
イベント情報
寄せられた絵画などを展示 長野県上田市の「無言館」館長の窪島誠一郎さんが

2017/8/30 埼玉新聞

19 白川充氏 （しらかわ・みつる＝元寄居町副町長） 28日死去 70歳
23 Fridayさいたま カルチャー 舞台 ♦お伽座公演 おもしろ怖い落語芝居 3

講演

2017/9/1 読売新聞
2017/9/1 埼玉新聞

日、9日、10日 寄居町鉢形の「劇団お伽座」
8月27日＝新井大晴、新井敍啓（オブスマクラブ）太幡隆
15 今週のホームラン
（キングフィッシャーズ）

訃報
イベント情報
スポーツ（小学）

個人男子中学3年 小林（深谷柔道SEIWA会）制す 女子同 井田（深谷
柔道SEIWA会）がＶ 県スポーツ少年団柔道親善大会 第39回県スポー
2017/9/1 埼玉新聞

15

2017/9/2 朝日新聞

15

2017/9/2 読売新聞

20

2017/9/2 毎日新聞

17

2017/9/2 産経新聞
2017/9/2 東京新聞

14
20

2017/9/2 埼玉新聞

7

2017/9/2 埼玉新聞
2017/9/2 スポーツニッポン
朝日新聞
2017/9/2
（夕刊）
2017/9/2

読売新聞
（夕刊）

ツ少年団柔道親善大会兼県民総合体育大会スポーツ少年団の部 「個人」【男子】
▷小学2年 ②高橋未来（男衾柔道クラブ） ▷同5年 ②藤沢孝太（男衾柔道クラブ）
▷同6年 ③福山青（男衾柔道クラブ） ▷中学1年 ③小林優大（深谷柔道SEIWA会）
▷同3年 ①小林隼（深谷柔道SEIWA会） 【女子】▷小学1年 ②興津薫朱華（男衾柔
道クラブ） ▷同4年 ①井田実来（深谷柔道SEIWA会） ▷中学2年 ①井田侑希（深
谷柔道SEIWA会） ▷同3年 ①井田朋伽（深谷柔道SEIWA会） ②長谷川実咲（男
衾柔道クラブ） ※写真
新井・梅木・佐藤 準決勝へ 柔道 世界選手権 1日 （同日の埼玉新聞と
同内容）
世界柔道 雪辱舞台 新井4強 女子70㌔級 エース証明狙う （同日の埼
玉新聞と同内容） ※写真
新井、佐藤ら準決勝へ 柔道 世界選手権 （同日の埼玉新聞と同内容）
※写真
梅木ら日本勢3人準決勝 世界柔道 （同日の埼玉新聞と同内容）
佐藤、新井ら準決へ 世界柔道 （同日の埼玉新聞と同内容）
まちひとであい 展示 ♦第25回寄居水彩画会作品展（寄居） 8-10日 寄居中
央公民館

スポーツ（小学）
スポーツ（中学）

スポーツ（柔道）
スポーツ（柔道）
スポーツ（柔道）
スポーツ（柔道）
スポーツ（柔道）
イベント情報

新井（児玉高出）準決勝進出 女子70㌔級 柔道世界選手権 23歳の大
11 器世界で躍動 柔道の世界選手権第5日 1日、ブタペスト 女子70㌔級の新井 スポーツ（柔道）
千鶴（寄居町出身、児玉高出、三井住友海上）が準決勝に進出 準々決勝でマリ
ア・ポルテラ（ブラジル）に延長戦の末、優勢勝ち ※写真
6 女子70㌔級 新井 3戦連続優勢勝ち （同日の埼玉新聞と同内容）

スポーツ（柔道）
柔と剛 新井「金」女子70㌔級 悔しさバネ「頑固さ」捨てた 柔道 世界
10
スポーツ（柔道）
選手権 （同日の読売新聞(夕刊)と同内容） ※写真
新井 泥臭く「金」 世界柔道女子70㌔級 前回大会の雪辱果たす 柔道
第5日、1日 女子70㌔級で新井千鶴
3 の世界選手権ハンガリー・ブタペスト大会
スポーツ（柔道）
（三井住友海上）が2度目の世界選手権出場で初優勝を飾る プエルトリコのマリ
ア・ペレスを破る 決勝は絞め技で一本勝ち ※写真

毎日新聞
（夕刊）
日本経済新聞
2017/9/2
（夕刊）
2017/9/2

新井金 泥臭く 女子70㌔級 がむしゃらに攻め 柔道 世界選手権 （同
4 日の読売新聞(夕刊)と同内容） ※写真
スポーツ（柔道）
新井気迫 悲願の金 技重ね 危なげなく 世界柔道 （同日の読売新聞(夕
8 刊)と同内容） ※写真
スポーツ（柔道）

2017/9/3 朝日新聞

再起の2人 気迫のメダル 新井「金」女子70㌔級 梅木「銀」女子78㌔
級 柔道 世界選手権 （同日の読売新聞と同内容） ※写真
強い心が生んだ金メダル 女子70㌔級の新井の初優勝
17 野村忠宏の目
は、「強い心」で勝ち取った金メダル

2017/9/3 読売新聞

新井「金」 一本締め 世界柔道女子70㌔級 「何が何でも」 柔道の世界
第5日は1日、女子70㌔級で新井千鶴（三井住
21 選手権ハンガリー・ブタペスト大会
スポーツ（柔道）
友海上）が初の金メダルを獲得 【女子】♢70㌔級 ▷決勝 新井 送り襟締め ペレス

2017/9/3 朝日新聞

17

スポーツ（柔道）
コラム

（プエルトリコ） ※写真

2017/9/3 毎日新聞
2017/9/3 日本経済新聞
2017/9/3 産経新聞
2017/9/3 東京新聞

23 新井 隙なし金 女子70㌔級 （同日の読売新聞と同内容） ※写真
29 新井気迫 念願の金 技重ね 危なげなく （同日の読売新聞と同内容） ※
写真

スポーツ（柔道）
スポーツ（柔道）

雪辱の「金」 東京へ「いいスタート切れた」 女子70㌔級 （同日の スポーツ（柔道）
20 新井
読売新聞と同内容） ※写真
新井 初の金 上野姉妹に師事、成長 女子70㌔級 オール一本勝ちで制
視察に訪れた三井住友海上の上野雅恵コーチ
10 した埼玉・児玉高3年の関東大会
スポーツ（柔道）
が勧誘 昨年からは上野順恵コーチの指導も仰ぐ （ほか同日の読売新聞と同内
容） ※写真

2017/9/3 埼玉新聞
2017/9/3 埼玉新聞

世界柔道 新井（寄居町出身）が初優勝 日本勢6個目の金 五輪への
1 第一歩 （同日の読売新聞と同内容） ※新井千鶴選手コメント、写真 町民に スポーツ（柔道）
大きな感動 寄居町では快挙を伝える号外を急きょ製作 ※花輪町長コメント
女子70㌔級 新井（児玉高出）圧巻のＶ 柔道世界選手権 「不動」体現
7 進化を確信 東京五輪への一歩 「素直にうれしい」一問一答 （同日の スポーツ（柔道）
読売新聞と同内容） ※写真

2017/9/3 埼玉新聞
2017/9/3 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
有言実行の頂点 柔道・新井選手 地元寄居 喜びに沸く 新井選手は男
※男衾柔道クラ
17 衾小1年から男衾中3年まで男衾柔道クラブに通い心身を鍛えた
スポーツ（柔道）
ブ・代表の笠原則夫さん（56）とクラブ所属小中学生のコメント、写真2、町広報号外
画像

平成29（2017）年度 寄居町新聞記事索引

2017/9/3 スポーツニッポン
2017/9/3 スポーツニッポン
2017/9/3 THE JAPAN TIMES
2017/9/4 埼玉新聞
朝日新聞
2017/9/4
（夕刊）
朝日新聞
2017/9/4
（夕刊）
読売新聞
2017/9/4
（夕刊）
毎日新聞
2017/9/4
（夕刊）
日本経済新聞
2017/9/4
（夕刊）
2017/9/5 朝日新聞

2018年8月作成時

東京五輪の星 23歳ド根性娘 新井は金すら通過点 女子で唯一メダル
スポーツ（柔道）
逃した2年前より進化も「課題」 （同日の読売新聞と同内容） ※写真
内股の組み手が上達 新井に安定感増した （東海大 スポーツ（柔道）
6 上水研一朗の目
体育学部武道学科准教授、男子柔道部監督）
6

captures 70-kg gold Arai won the women's 70-kg championship over スポーツ（柔道）
24 Arai
Puerto Rico's Maria Perez. ※写真
4 県内週間日誌 2日 世界柔道女子70㌔級 新井（寄居町出身）が初優勝
その他
混合団体 初代王者に 世界柔道 3日、最終日 初実施の男女混合団体戦
1 で日本が優勝 ※写真
スポーツ（柔道）
混合日本 有終の「金」 柔道世界選手権 3日 ■日本代表の決勝メンバー
5 新井千鶴（女子70㌔級、三井住友海上）
スポーツ（柔道）
柔道混合 日本「金」 世界柔道 （同日の朝日新聞(夕)と同内容） ※写真
1
スポーツ（柔道）
団結力で頂点 日本 混合団体「金」 柔道世界選手権 （同日の朝日新聞
7 (夕)と同内容）
スポーツ（柔道）
世界柔道 男女混合団体 日本が初代王者 個人は金7個獲得 （同日の
11 朝日新聞(夕)と同内容）
スポーツ（柔道）
メダル13個 東京五輪へ弾み 柔道世界選手権 ブタペストで開かれてい
16 た柔道世界選手権の閉幕から一夜明けた4日、個人戦で優勝した男女7選手が現
スポーツ（柔道）
地で取材に応じた 表-■個人戦の優勝者と日本選手の成績 【女子】70㌔級 新
井千鶴 三井住友海上 優勝 ※写真

2017/9/5 朝日新聞

秋季高校野球 寄居城北-小川 （9/6
25 北部・西部地区組み合わせ決定
埼玉新聞、9/7毎日新聞に同様記事）

2017/9/5 読売新聞

25 混合Ｖ 日本有終 世界柔道 （同日の毎日新聞と同内容） ※写真
スポーツ（柔道）
日本 有終飾る 柔道 世界選手権 初採用 混合団体で金 最終日、3日
19 2020年東京五輪でも実施される男女混合団体戦（6人制）で日本が決勝でブラジル
スポーツ（柔道）
を6-0で降し初優勝 ウクライナとの2回戦、ドイツとの準々決勝、韓国との準決勝を

2017/9/5 毎日新聞
2017/9/5 日本経済新聞

スポーツ（高校）

いずれも5-1で勝ちあがる 【男女混合団体戦】▷決勝 ○新井 優勢 ポルテラ
東京五輪実施 混合団体で金 （同日の毎日新聞と スポーツ（柔道）
33 日本、本家の総合力
同内容） ※新井千鶴選手コメント、写真

2017/9/5 東京新聞

東京五輪へ若い力台頭 初出場の5人が「金」 男女混合団体 日本初
スポーツ（柔道）
代王者 （同日の毎日新聞と同内容） ※写真
日本 混合団体 金 調整に苦慮 気迫で完勝 （同日の スポーツ（柔道）
21 東京五輪新種目
毎日新聞と同内容） ※写真

2017/9/5 埼玉新聞

日本柔道 混合団体制す 世界柔道で初の実施 新井選手Ｖに貢献
1 （同日の毎日新聞と同内容） ※写真 個人戦と違って新鮮 ※新井千鶴選手 スポーツ（柔道）

2017/9/5 産経新聞

15

コメント

2017/9/5 埼玉新聞

リトルシニア 〈北関東支部秋季大会〉 リトルシニア関東連盟北関東支部の秋
7 季大会兼ミズノ旗争奪戦 3日、さいたま市中央リトルシニアグラウンドなど ▷2回 スポーツ（中学）
戦 深谷彩北7-0戸田東（五回コールド）

2017/9/5 埼玉新聞

秩父カップリトルシニア硬式野球大会 第6回秩父カップリトルシニア硬式野
7 球大会 小鹿野町総合運動公園野球場など ▷1回戦 深谷彩北2-0大宮東 ▷
スポーツ（中学）
準々決勝 佐野6-0深谷彩北

2017/9/5 埼玉新聞

2017/9/5 埼玉新聞

混合団体 日本 完勝で初代王者 “本家”の意地示す 新井 腰痛押し
9 て貢献 （同日の毎日新聞と同内容） ※写真2 個人戦優勝の7人が会見 スポーツ（柔道）
新井「今後につなげる」 ※新井千鶴選手コメント
市町村と連携して取り組む 健康寿命延伸と医療費抑制 「平成29年度
優良賞 ♦未来の自分に“健幸”貯金 よりいプラス
10･11 健康長寿優秀市町村表彰」
福祉・医療
1000歩運動 寄居町 表-表彰市町村 健康長寿に係る取り組み事例 図-健康長
寿埼玉モデル実施市町村

2017/9/5 埼玉新聞

2017/9/5 埼玉新聞

「町の魅力」再発見 19日まで作品募集 フェイスブック写真コンテスト
行政
（寄居） （8/25埼北よみうりと同内容） ※PR画像
後輩ら快挙祝う 世界柔道団体優勝 児玉高出の新井選手 東京での
活躍期待 新井千鶴選手（23）＝寄居町出身＝は女子70㌔級での優勝に続き、
18 団体戦でも「世界一」に大きく貢献 母校の児玉高校女子柔道部で4日、後輩たち 地域
13

が快挙を祝福 1年生の小枝歩さん（16）は新井選手と同じ寄居町立男衾中出身
で、後を追って同校に入学 ※写真2

2017/9/5 スポーツニッポン
2017/9/6 読売新聞
2017/9/6 日本経済新聞
2017/9/6 埼玉新聞

東京へ収穫の初代王者 柔道混合団体 24戦21勝 決勝6-0の圧勝 8
個目金締め （同日の毎日新聞と同内容） ※写真
24 よみうり五行歌 草壁焔太選 入選 寄居町 浅見かよ子
33 世界柔道、日本代表が帰国 ※写真
寄居町 世帯
2 8月1日現在の県内市町村別推計人口（県統計課調べ）
数13,006 人口総数33,353 男16,530 女16,823
7

スポーツ（柔道）
投稿
スポーツ（柔道）
統計

世界柔道 五輪へはずみ 新井ら代表帰国 3日に終了した柔道の世界選
手権 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）ら日本代

2017/9/6 埼玉新聞

8 表が5日、成田空港に帰国 ※写真 日本勢6人1位に 柔道世界ランキング スポーツ（柔道）
国際柔道連盟（IJF）は4日付の世界ランキングを発表 女子では70㌔級の新井千
鶴がトップに浮上 素直にうれしい ※新井千鶴選手コメント

平成29（2017）年度 寄居町新聞記事索引

2018年8月作成時

五輪・パラ キャンプ誘致熱く 2020年東京五輪・パラリンピックへ県内自治体
の事前トレーニングキャンプ誘致活動が熱 県も各国の関係者を招待し「視察ツ

2017/9/7 朝日新聞

29 アー」で後押し 歓迎レセプションに参加した久喜邦康･秩父市長は「寄居をみても 行政

2017/9/7 読売新聞
2017/9/7 毎日新聞

誘致の宣伝効果は絶大だ」と話す ※表-■ホストタウン登録、キャンプ誘致状況
寄居町
（5日） ▷正七位瑞宝双光章 田村哲夫氏（元東松山市立唐子小学校
26 叙位叙勲
叙位叙勲
長）寄居町用土＝8月10日死去 （9/6埼玉新聞に同様記事）
22 俳句 星野光二選 寄居・町田節子
投稿

2017/9/7 東京新聞

若き技術者集団 デザインの限界に挑む 夢をカタチに未来へ スポー
ツから宇宙まで 埼玉・寄居の企業 車いす、松葉づえ…こだわる「見た
26 目」 体の不自由さを補う製品を見た目にもこだわって製作している工業デザイン 経済・産業

2017/9/7 埼玉新聞

15

2017/9/8 埼北よみうり

4

2017/9/9 東京新聞

22

2017/9/9 埼玉新聞

15

2017/9/10 埼玉新聞

7

2017/9/10 埼玉新聞

13

2017/9/12 埼玉新聞

8

2017/9/12 埼玉新聞

9

2017/9/12 埼玉新聞

11

2017/9/12 埼玉新聞

14

2017/9/13 毎日新聞

23

2017/9/13 東京新聞

5

2017/9/13 埼玉新聞

1

2017/9/13 埼玉新聞

8

会社が埼玉県寄居町にある パラリンピック選手の道具から宇宙関連機器まで手
掛ける技術力と先端を行くデザイン力 工業デザイン会社RDSの専務、杉原行里さ
ん（35） ※写真4
つれづれ 芸術の秋 大野順一（寄居町、71歳）
ドイツビールやソーセージ堪能 オクトーバーフェスト（寄居町） ドイツ
ビールやソーセージなどを楽しむ「オクトーバーフェスト」が3日、寄居町の「手づくり
ハム工房バルツバイン」の駐車場で行われた ※写真
中日写真協会賞に寄居町の青木さん 埼玉支部17年前期 中日写真協
会埼玉支部の2017年前期撮影会の審査結果 中日写真協会賞に青木哲朗さん
（寄居町）の「的中」が選ばれた 今回のテーマは「埼玉の春祭り、夏祭り」 主な入
賞者 東京新聞賞＝木島宏（寄居町） ※作品写真
城巡りブーム到来 歴史通以外も楽しい スタンプラリーが好評 関東近
郊にある日本城郭協会選定の「日本100名城」 【埼玉】 鉢形城
秋季高校野球地区大会 ●北部 ▷F組1回戦 寄居城北9-2小川（七回コー
ルド） （同日の朝日、読売、毎日新聞の各紙に同様記事）
埼玉俳壇 内野修選 (寄居)吉澤紀子 (寄居)吉澤祥匡
関東学童軟式野球秋季大会県予選 日本ハム旗第19回関東学童軟式野
球秋季大会県予選会 9、10日、県営大宮球場など ▷2回戦 間久里スネークス
（越谷）4-0キングフィッシャーズ（寄居）
郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） ○1-0 ※秋場所2日目
浦和がダービー制す PlenusなでしこLEAGUE 第14節最終日、10日・
NACK5スタジアム大宮 浦和3-2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）
「タカの渡り」観察を 16日 中間平、参加者募集（寄居） 寄居町は16日
に同町秋山の中間平で開催する「タカの渡り観察会」の参加者を募集 ※写真
柔道新井選手に寄居町民栄誉賞 世界選手権金メダル 寄居町は12
日、柔道の世界選手権ブタペスト大会の女子70㌔級などで金メダルを獲得した同
町出身の新井千鶴選手（23）＝三井住友海上＝に町民栄誉賞を贈ると発表 陸上
の設楽悠太選手に続いて2人目
発言 ミツバチ減少 農薬規制必要 無職 南部敏明 81 （埼玉県寄居町）
柔道新井選手に寄居町民栄誉賞 世界選手権で金 （同日の毎日新聞と
同内容）
郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） ●1-1 ※秋場所3日目

2017/9/13 埼玉新聞

第39回埼玉県アマチュアゴルフ選手権大会2017 決勝9/14・15 栄冠
10･11 は誰の手に 強豪集う県アマゴルフ最大級の祭典 予選からの進出者

2017/9/14 朝日新聞

寄居「爆破モノ」の聖地 ロケ誘致活動10年 映画・ドラマ60作 交渉や
24 募集、町も支援 採石場活用 昭和から 寄居町の土木建築材料会社の採

2017/9/14 朝日新聞

25

2017/9/14 読売新聞

7/31(月)鳩山CC 27人 代紀幸（寄居） 昨年の上位選手の成績 +13 ⑳代紀幸
（寄居） 78 79 157

石場 地元のフィルムコミッションと町などが手を組んで「特撮、爆破モノの聖地」と
して売り出そうと動き始めた ※写真2

投稿
経済・産業
文化・芸術
観光
スポーツ（高校）
投稿
スポーツ（小学）
スポーツ（大相撲）
スポーツ（サッカー）
地域
行政
投稿
行政
スポーツ（大相撲）
スポーツ（ゴルフ）

地域

世界柔道「金」新井選手に寄居町民栄誉賞 リオ五輪・設楽選手に続
行政
き2人目 （9/13毎日新聞と同内容） ※写真
地名のルーツ一冊に 作家・谷川さん「豊かな歴史知って」 埼玉の地名
32 にまつわる歴史 筑波大元副学長でノンフィクション作家の谷川彰英さん（72）が書 文化・芸術
いた「埼玉 地名の由来を歩く」（ベスト新書）が人気 第4章に男衾（寄居町）

2017/9/14 埼玉新聞
2017/9/14 埼玉新聞

8 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） や1-1 ※秋場所4日目
スポーツ（大相撲）
秋季高校野球地区大会
●北部
13日 ▷F組代表決定戦 上尾13-3寄居城
9 北（六回コールド） （同日の朝日、読売、毎日新聞の各紙に同様記事）
スポーツ（高校）
埼玉書道展が開幕 県立近代美術館 5部門743作品 公募展としては県
内最大規模の第61回埼玉書道展が14日、県立近代美術館で始まる 5部門で15
文化・芸術
～94歳の743作品を展示 17日まで 主な受賞者〈漢字〉▷県芸術文化祭実行委員
会会長賞＝田中秀穂（寄居町）

2017/9/15 毎日新聞
2017/9/15 東京新聞
2017/9/15 埼玉新聞
2017/9/15 埼玉新聞
2017/9/15 埼玉新聞
2017/9/16 東京新聞

タカの渡り 思う存分観察 あす寄居・中間平展望台 サシバ、ハチクマ
地域
など12種 （9/12埼玉新聞と同内容） ※写真2
8 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） ●1-2 ※秋場所5日目
スポーツ（大相撲）
〈決勝大会第1日、14日・岡部チサン美里コース＝7084㍎、
9 2017県アマゴルフ
スポーツ（ゴルフ）
パー72＝参加147人〉 ♢最終ラウンド進出選手♢ +8 ㊳代紀幸（寄居）80（37、43）

22

埼玉書道展開催 17日まで浦和区 （同日の毎日新 文化・芸術
18 流派超え743点集う
聞と同内容） ※写真
5 時事川柳 （寄居町 黒瀬美津子）

投稿

平成29（2017）年度 寄居町新聞記事索引

2018年8月作成時

あす40周年記念で合唱や講演会開催 寄居地方ユネスコ協会 寄居地
2017/9/16 東京新聞

少
18 方ユネスコ協会が17日、寄居町中央公民館で設立40周年を記念するイベント
地域
年少女合唱団の合唱や記念講演会 講演会は「下総皖一を偲ぶ会」の中島睦雄
会長

2017/9/16 埼玉新聞
2017/9/16 埼玉新聞

6 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） や1-2 ※秋場所6日目
スポーツ（大相撲）
♢陸上 県高校新人地区大会（13～15日・上尾運動公園陸上競技場ほか）＝1位
6 記録 「北部」【女子】▷800㍍ 福田舞菜（東農大三）2分20秒85 ※福田舞菜（東農 スポーツ（高校）
大三高1年、城南中出身）

2017/9/16 埼玉新聞
2017/9/17 さいたま報知

〈決勝大会最終日、15日・岡部チサン美里コース＝7084
8 2017県アマゴルフ
㍎、パー72〉 ♢最終ラウンド成績♢ +11 ⑭代紀幸（寄居）155＝80 75（36 39）

スポーツ（ゴルフ）

県北中学生バスケットボール大会 第50回県北中学生バスケットボール大
3 会 8月19～27日、本庄市民体育館など 【女子】▷準決勝 長瀞86-24寄居 ▷3位 スポーツ（中学）
決定戦 本庄南55-44寄居

2017/9/17 埼玉新聞
2017/9/17 埼玉新聞
2017/9/18 朝日新聞
2017/9/18 読売新聞

7 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
10 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） ●1-3 ※秋場所7日目
17 設楽 日本新 ハーフマラソン （同日の毎日新聞と同内容）
ラグビー 太陽生命カップ2017第8回全国中学生大会第2日 （17日・Ks
20 スタほか） 【女子の部】▷1回戦 福岡県代表19-12関東代表 ※杉田生璃（関東代

投稿
スポーツ（大相撲）
スポーツ（陸上）
スポーツ（中学）

表主将、寄居中3年）出場

2017/9/18 読売新聞
2017/9/18 毎日新聞

21 陸上♦設楽悠がハーフ日本新 （同日の毎日新聞と同内容）
スポーツ（陸上）
設楽悠が日本新 ハーフマラソン 10年ぶり 設楽悠太（25）＝Honda＝が16
21 日、チェコで行われたハーフマラソンに出場、日本新記録となる1時間0分17秒を
スポーツ（陸上）
マークし8位 従来の記録は2007年10月14日に佐藤敦之（中国電力）が出した1時
間0分25秒

2017/9/18 東京新聞

23 ハーフマラソン 設楽悠が日本新 （同日の毎日新聞と同内容）
5 発言 里親委託率の向上策に要望 NPO代表 新井裕 68 （埼玉県寄居

2017/9/18 東京新聞

ハーフマラソンで10年ぶり （同日の毎日新聞と同内容） スポーツ（陸上）
19 設楽悠が日本新
※写真

2017/9/18 埼玉新聞

8 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） や1-3 ※秋場所8日目
スポーツ（大相撲）
設楽悠が日本新
ハーフマラソン
10年ぶりの記録更新
（同日の毎日新
10 聞と同内容） ※写真
スポーツ（陸上）

2017/9/18 産経新聞

2017/9/18 埼玉新聞
2017/9/18 スポーツニッポン
2017/9/19 埼玉新聞
2017/9/19 埼玉新聞

町）

スポーツ（陸上）
投稿

6 リオ男子1万㍍代表 設楽ハーフで日本新 （同日の毎日新聞と同内容）
スポーツ（陸上）
7 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） や1-3 ※秋場所9日目
スポーツ（大相撲）
♢陸上 県高校新人西部地区大会最終日（18日・上尾運動公園陸上競技場）＝1
7 位記録 【男子】▷三段跳び 木本吏哉（聖望学園）13㍍67＝追い風参考 ※木本 スポーツ（高校）
吏哉（聖望学園高2年、男衾中出身）

2017/9/19 埼玉新聞
2017/9/20 読売新聞

寄居町は15日、町出身でシンガー
12 ふるさと大使に歌手の馬場さん（寄居）
行政
ソングライターの馬場俊英さんに町ふるさと大使を委嘱すると発表 第1号 ※写真

埼玉スポーツ 記録ファイル 弓道 関東高校個人選抜大会県予選会（8月
28 23、24日・大宮公園弓道場） ♢男子 ②荒木優太（寄居城北） ♢女子 ⑤黛美奈
（寄居城北）

2017/9/20 産経新聞

スポーツ（高校）

基準地価 住宅地9年ぶりプラス 商業・工業地4年連続上昇 県は19
23 日、県内の平成29年度基準地価を公表 下落率順は昨年唯一マイナス3％に達し 経済・産業

2017/9/20 埼玉新聞

6・7

2017/9/20 埼玉新聞

9

2017/9/20 埼玉新聞
2017/9/21 朝日新聞

11
29

2017/9/21 読売新聞

27

2017/9/21 埼玉新聞

12

2017/9/21 埼玉新聞

13

2017/9/21 スポーツニッポン

7

2017/9/22 埼北よみうり

4

2017/9/22 埼玉新聞

7

2017/9/22 埼玉新聞

11

2017/9/23 埼玉新聞

7

2017/9/24 東京新聞

24

2017/9/24 埼玉新聞
2017/9/24 埼玉新聞

7
10

ていた寄居町が下落率をマイナス1.4％まで抑え、東秩父村と並んで7番目
2017年地価調査 県内基準地価格 （同日の朝日、読売、毎日、日経(第二
部)※富田のみ、産経、東京新聞の各紙に同様記事）
リトルシニア 〈北関東支部秋季大会〉 18日、庄和リトルシニアグラウンドなど
▷3回戦 大宮6-0深谷彩北
郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） ○2-3 ※秋場所10日目
寄居ふるさと大使 馬場俊英さん就任 （9/19埼玉新聞と同内容） ※写真
■74歳 300万円詐欺被害 寄居署は20日、寄居町の無職女性（74）が現金
300万円をだまし取られたと発表 18日午後10時頃から数回にわたり長男を装った
男から電話 19日午後7時半頃、志木市内で長男の知人を名乗る男に300万円を
手渡す
郷土力士星取表 【三段目】★湊竜（寄居） ●2-4 ※秋場所11日目
陸上の設楽啓 日立物流入部 寄居町出身 日立物流は20日、同社陸上部
に寄居町出身、武蔵越生高出の設楽啓太（25）が入部したと発表
日立物流陸上部 設楽啓入部 東洋大で箱根総合Ｖ （同日の埼玉新聞と
同内容） ※設楽啓太選手コメント
住民が芸能発表 ミュージックライブラリー（寄居町） 図書館まつり（16～
18日）開催中の寄居町立図書館で18日、ミニコンサート「ミュージックライブラリー」
が行われた ※写真
郷土力士星取表 【三段目】★湊竜（寄居） や2-4 ※秋場所12日目
ニュースクリップ ♦手渡し詐欺で300万円被害（寄居） （9/21読売新聞と
同内容）
郷土力士星取表 【三段目】★湊竜（寄居） や2-4 ※秋場所13日目
世界柔道女子70㌔級で金 新井選手に町民栄誉賞 寄居町 （9/13毎日
新聞と同内容） ※写真
埼玉俳壇 内野修選 (寄居)石澤無涯
郷土力士星取表 【三段目】★湊竜（寄居） や2-4 ※秋場所14日目

経済・産業
スポーツ（中学）
スポーツ（大相撲）
行政
事件・事故
スポーツ（大相撲）
スポーツ（陸上）
スポーツ（陸上）
文化・芸術
スポーツ（大相撲）
事件・事故
スポーツ（大相撲）
行政
投稿
スポーツ（大相撲）
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2017/9/24 埼玉新聞

交流宣言縁にバスツアー 来月3日和光市 東秩父、小川、寄居巡る
13 和光市は10月3日に開催する東秩父村や小川町、寄居町の観光名所を巡るバス

2017/9/25 朝日新聞

15

2017/9/25 読売新聞
2017/9/25 毎日新聞

24
19

2017/9/25 日本経済新聞

39

2017/9/25 産経新聞
2017/9/25 東京新聞
2017/9/25 埼玉新聞

14
22
4

2017/9/25 埼玉新聞

8

2017/9/25 埼玉新聞
2017/9/25 スポーツニッポン

8
7

2017/9/26 埼玉新聞

9

2017/9/26 埼玉新聞

9

2017/9/26 埼玉新聞

12

2017/9/27 埼玉新聞

11

2017/9/27 埼玉新聞

11

2017/9/28 毎日新聞

26

ツアーの参加者を募集 3町村と行った相互交流に関する共同宣言を受けた事業
設楽が6位 自己ベスト 陸上 ベルリン・マラソン 24日 第44回大会がベ
ルリンの市街地コースで行われ、設楽悠太（ホンダ）が2時間9分3秒の自己ベスト
で6位 レベルアップ実感 ※設楽悠太選手コメント
設楽悠6位、佐野7位 ベルリンマラソン （同日の朝日新聞と同内容）
★キャプチョゲＶ、設楽6位 （同日の朝日新聞と同内容）
キャプチョゲＶ 設楽は6位 ベルリン・マラソン （同日の朝日新聞と同内
容）
キャプチョゲＶ ベルリン・マラソン （同日の朝日新聞と同内容）
設楽悠が6位 ベルリン・マラソン （同日の朝日新聞と同内容）
県内週間日誌 17日 設楽悠（寄居町出身）が10年ぶり日本新 ハーフマラソン
設楽悠太が6位 ベルリン・マラソン （同日の朝日新聞と同内容） これが
今の僕の力 ※設楽悠太選手コメント
郷土力士星取表 【三段目】★湊竜（寄居） ●2-5 ※秋場所千秋楽
設楽悠6位 （同日の朝日新聞と同内容） ※写真
リトルシニア 〈北関東支部秋季大会〉 リトルシニア関東連盟北関東支部の秋
季大会兼ミズノ旗争奪戦 23、24日、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」【C組】▷3回戦 深谷彩北3-0三郷 ▷4回戦 栃木下野2-0深谷彩
北
深谷彩北4強ならず 上毛新聞社杯中学生硬式野球大会 第21回上毛
新聞社杯中学生硬式野球大会 23日まで、群馬・藤岡市民球場など ▷1回戦 深
谷彩北リトルシニア16-8伊勢崎ボーイズ（五回コールド） ▷2回戦 深谷彩北リトル
シニア9-2本庄ボーイズ（五回コールド） ▷準々決勝 長野ボーイズ8-4深谷彩北リ
トルシニア
商店主が技を伝授 18店舗「まちゼミ」 来月1日から（寄居） 寄居町内
の商店主などが技術を消費者に伝授するイベント「まちゼミ」（ふるさと寄居商店会
主催）が10月1日～31日に行われる 今回で2回目
油絵など73作品展示 来月1日まで 秩父美術館賞画家公募展 第13回
秩父美術館賞画家公募展 大賞は該当作品なし 11人が秩父美術館賞 受賞者▷
芝崎恵子（寄居） ※写真
深谷市民300人 活躍祝う 清水投手（花咲徳栄）に栄誉賞 第99回全国
高等学校野球選手権大会で優勝 深谷市が25日、花咲徳栄高校野球部の清水達
也投手に深谷市スポーツ栄誉賞 藤沢中で野球部の監督を務めた恩師で現在、
寄居城南中で教べんをとる塚越善博教諭（55）が花束を贈呈 ※写真
短歌 水野昌雄選 寄居・町田節子

2018年8月作成時

行政
スポーツ（陸上）
スポーツ（陸上）
スポーツ（陸上）
スポーツ（陸上）
スポーツ（陸上）
スポーツ（陸上）
その他
スポーツ（陸上）
スポーツ（大相撲）
スポーツ（陸上）
スポーツ（中学）

スポーツ（中学）

経済・産業
文化・芸術
地域
投稿

関東大震災時の朝鮮人虐殺 記憶に向き合い未来へ 川口「しばしば
舎」で講演や対談 川口市のブックカフェ「しばしば舎」で18日に開かれたイベ
2017/9/28 毎日新聞

26 ント「埼玉から関東大震災・朝鮮人虐殺を考える」 朝鮮人虐殺を描いたノンフィク その他

2017/9/28 東京新聞

22

2017/9/28 埼玉新聞

15

2017/9/29 埼玉新聞

7

2017/9/30 埼玉新聞

8

2017/9/30 埼玉新聞

11

2017/9/30 埼玉新聞

11

2017/10/1 埼玉新聞

5

2017/10/1 埼玉新聞

5

2017/10/1 埼玉新聞

11

ション「九月、東京の路上で」の著者、加藤直樹さん（50）らが講演 講演に先立ち、
加藤さんらは、寄居警察署で殺害された具学永さんの墓がある寄居町の正樹院な
どを訪ねて回る ※写真
情報の道しるべ ほっとなび ●歩く会 ★第16回ロングウォークちちぶ路（埼
玉） 10月1日 秩父鉄道長瀞駅集合 27㌔コースは寄居駅がゴール
ニュースクリップ ♦架空請求詐欺で10万円分被害（寄居） 寄居署は26
日、寄居町のパート従業員女性（53）が架空請求詐欺で電子マネー10万円分をだ
まし取られたと発表 15日午前10時5分ごろ、女性の携帯電話にショートメール
県高校新人大会 陸上 第1日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 【男子】▷
走り幅跳び ⑤木本（聖望学園）6㍍84 【女子】▷400㍍ ④吉田（埼玉栄）58秒29
※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）
県高校新人大会 陸上 第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）24分56秒84 ※松本優澄（本庄東高2年、男衾中出
身）
「鈴虫先生」あだ名に 寄居の新井さん 飼育57年「元気の源」 鈴虫を
飼育して57年 寄居町用土の元小学校教諭新井ぎんさん（91） 鈴虫は保育所や
小学校に籠ごと貸出し いつからか「鈴虫先生」のあだ名が付いた ※写真
まちひとであい 展示 ♦秋期企画展「かわはく・荒川20年」（寄居） 30日-11月
26日 県立川の博物館 開館20周年記念の企画展 ♦第9回6人展（寄居） 10月4
日-6日 日本料理「喜楽」 町出身や居住者の作家ら6人の作品展 染色、木工、
陶芸など
県高校新人大会 陸上 30日（最終日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場）
【男子】▷三段跳び ④木本（聖望学園）13㍍62 【女子】▷800㍍ ②福田（東農大
三）2分14秒21 ③吉田（埼玉栄）2分15秒10 ※木本吏哉（聖望学園高2年、男衾
中出身）、福田舞菜（東農大三高1年、城南中出身）、吉田詩央（埼玉栄高1年、城
南中出身）
県高校新人大会 男子団体 寄居城北Ａが優勝 弓道 30日（第1日・大宮
公園弓道場） 男子団体決勝で寄居城北Ａ（新井、荒木、帆刈、金井）が三郷北Ａを
8-4で破り2度目の優勝 東日本高校大会（来年3月23～25日・福島）に出場 ▷男
子団体2回戦 寄居城北Ａ9-9（2-1）武蔵越生Ａ ▷同準決勝 寄居城北Ａ8-7川越
総合Ａ ▷同決勝 寄居城北Ａ8-4三郷北Ａ
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

イベント情報
事件・事故
スポーツ（高校）
スポーツ（高校）
地域
イベント情報

スポーツ（高校）

スポーツ（高校）
投稿

平成29（2017）年度 寄居町新聞記事索引

2017/10/4 埼玉新聞

2018年8月作成時

小川町野球スポ少会長杯争奪大会 小川町野球スポーツ少年団の第46回
7 会長杯争奪大会 小川町総合運動場など ▷1回戦 越生グローイングス7-4用土 スポーツ（小学）
コルツ（寄居）

2017/10/5 朝日新聞

ホンダ、国内工場集約へ 車組み立て 狭山閉鎖し3拠点に ホンダは4
3 日、狭山工場を2021年度をめどに閉鎖し、車を組み立てる国内工場を4拠点から
経済・産業
三つに集約すると発表 狭山工場は1964年から稼働し老朽化 狭山工場での生産
や雇用は主に寄居工場に移す

車の国内生産 再縮小 ホンダ 販売伸び悩み ホンダは2012年、年100万
2017/10/5 朝日新聞

8

2017/10/5 朝日新聞

23

2017/10/5 読売新聞

9

2017/10/5 毎日新聞

2

2017/10/5 毎日新聞

6

台を国内生産との目標を掲げたが、国内販売は年70万台規模で足踏み 工場再
編は生産能力の縮小が柱 寄居工場は最新鋭の車と大型車、などど役割分担を
明確化する 国内工場 役割は先端技術 多様なエコカーがどう普及していく
か予測は難しい ホンダは最新の寄居工場をこの課題に取り組む切り札と位置付
ける ※写真
ホンダ撤退「大きな衝撃」 狭山市、深刻に受け止め ホンダが2021年度
をめどに狭山市の工場を閉鎖し、寄居町の工場に機能を移すとした発表は4日、驚
きをもって同市に受け止められた 一方で寄居町の花輪町長は「期待を寄せてい
る」と歓迎 ※写真
ホンダ、国内生産を縮小 21年度にも 狭山工場を停止へ （同日の朝日
新聞〈3〉と同内容）
狭山工場閉鎖へ ホンダ、生産拠点を再編 （同日の朝日新聞〈3〉と同内
容） ※写真
ホンダ 過剰生産能力解消 工場再編 ＥＶ開発競争に対応 （同日の朝
日新聞〈8〉と同内容） ※写真

経済・産業

経済・産業
経済・産業
経済・産業
経済・産業

2017/10/5 産経新聞

ＥＶシフト、工場再編波及 ホンダ、狭山の閉鎖検討 電動技術、日本で
経済・産業
主導 （同日の朝日新聞〈3・8〉と同内容） ※写真
ホンダ、埼玉2工場再編 [寄居町]地域活性に期待 [狭山市]税収減に
39
経済・産業
危機感 （同日の朝日新聞〈8・23〉と同内容） ※写真、位置図
寄居工場に集約 狭山閉鎖 （同日の朝日新 経済・産業
10 ホンダ、ＥＶ技術で新拠点
聞〈3・8〉と同内容） ※写真

2017/10/5 産経新聞

地元に衝撃 影響懸念 （同日の朝日新聞〈23〉と同 経済・産業
22 ホンダ狭山工場閉鎖
内容） ※上田知事コメント、写真

2017/10/5 東京新聞

1 ホンダ 狭山工場閉鎖へ ※見出し、写真のみ
経済・産業
ホンダ、寄居工場に集約へ
狭山閉鎖、リストラはせず
（同日の朝日新
3 聞〈3・8〉と同内容）
経済・産業

2017/10/5 日本経済新聞
2017/10/5 日本経済新聞

2017/10/5 東京新聞
2017/10/5 埼玉新聞
2017/10/5 埼玉新聞

2

ホンダ 狭山工場閉鎖へ 寄居に集約、国内生産再編 （同日の朝日新聞
1 〈3・8〉と同内容） ※写真、イメージ図 新技術に対応で世界リード期待 上 経済・産業
田知事 ※上田知事、新里県企業立地課長コメント
ホンダ狭山工場閉鎖へ 八郷社長一問一答 「従業員の雇用維持」 記
5 者会見した八郷隆弘社長は競争力の強化が目的と力説 狭山工場従業員の雇用 経済・産業
は維持すると話した ※写真

2017/10/5 埼玉新聞

ホンダ工場集約 狭山に大きな衝撃 操業50年余 地元危機感 （同日の
16 朝日新聞〈23〉と同内容） ※写真 「大きな期待」寄居町長 ※花輪町長、柴 経済・産業
崎商工会長コメント

ニュースクリップ ♦詐欺未遂などの容疑で男逮捕（寄居） 寄居署は3
2017/10/5 埼玉新聞

16 日、偽造有印公文書行使と詐欺未遂の疑いで、寄居町寄居、アルバイト男性容疑
事件・事故
者（22）を現行犯逮捕 同日午後0時15分ごろ、寄居郵便局で偽造した自身の運転

2017/10/6 産経新聞
2017/10/7 東京新聞

20 きのうきょう 見切り品 埼玉県寄居町 大久保三郎 69 無職
投稿
5 時事川柳 （寄居町 黒瀬美津子）
投稿
【鉄道業務
26 平成29年「鉄道の日」鉄道関係功労者国土交通大臣表彰
受賞・表彰
精励】▷吉川昇（東武ステーションサービス坂戸駅管区管区長）寄居町

免許証を使って口座の開設を申込み通帳をだまし取ろうとした疑い

2017/10/8 読売新聞
2017/10/8 埼玉新聞
2017/10/9 毎日新聞
2017/10/9 埼玉新聞
2017/10/11 朝日新聞
2017/10/11 埼玉新聞
2017/10/11 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 (寄居)吉澤紀子
投稿
LAST
WEEK
先週の出来事
4[水]
□ホンダが2021年度をめどに埼玉県内
6 の2工場のうち、狭山工場の機能を寄居工場に集約すると発表
その他
4 県内週間日誌 4日 ホンダ狭山工場閉鎖へ 寄居に集約
32 選挙人名簿登録者数 （9日現在、県選管発表） 【第11区】 寄居町

14,540(男性) 14,840(女性) 29,380(計) （同日の読売、毎日新聞にも同様記事）

その他
選挙

衆院選県内15選挙区立候補者 衆院選比例北関東ブロック単独立候
選挙
補者 埼玉関係 （各紙に同様記事）
ニュースクリップ ♦列車にはねられ男性死亡（寄居） 10日午前5時半ご
23 ろ、寄居町末野の秩父鉄道踏切で、皆野町の無職男性（43）が秩父発羽生行きの 事件・事故

18･19

2017/10/12 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

普通列車にはねられ死亡 事故で上下18本が運休 約4千人に影響
2 野球 リトルシニア北関東支部秋季大会 （9/20埼玉新聞と同内容）

2017/10/12 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

ピアノ 【8月6日･7日、さいたま市】第41回ピティナ・ピアノコンペティション東日本
3 埼玉2地区本選 彩の国さいたま芸術劇場音楽ホール 県勢の結果 ♢B級＝小4 文化・芸術

2017/10/12 毎日新聞
2017/10/12 埼玉新聞

スポーツ（中学）

以下 【本選優秀賞】矢﨑俊（寄居小3）

26 短歌 水野昌雄選 寄居・町田節子
投稿
県内小選挙区別 選挙人名簿登録者数 （2017年10月9日現在、増減は
2 2014年12月1日比） 第11区 寄居町 14,540(男) 14,840(女) 29,380(計) -75(増 選挙
減)

平成29（2017）年度 寄居町新聞記事索引

2017/10/12 埼玉新聞

4～7 衆院県内15小選挙区主な候補者プロフィル
作文コンクール 県審査に2131点応募 「第67回全国小・中学校作文コン

2018年8月作成時

選挙

クール」の県審査が10日行われ、部門ごとに特選1点、入選4点、佳作5点が選ばれ

2017/10/13 読売新聞

30 た 特選・入選作品一覧 【入選】♢小学校高学年の部 「おじいちゃんの背中を 文化・芸術

2017/10/13 読売新聞
2017/10/13 埼北よみうり
2017/10/13 埼北よみうり

32 よみうり文芸 川柳 西潟賢一郎選 【入選】寄居町 武藤利勝
1 秋まつり始まります！ 寄居秋まつり（寄居町） ※写真
4 秋まつり始まります！ 寄居町ふるさとの祭典市（寄居町）
15日まで小川で中日写協作品展 中日写真協会埼玉支部の2017年前期作
26 品展 小川町立図書館ギャラリー 15日まで 中日写真協会賞に輝いた青木哲朗

見て～おじいちゃんの意志を継ぐ～」（寄居町立寄居小5年 内田早紀）

2017/10/13 東京新聞
2017/10/13 埼玉新聞

7

2017/10/13 埼玉新聞

17

読売新聞
（夕刊）

3

2017/10/14 埼玉新聞

7

2017/10/15 読売新聞

23

2017/10/15 埼玉新聞

7

2017/10/16 埼玉新聞

2

2017/10/17 埼玉新聞

1

2017/10/13

2017/10/17 埼玉新聞
2017/10/18 埼玉新聞
2017/10/19 毎日新聞
2017/10/19 東京新聞

さん（寄居町）の「的中」など力作が訪れた人の目を引く ※写真
♢ソフトボール 県中学生大会（7、9日・さいたま市荒川総合運動公園） 【女子】
▷準決勝 埼玉レッドスティード（川口）4-1埼玉ウィンズ（寄居）
つれづれ 東京五輪の思い出 大野順一（寄居町、71歳）
設楽悠 五輪へ頭角 ベルリンマラソン6位 日本勢トップ 低迷の続く男子
マラソン界に刺激を与えそうなホープが頭角を現した 9月24日のベルリンマラソン
で6位に入った設楽悠太（ホンダ） 座右の銘は「夢はかなう」 ※写真
JAふかや 地域農業活性化へ 子会社設立 耕作放棄地など利用 JA
ふかやが13日までに100％出資の農業法人「ふかやアグリサービス」を設立 耕作
放棄地の農作業受委託ほか農業経営にも乗り出す 管内（深谷市、寄居町）では
耕作放棄地や遊休農地が約8％を占める
箱根駅伝 予選会 第94回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会（14日・陸自
立川駐屯地-国営昭和記念公園20㌔コース） 予選会総合成績 ⑥国学院大 ※
内田健太（国学院大4年、城南中出身）出場 （ほか朝日、産経新聞、スポーツニッ
ポンの各紙に結果記事）
埼玉俳壇 星野光二選 (寄居)吉澤祥匡 (寄居)石澤無涯
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13,017 人口総数33,339 男16,530 女16,809
´17衆院選 くらしの現場から[1] 人手不足 中小企業に打撃深刻 ■機
械化、外国人雇用も 自動車部品製造のシバサキ製作所（寄居町）

投稿
観光
観光
文化・芸術
スポーツ（中学）
投稿
スポーツ（陸上）
経済・産業

スポーツ（陸上）
投稿
統計
連載

キラッとカンパニーズ(204) 「野辺製作所」（寄居町） 緻密な精度で平
経済・産業
面研磨 野辺浩史専務（44） ※写真
第29回彩の国小学生クラブ秋季交流大会（14日・熊谷スポーツ文化公園
13 ♢陸上
スポーツ（小学）
陸上競技場） 【男子】▷走り幅跳び ⑧横山颯太（男衾学童陸上）
5

26 俳句 星野光二選 寄居・町田節子
投稿
2017衆院選埼玉 争点を語る▶中◀ 後継者難に歯止めを 9年ぶりに現
26 場復帰 前JAふかや組合長 島田一雄さん（69） 耕作放棄地 JAふかや 連載
管内で山間地を抱える寄居町はより深刻で全農地の1/3を占める ※写真

2017/10/21 埼玉新聞
2017/10/21 埼玉新聞

1 さきたま抄 「一年中桜に出会えるまちよりい・荒川グリーングリン」
コラム
「東京五輪へ決意新た」 寄居町が町民栄誉賞 世界柔道「金」新井千
20 鶴選手がい旋 寄居町は20日、世界柔道女子70㌔級と男女混合団体で金メダ 受賞・表彰

2017/10/22
2017/10/22
2017/10/22
2017/10/23

朝日新聞
埼玉新聞
埼玉新聞
埼玉新聞

28
4
7
1

2017/10/23 埼玉新聞

7

2017/10/24 朝日新聞

28

2017/10/24 読売新聞
2017/10/24 読売新聞

30
31

2017/10/24 毎日新聞

26

2017/10/24 産経新聞
2017/10/24 東京新聞
2017/10/24 埼玉新聞

26
19
3

2017/10/24 埼玉新聞
2017/10/24 埼玉新聞
2017/10/25 朝日新聞
2017/10/25 埼玉新聞

ルに輝いた町出身の新井千鶴選手（23）に町民栄誉賞を授与 母校の県立児玉高
校では優勝報告会も行われた ※写真2
選挙人名簿登録者数 （10/11同紙と同内容）
県内週間日誌 20日 世界柔道で金メダルの新井選手に寄居町民栄誉賞
埼玉俳壇 星野光二選 (寄居)吉澤紀子
県内小選挙区開票状況 （各紙に同様記事掲載）
関東高校新人大会 陸上 21、22日・駒澤オリンピック公園陸上競技場 【女
子】▷5000㍍競歩 ③松本（本庄東）24分32秒72 ※松本優澄（本庄東高2年、男衾
中出身）

小選挙区候補者の確定得票 選挙区別投票結果 小選挙区候補者の
市町村別得票
小選挙区確定票 比例選市区町村別得票
市区町村別投票率 寄居町 29,287(有権者数) 56.70(投票率％) 2.32(前回比)
比例代表市区町村別得票数 小選挙区の候補者別得票数 小選挙区
の市区町村別投票率
市町村別得票数
小選挙区地区別候補者得票数 比例代表北関東ブロック政党別得票
県内小選挙区市区町村別得票
県内小選挙区の投票者数と投票率 11区 寄居町 29,287(有権者数)

8 8,347(投票者数：男) 8,259(投票者数：女) 16,606(投票者数：計) 57.63(投票
率％：男) 55.79(投票率％：女) 56.70(投票率％：平均)
15 埼玉歌壇 沖ななも選 (寄居)田中広美

28 比例区北関東ブロック 各政党の県内確定得票
「多くの声援力に」世界柔道金メダル 新井が知事表敬 世界柔道女子
9 70㌔級、男女混合団体戦で優勝した新井千鶴（寄居町出身、児玉高出）が23日、
県体育賞会長特別賞贈呈式のため県庁を訪問 上田知事を表敬 ※写真、新井
千鶴選手コメント

選挙
その他
投稿
選挙
スポーツ（高校）
選挙
選挙
選挙
選挙
選挙
選挙
選挙
選挙
投稿
選挙
スポーツ（柔道）
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2018年8月作成時

ホンダ ＥＶ発売へ 20年、国内で初投入 ホンダは25日、2020年に日本で電
2017/10/26 埼玉新聞

今月4日、国内生産体制の再編成を発表 狭山
5 気自動車（EV）を発売すると発表
経済・産業
工場を閉鎖し21年をめどに寄居工場に集約、新技術への対応を強化する方針 ※

2017/10/26 埼玉新聞
2017/10/26 埼玉新聞

6 県内小選挙区の投票者数と投票率 （10/24埼玉新聞と同内容、同数値） 選挙
13 県内お出かけ情報 イベント ♦第12回お月見の会（寄居） 11月3日
イベント情報
県ゆかりの90人紹介 さいたま文学館 開館20周年で特別展 開館20周
14 年を迎えるさいたま文学館の記念特別展「埼玉の文学散歩」 11月26日まで 寄居 文化・芸術

写真

2017/10/26 埼玉新聞

の鉢形城をテーマにした井伏鱒二の「武州鉢形城」など展示 ※写真

ニュースクリップ ♦事後強盗容疑でペルー国籍の男逮捕（寄居署）
2017/10/26 埼玉新聞
2017/10/27 読売新聞
2017/10/27 埼北よみうり
2017/10/27 埼北よみうり

寄居署は25日、群馬県大泉町、ペルー国籍の派遣社員男性容疑者（37）を逮捕 8

19 月12日午後7時ごろ、寄居町富田のドラッグストアで缶ビール2箱を盗んで車で逃

事件・事故

走しようとしたところ男性店長（29）に呼び止められ、車を発進させドアミラーを店長
に衝突させた疑い
短歌 花山多佳子選 【秀逸】寄居町 町田節子 川柳 西潟賢 投稿
31 よみうり文芸
一郎選 【入選】寄居町 西村房江

柔道 新井千鶴選手に町民栄誉賞 東京五輪での活躍に期待（寄居
行政
町） （10/21埼玉新聞と同内容） ※写真
4日（土）・5日（日） ♦寄居秋まつり 寄居町市街地通り（寄居町）
6 埼北11月info
イベント情報
12日（日） ♦寄居町ふるさとの祭典市 寄居町市街地通り（寄居町）
2

2017/10/28 読売新聞

寄居 寄居町の風布、小林地区でミカン園が一斉に開園 ミ 観光
30 ミカン黄色く実る
カン狩りは12月中旬まで ※写真

2017/10/28 毎日新聞

和太鼓スーパーライブ さいたまスーパーアリーナで来月19日 人気の
11月19日、さいたまスー
24 和太鼓奏者らが集う「和太鼓スーパーライブinすわんど」
文化・芸術
パーアリーナの和太鼓スタジオ「すわんど」で開演 今回で48回目 出演は「和太
鼓鼕翔華（どうしょうか）～蓮～」（寄居町）ほか3グループ

2017/10/28 埼玉新聞

世界一の桜の町に 寄居の団体「荒川グリーングリン」10周年 寄居町
11 で桜の植栽を通じて地域の活性化を進めるボランティアグループ「荒川グリーング
地域
リン」（大久保和勇代表）が、桜植栽10年活動報告の集いをかんぽの宿寄居で開く
※写真

2017/10/29 産経新聞

春の高校バレー 全日本選手権 地方大会 第70回全日本バレーボール高
26 校選手権大会の代表選考会を兼ねた県大会の地区予選 29日 ♢女子 【北部】▷ スポーツ（高校）
2回戦 寄居城北2-0桶川 ▷準々決勝 小川2-0寄居城北

2017/10/29 東京新聞

馬場俊英さんをふるさと大使に 魅力発信に寄居町 寄居町は28日、町
20 出身のシンガー・ソングライター馬場俊英さん（50）に「ふるさと大使」を委嘱 ※写 行政
真

2017/10/29 埼玉新聞
2017/10/29 埼玉新聞

7 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
ながとろトロロ 絵本原画を展示 きょうまで長瀞「風の丘」 長瀞町のカ
絵本
13 フェギャラリー「風の丘」で生まれた妖精物語「ながとろトロロ」の絵本が完成
文化・芸術
の原画展が29日まで同店で開かれる 絵本を手掛けたのは寄居町在住で水彩画
家の清沢正孝さん（63） ※写真

2017/10/30 埼玉新聞

都大路へ 切符懸け疾走 来月1日号砲 第68回全国高校男子駅伝県
予選 第29回全国高校女子駅伝県予選 ※寄居町内中学出身者が登録メ

10･11 ンバーに入っている高校（人数） ※女子 本庄東（男衾1） 東農大三（城南1、寄

2017/10/31 埼玉新聞

8

2017/10/31 埼玉新聞

15

2017/11/1 埼玉新聞

9

2017/11/1 埼玉新聞

10

2017/11/1 埼玉新聞

10

居1） 埼玉平成（城南1） 坂戸（男衾1） 松山女（寄居1） ※男子 坂戸（城南1）、
熊谷西（寄居2）、坂戸西（男衾1）、本庄第一（寄居1）
♦郷土力士新番付♦ 【三段目】湊竜（寄居・湊）
エドヒガンザクラ 愛称と理由を募集 寄居町 寄居町は鉢形城公園に自生
するエドヒガンザクラの愛称を募集 町の天然記念物 11月30日締め切り
滑川町スポ少野球 滑川杯大会 滑川町スポーツ少年団野球部会の第27回
滑川杯大会 滑川町総合運動公園グラウンドなど ▷1回戦 吉岡少年野球クラブ
（熊谷）2-1オブスマクラブ（寄居）（五回コールド）
ラグビー東日本中学生大会 東日本中学生大会埼玉・栃木県予選第3日 29
日、熊谷ラグビー場 ▷準決勝 熊谷東55-0寄居
第70回全国高校バレー埼玉大会 （10/29産経新聞と同内容）

スポーツ（高校）
スポーツ（大相撲）
行政
スポーツ（小学）
スポーツ（中学）

2017/11/2 毎日新聞

スポーツ（高校）
新春の夢舞台目指し あす東日本実業団対抗駅伝 富士通、Ｈｏｎｄａな
19 ど混戦か 第58回東日本実業団対抗駅伝競走大会が3日おこなわれる Ｈｏｎｄａ スポーツ（陸上）

2017/11/2 毎日新聞

19

2017/11/2 毎日新聞

23

2017/11/2 埼玉新聞

7

2017/11/2 埼玉新聞

9

2017/11/3 毎日新聞

21

は設楽悠太が9月にハーフマラソンで日本新 日立物流はコニカミノルタを退社した
実力者の設楽啓太が加入
日本新は自信 常に本気で Ｈｏｎｄａ 設楽悠太 ※設楽悠太選手インタ
ビュー、写真
全国高校駅伝 県予選 表-男子第68回全国駅伝競走大会県予選会の成績
（同日の埼玉新聞と同内容）
県内おでかけ情報 イベント ♦第44回寄居町産業文化祭（寄居） 11、12日
町総合体育館ほか
全国高校駅伝県予選 1日、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び周辺特設
コース 男子 ♢総合成績 ⑤坂戸西 第2区（3㌔）❻(通過順位)金子侯生②(区間
順位)9分1秒 ※金子侯生（坂戸西高2年、男衾中出身）
前回王者日清 前半重視 東日本実業団駅伝 きょう号砲 日立物流は9
月に加入した設楽（※啓太）が5区 Ｈｏｎｄａは9月にマラソンを走った設楽（※悠太）
らを温存 オーダー表 ⑥日立物流 5区7.8㌔ 設楽

スポーツ（陸上）
スポーツ（高校）
イベント情報
スポーツ（高校）
スポーツ（陸上）
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2018年8月作成時

県北部 移住促進ツアー 7市町、若者向けに実施 県北部の7市町は4日
2017/11/3 日本経済新聞

と11日、東京都内や県南部の若者層を対象に、バスで各自治体のおすすめスポッ

37 トを案内する「埼北移住促進モニターツアー」を実施 4日は地域西側の本庄など、 行政

2017/11/3 埼玉新聞

6

2017/11/3 埼玉新聞

15

2017/11/4 朝日新聞

15

2017/11/4 朝日新聞

16･17

2017/11/4 読売新聞

20

11日は東側の熊谷、寄居など JTB関東熊谷支店に事業委託 両日とも定員40人
が満員
秋の叙勲 県内関係者 ▽瑞宝中綬章 小林基功 70 元中国公安委員長
寄居 （ほか同日の朝日、読売、毎日、日経、産経、東京新聞の各紙に掲載）
つれづれ お薦めの一冊 大野順一（寄居町、71歳）
攻防 序盤から激化か あす号砲 第49回全日本大学駅伝 5日に開かれ
る第49回大会のメンバーエントリー 3日発表 表-全日本大学駅伝メンバー 11(ナ
ンバー) 国学院大 内田(6区12.3㌔) ※内田健太（国学院大4年、城南中出身）
27の夢 伊勢路を疾走 第49回全日本大学駅伝 あす号砲 国学院大
内田健太④(年) 埼玉栄(出身高) 15分0秒64(5000㍍) ※内田健太（国学院大4
年、城南中出身）出場（6区）
ホンダ6度目Ｖ （同日の毎日新聞と同内容）

叙位叙勲
投稿
スポーツ（陸上）
スポーツ（陸上）
スポーツ（陸上）

Ｈｏｎｄａ2年ぶりＶ 最終7区で逆転 東日本実業団対抗駅伝 3人温存す
る強さ 第58回東日本実業団対抗駅伝競走大会 3日、埼玉県庁から熊谷スポー
2017/11/4 毎日新聞

16

ツ文化公園陸上競技場までの7区間77.5㌔ Ｈｏｎｄａが2年ぶり6回目の優勝 設楽
スポーツ（陸上）
（※悠太）ら主力3人を温存しての貫録勝ち 日立物流過去最高 2012年創部
の日立物流が過去最高の4位と健闘 25歳の設楽（※啓太）が加入、5区で区間2
位の走りでチームを活気付けた ※写真（設楽啓太選手）

昭和の子供たちの遊び、水彩画に 山田えいじ氏作品展 小鹿野で初
公開 昭和30年代に少女向け漫画で一世を風靡した画家、山田えいじ氏（本名・

2017/11/4 毎日新聞

19 保徳、1921～2006）が小鹿野町民の依頼で描いた、昭和の子供たちの遊びがテー 文化・芸術

2017/11/4 東京新聞

マの水彩画38点 同町の大徳院で4、5日の両日初公開される 山田氏は82年に東
京から寄居町に移住 ※作品画像
秩父産材でログハウス 市、利用拡大へ製作者養成 秩父市が秩父産材
18 でログハウスづくりを目指す「ちちぶログハウススクール」を開講 「ログビルダー」 行政
の養成が目的 講師はログビルダーの高橋昭夫さん（57）＝寄居町 ※写真
寄居町 世帯
2 10月1日現在の県内市町村別推計人口（県統計課調べ）
統計
数13,024 人口総数33,327 男16,514 女16,813

2017/11/4 埼玉新聞
2017/11/4 埼玉新聞
2017/11/4 スポーツニッポン

ホンダ2年ぶりＶ 東日本実業団駅伝 新たな環境で納得の走り 日立
スポーツ（陸上）
物流の設楽啓 （同日の毎日新聞と同内容）
日立物流元日切符 設楽啓 区間2位 （同日の スポーツ（陸上）
7 東日本実業団対抗駅伝
毎日新聞と同内容）
8

2017/11/5 読売新聞

中学校の部 ■男子11位以下 ⑱寄居男衾 ■女子11位以下
22 埼玉駅伝
(56)寄居男衾

2017/11/5 埼玉新聞

7 埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 (寄居)石澤無涯 (寄居)吉澤紀子 (寄居)吉澤祥匡
投稿
正智深谷3年ぶり4強 全国高校ラグビー埼玉大会 第4日、4日・熊谷ラグ
10 ビー場 ▷準々決勝 正智深谷26-19川越東 【正智深谷】FW橋本 TB冨田 HB武井 スポーツ（高校）

2017/11/5 埼玉新聞
2017/11/6 朝日新聞

16

2017/11/6 埼玉新聞

13

2017/11/6 スポーツニッポン

22

2017/11/7 埼玉新聞

1

2017/11/7 埼玉新聞

7

2017/11/7 埼玉新聞

12

2017/11/8 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

3

2017/11/8 読売新聞

26

2017/11/8 毎日新聞

22

2017/11/8 埼玉新聞

9

2017/11/9 毎日新聞

24

2017/11/9 東京新聞

21

※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）
第49回全日本大学駅伝 5日、名古屋市の熱田神宮から三重県伊勢市の伊
勢神宮までの8区間106.8㌔ ■7位以下の記録 ⑪国学院大 ※内田健太（国学
院大3年、城南中出身）出場（6区）
タマちゃんも紹介 川博で荒川20年展 寄居 県立川の博物館で開館20周
年を記念した秋期企画展「かわはく・荒川 20年」 タマちゃんにちなみアゴヒゲアザ
ラシの剥製標本も展示 ※写真
♢全日本大学駅伝成績♢ （同日の朝日新聞と同内容）
彩の国・埼玉りそな銀行 第48回埼玉文学賞 短歌部門 佳作 「百の扉」
水野勝浩（57）＝寄居町
東日本中学ラグビー予選 東日本中学大会埼玉・栃木予選 5日、熊谷ラグ
ビー場Bグラウンド ▷3位決定戦 立教新座59-19寄居
357選手が参加し県武術太極拳大会 第25回県武術太極拳選手権大会
県立武道館 選手357人、審判・役員・応援団など約900人が参加 各部門の1位
【女子】▷24式太極拳B＝真尾久美子（寄居町） ▷24式太極拳C＝藤波樹花（寄居
町） ▷太極剣・刀＝久米敦子（寄居町） 【団体】▷集団＝中村春香ほか7人（寄居
町）
理科 ■第69回埼玉県科学教育振興展覧会中央展、第61回日本学生科学賞埼
玉地区展覧会 10月30日、熊谷市スポーツ・文化村くまぴあ ♢中学校の部 【優良
賞】高橋穂香（寄居中1） ♢小学校の部 【優良賞】高橋遥香（寄居用土小5）
埼玉スポーツ 記録ファイル ソフトボール 第16回県中学生男女大会 ♢女
子 ③埼玉ウィンズ（寄居町） （10/13埼玉新聞と同内容）
全国Ｖ狙うＨｏｎｄａ 東日本実業団対抗駅伝 県勢のＨｏｎｄａ（狭山市）は今
秋の第58回大会で県内4度目（千葉開催時を含めると6度目）の優勝 寄居町出身
でリオ五輪1万㍍代表の設楽悠太選手らを擁し悲願の全国優勝を目指す
県中学新人大会 柔道 6、7日・県武道館 【女子】▷個人57㌔級準決勝 井田
（寄居） 一本勝ち 坂本（さいたま田島） ▷同決勝 水間（さいたま田島） 一本勝ち
井田 ※井田侑希
俳句 ■星野光二選 寄居・町田節子
情報の道しるべ ほっとなび もぎ取り楽しんで 実り前線 ミカン狩り ▶
埼玉 ★寄居みかん狩り

スポーツ（中学）

スポーツ（陸上）
文化・芸術
スポーツ（陸上）
文化・芸術
スポーツ（中学）
スポーツ（その他）

文化・芸術
スポーツ（中学）
スポーツ（陸上）
スポーツ（中学）
投稿
観光

平成29（2017）年度 寄居町新聞記事索引

2017/11/9 東京新聞

2018年8月作成時

寄居トンネルで事故想定 消防など70人が防災訓練 国道140号皆野寄
22 居バイパスの寄居トンネル（寄居町折原）で8日、乗用車事故を想定した訓練が
防災
あった ※写真

2017/11/9 埼玉新聞
2017/11/9 埼玉新聞
2017/11/10 埼北よみうり
2017/11/10 埼玉新聞

ラグビー 8日（第2日・熊谷ラグビー場Cグラウンド） ▷準々 スポーツ（中学）
9 県中学新人大会
決勝 寄居63-5深谷岡部
表-平成28年度県内市町村個
10･11 平成31年度に納税率全国平均を目指して
行政
人市町村民税納税率一覧 18(順位) 寄居町 96.1(納税率％)

シンガーソングライター馬場俊英さん 寄居町ふるさと大使に（寄居
行政
町） （10/28東京新聞と同内容） ※写真
リトルシニア 〈フレッシュマン大会〉 関東連盟北関東支部のフレッシュマン大会
▷2回戦 深谷彩北8-4川口B（六回コー
7 3～5日、狭山リトルシニアグラウンドなど
スポーツ（中学）
ルド） ▷3回戦 佐野5-1深谷彩北 〈北部ブロック長杯〉 3日、宇都宮リトルシニア
8

グラウンドなど ▷1回戦 深谷彩北8-4栃木下野

2017/11/10 埼玉新聞
2017/11/10 埼玉新聞
2017/11/12 日本経済新聞
2017/11/12 埼玉新聞

2017/11/12 埼玉新聞

あす準決勝 全国高校ラグビー埼玉大会 4強激突 総合力か突破力か
9 深谷-正智深谷 正智深谷 エースのCTB冨田の決定力 屈強なSH武井の勝負強 スポーツ（高校）
さ ※冨田陽登、武井治生（いずれも正智深谷高3年、寄居中出身）、写真（冨田）
秋の観光安全に トンネル内防災訓練 （11/9東京新 防災
14 皆野寄居バイパス
聞と同内容） ※写真

HOT STORY 栄光過ぎ去りしホンダ、再起動へもがく 電子版
Selection 狭山工場閉鎖、寄居工場集約 ※写真
バスケットボール 第1日、11日・上尾運動公園体育館ほ
5 県中学新人大会
か ▷女子1回戦 長瀞67-27寄居
8

全国高校ラグビー埼玉大会 ▷準決勝 深谷64-5正智深谷 攻守で力及ば
ず 正智深谷 主将のナンバー8橋本「自陣での粘りが足りなかった」と悔やむ

7 【正智深谷】FW橋本 HB武井 TB冨田 ▷交代【正】中嶋 ※橋本吾郎、武井治生、

冨田陽登（いずれも正智深谷高3年、寄居中出身）、中嶋秀太（同1年、寄居中出
身）
埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 (寄居)石澤無涯
県庁開放、施設無料も 14日の「県民の日」 「県民の日」の14日、県は県
庁を開放する「県庁オープンデー」として多彩なイベントを開く 五輪・パラリンピック
スペシャルステージとして、ハーフマラソン日本記録保持者の設楽悠太さん（寄居
町出身）のトークイベント
秩父の椋神社に奉納 「三十三間筋兜」展示 神奈川・小田原城 「小田
原北条氏の絆」展 小田原城天守閣 北条氏の第4代当主氏政の弟・氏邦が城主
だった鉢形城（寄居町） 氏邦が秩父市の椋神社に奉納したと伝わる埼玉県指定
文化財「三十三間筋兜」を展示 特別展は12月24日まで 三十三間筋兜は11月19
日まで展示 ※兜写真
●寄居で女性はねられ死亡 13日午前10時10分ごろ、寄居町寄居の国道
140号バイパスで道路を横断していた近くの無職女性（88）が中型トラックにはねら
れ死亡 寄居署が群馬県高崎市のトラック運転手男性容疑者（48）を現行犯逮捕
■88歳はねられ死亡 （同日の朝日新聞と同内容）
「埼玉」146歳 きょう県民の日 各地でサービス提供 川の博物館（寄居
町）など29施設が入場無料に
郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） ●0-1 ※九州場所2日目
車にはねられ88歳女性死亡 寄居 （同日の朝日新聞と同内容）
受賞びっくり 喜びの声 作文コンクール県審査 「第67回全国小・中学校
作文コンクール」の県審査 ♢入選♢【小学校高学年の部】「おじいちゃんの背中を
見て～おじいちゃんの意志を継ぐ～」 寄居町立寄居小5年 内田早紀（大久保尚
郁教諭） 入選の12人 寄居町立寄居小5年 内田早紀さん 叙勲受けた祖父 ※
写真

経済・産業
スポーツ（中学）

スポーツ（高校）

2017/11/12 埼玉新聞

13

2017/11/12 埼玉新聞

18

2017/11/14 朝日新聞

28

2017/11/14 朝日新聞

29

2017/11/14 読売新聞

33

2017/11/14 埼玉新聞

1

2017/11/14 埼玉新聞
2017/11/14 埼玉新聞

9
19

2017/11/15 読売新聞

28

2017/11/15 読売新聞

リオ1万㍍代表 設楽選手 五輪アンバサダーに 県PRへ「世界と勝負」
29 2020年東京五輪の県内開催を広く発信してもらおうと、県は14日、寄居町出身でリ
行政
オデジャネイロ五輪陸上男子1万㍍代表の設楽悠太選手（25）にスペシャルアンバ

2017/11/15 毎日新聞
2017/11/15 日本経済新聞

サダーを委嘱 「県民の日」の同日、県庁で行われたトークショーに登壇 ※写真
県民の日 トークショーも （同日の読売新聞と同内容）
25 県庁を一般開放
※写真

投稿
行政

文化・芸術

事件・事故
事件・事故
行政
スポーツ（大相撲）
事件・事故
文化・芸術

行政

東京五輪マラソン 代表権誰に 有望な若手好記録続々 ハーフ日本新
44 設楽悠 2020年東京五輪に向けたマラソンの代表争いが今秋から本格化 五輪 スポーツ（陸上）
メダルの獲得にむけ新たな息吹が芽生え始める ※写真

2017/11/15 産経新聞

各地でイベント 県庁に過去最多1万1500人 （同日の読売新 行政
22 県民の日
聞と同内容）

2017/11/15 埼玉新聞

五輪ＰＲ 県民の日 県庁オープンデー （同日の読売新 行政
1 陸上の設楽さん
聞と同内容） ※写真

2017/11/15 埼玉新聞

〈北部ブロック長杯〉 ▷準決勝 加須10-3深谷彩北（六回コール
7 リトルシニア
ド）

2017/11/15 埼玉新聞
2017/11/16 毎日新聞
2017/11/16 埼玉新聞

スポーツ（中学）

9 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） や0-1 ※九州場所3日目
スポーツ（大相撲）
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
大野、岩井氏ら受賞 埼玉文化賞 7部門9氏に 埼玉新聞社制定「第60回
1 埼玉文化賞」の受賞者が決まる スポーツ部門特別賞に世界柔道選手権女子70 受賞・表彰
㌔級優勝の新井千鶴氏（24）＝寄居町出身

平成29（2017）年度 寄居町新聞記事索引

2017/11/16 埼玉新聞

2018年8月作成時

第60回埼玉文化賞 各受賞者略歴 スポーツ部門特別賞 新井千鶴氏
3 （24） 世界柔道選手権女子70㌔級優勝 三井住友海上火災保険女子柔道部所 受賞・表彰
属 寄居男衾中-児玉高出 ※写真

2017/11/16 埼玉新聞
2017/11/16 埼玉新聞
2017/11/16 埼玉新聞

8 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） ●0-2 ※九州場所4日目
9 県高校新人大会 ハンドボール 第1日、14日・スポーツ総合センターほか
【女子】▷b組1回戦 寄居城北21-19八潮

スポーツ（大相撲）
スポーツ（高校）

第60回埼玉文化賞 受賞者プロフィール スポーツ部門特別賞 新井
10 千鶴氏（24）世界柔道選手権女子70㌔級優勝 敗戦の悔しさ糧に成長 受賞・表彰
※写真

2017/11/17 毎日新聞

ギャラリー ●入江友芳 晩秋の器展 30日～12月10日
24 インフォメーション
飯能市カフェギャラリー風の道 50代で寄居町に陶房を開き創作活動

イベント情報

中心街活性フォーラム 寄居町 他地域の施策など紹介 28日に 寄居
2017/11/17 日本経済新聞

37 町は商工会などと協力し中心市街地の活性化に向けたフォーラムを28日に開く
町が参加する県の「空き店舗ゼロプロジェクト」の進捗など報告 参加無料 定員

経済・産業

100人

2017/11/17 埼玉新聞
2017/11/17 埼玉新聞

8 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） や0-2 ※九州場所5日目
スポーツ（大相撲）
関東高校駅伝県 あす号砲 出場校紹介 男子 坂戸西㉟ 6(区) 金子侯生
9 2(年) 寄居男衾(出身中学) 女子 本庄東㉝ 4(区) 松本優澄 2(年) 寄居男衾(出 スポーツ（高校）
身中学)

2017/11/17 埼玉新聞
2017/11/18 産経新聞

2017/11/18 東京新聞
2017/11/18 埼玉新聞

第62回県大会高校の部（14日・県武道館） ▷女子準々決勝 鈴木（淑徳
9 ♢剣道
スポーツ（高校）
与野） メ－ 江連（寄居城北）

武蔵野銀行 武蔵野銀行は平成30年春に寄居支店を移 経済・産業
23 寄居支店を移転へ
転し新店舗で営業すると発表 ベルクが計画するショッピングモールの隣
「マンホール」から観光振興 北条氏が縁 「ふた」を交換 あす 寄居町
が八王子市、小田原市と 戦国大名北条氏にゆかりの深い寄居町と八王子

18 市、小田原市がそれぞれのマンホールの蓋を友好の証として贈る 19日に八王子 行政
いちょう祭りの会場で3人の首長が交換式 自治体間で交換する取り組みは全国
初 小田原市が提案 ※デザイン画像3
7 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） ●0-3 ※九州場所6日目

北条の縁 マンホールで絆 姉妹都市の寄居・小田原・八王子 ふた
きょう交換式 （11/18東京新聞と同内容） ※デザイン画像3
埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 (寄居)石澤無涯 (寄居)吉澤祥匡
郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） ○1-3 ※九州場所7日目
県高校新人大会 ハンドボール 第2日、18日・くまがやドームほか 各組代表

スポーツ（大相撲）

2017/11/19 朝日新聞

19

2017/11/19 埼玉新聞
2017/11/19 埼玉新聞

7
10

2017/11/19 埼玉新聞
2017/11/19 埼玉新聞

10 決定戦 【女子】▷b組 越谷南24-7寄居城北
スポーツ（高校）
寄居 快勝Ｖ 熊谷富士見に52-0 県中学新人大会 ラグビー 役割果た
11 し雪辱 最終日、18日・熊谷ラグビー場 ▷決勝 寄居52-0熊谷富士見 【寄居】※ スポーツ（中学）

2017/11/19 埼玉新聞

13

2017/11/19 埼玉新聞

16

2017/11/20 埼玉新聞

4

2017/11/20 埼玉新聞

7

2017/11/21 毎日新聞
2017/11/21 毎日新聞

出場メンバー、写真 第3日、11日・熊谷ラグビー場 ▷準決勝 寄居49-0熊谷東
【寄居メンバー】
事業プランさまざま 秩父の1市4町 創業塾にぎわう 受講者の元デザイ
ナー岩崎あゆみさん（33）は寄居町のフォレストカレッジで林業を学ぶため同町に
転居 ※写真
児童72人 晴れの表彰 荒川図画コンクール 「荒川図画コンクール」の表
彰式 18日、浦和コミュニティーセンター 28回目 県内32市町154校から1383点の
応募 受賞者 【特選】矢崎俊（寄居3） 内田早紀（寄居5） 【FM NACK5賞】松本知
恵（寄居5） ※写真
県内週間日誌 14日 「県民の日」県庁オープンデーで多彩なイベント 2020東
京五輪などの広報大使に決定した設楽悠太さんの委嘱式とトークショー
郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） や1-3 ※九州場所8日目

行政
投稿
スポーツ（大相撲）

経済・産業
文化・芸術
その他

スポーツ（大相撲）
県新人兼県民総合体育大会 寄居中がＶ 前半だけで6トライ奪う 県営
26
スポーツ（中学）
熊谷ラグビー場 （11/19埼玉新聞と同内容） ※写真
ホンダ少年野球 社会人野球のホンダ（狭山市）が18、19日の両日、ホンダ笠
27 幡球場（川越市）で「第6回ホンダカップ少年野球大会」を開く 同球場やホンダの工 スポーツ（小学）
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代表8チームが参加

2017/11/21 埼玉新聞
2017/11/21 埼玉新聞
2017/11/21 埼玉新聞
2017/11/22 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ
2017/11/22 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

キラッとカンパニーズ(209) 「豊田彫刻工房」（寄居） 伝統の技術を現
経済・産業
代に 豊田康業社長（50） ※写真
6 郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） や1-3 ※九州場所9日目
スポーツ（大相撲）
♢ソフトボール 都道府県対抗中学生大会県予選（12、19日・行田富士見球場ほ
7 か） ▷女子準決勝 埼玉ウィンズ（寄居）3-1草加VICTORY ▷決勝 埼玉ウィンズ スポーツ（中学）
5

11-4火の鳥ク（上尾）
2 柔道 ■県中学新人体育大会柔道の記録 （11/8埼玉新聞と同内容）

スポーツ（中学）

2 駅伝 ■第85回県駅伝競走大会中学校の部の記録 （11/5読売新聞と同内容）

スポーツ（中学）

平成29（2017）年度 寄居町新聞記事索引

2018年8月作成時

オブスマクラブ頂点 県スポ少野球北部ブロック結成記念大会 第36回

2017/11/22 埼玉新聞

7

2017/11/22 埼玉新聞

8

2017/11/23 読売新聞

29

2017/11/23 毎日新聞

23

2017/11/23 埼玉新聞

6

2017/11/23 埼玉新聞
2017/11/24 埼北よみうり

県スポーツ少年団北部ブロック結成記念大会 上里町忍歩パブリック公園野球場
▷1回戦 本庄エンゼルス6-1マッキーズ（寄居）（六回コールド） オブスマクラブ（寄
居）4-0美里少年野球 皆野少年野球4-3キングフィッシャーズ（寄居）（五回コール
ド） ▷2回戦 オブスマクラブ2-0上里東 用土コルツ（寄居）11-1神川少年野球（五
回コールド） ▷準々決勝 オブスマクラブ6-3本庄エンゼルス 横瀬武甲8-2用土コ
ルツ（五回コールド） ▷準決勝 オブスマクラブ4-0川本南小（深谷）（六回コールド）
▷決勝 オブスマクラブ8-1横瀬武甲（五回コールド） 【個人賞】▽最優秀選手賞
野地力希星（オブスマクラブ） ※写真2
郷土力士星取表 【三段目】湊竜（寄居） ○2-3 ※九州場所10日目
ホンダ工場撤退受け狭山市が聞き取りへ 関連会社などに 狭山市の
小谷野市長は22日、ホンダが2021年度をめどに狭山工場の生産を停止し寄居工
場に集約すると発表したことについて、関連会社も含めた約300社に聞き取り調査
を実施することを明らかにした
ホンダ工場撤退「地元影響調査」 会見で狭山市長 （同日の読売新聞と
同内容）
郷土力士星取表 【三段目】★湊竜（寄居） ●2-4 ※九州場所11日目

スポーツ（小学）

スポーツ（大相撲）
経済・産業
経済・産業

スポーツ（大相撲）
ぐるっと埼玉 里山に秋の実り 寄居ミカン狩り 甘酸っぱさに大満足 歩
8
観光
いて巡ろうパワースポット 湧き出す日本水 ※写真6
北斎や広重の作品を展示 出張美術館開催（寄居町） 「出張美術館in寄
6 居」 12月2日（土）、3日（日） 寄居町立総合体育館アタゴ記念館 ※展示予定作 文化・芸術
品画像

2017/11/24 東京新聞
2017/11/24 埼玉新聞
2017/11/25 埼玉新聞
2017/11/25
2017/11/26
2017/11/26
2017/11/27

埼玉新聞
埼玉新聞
埼玉新聞
埼玉新聞

2017/11/29 朝日新聞
2017/11/29 朝日新聞
2017/11/29 朝日新聞

2017/11/29 朝日新聞

2017/11/29 毎日新聞

ホンダ工場撤退で狭山市長 （11/23読売新聞と同 経済・産業
18 「地域への影響調査」
内容）
8 郷土力士星取表 【三段目】★湊竜（寄居） や2-4 ※九州場所12日目
スポーツ（大相撲）
埼玉文化賞・地方自治功労賞 13氏の栄誉たたえる 埼玉新聞社制定の
24日、さいたま市 ス
1 「第60回埼玉文化賞」と「第46回地方自治功労賞」の授賞式
受賞・表彰
ポーツ特別部門に今年の世界柔道選手権女子70㌔級優勝の新井千鶴氏（24）
※写真、新井千鶴選手は代理出席
郷土力士星取表 【三段目】★湊竜（寄居） や2-4 ※九州場所13日目
埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 (寄居)石澤無涯
郷土力士星取表 【三段目】★湊竜（寄居） や3-4 ※九州場所14日目
郷土力士星取表 【三段目】★湊竜（寄居） や3-4 ※九州場所千秋楽
国民健康保険 今年度の市町村税額 年収同じで最大2倍差 表-国民
20 健康保険税の負担はこれだけ違う 4方式の市町村 寄居町 304800(保険税･円)
5.10％(所得割) 9000(人頭割･円) 19000(世帯割･円) 35％(資産割)
ミカン狩りシーズン到来 寄居町でミカン狩りがシーズンを迎え
20 情報クリップ
る ※写真

7
7
8
7

スポーツ（大相撲）
投稿
スポーツ（大相撲）
スポーツ（大相撲）
行政
観光

職業紹介所 訳ありの悲喜劇 寄居の映画制作会社 3月から撮影 周
21 辺市町でもロケ 県民エキストラ出演 寄居町民でつくる映画制作会社「チョ 文化・芸術

コレートボックス」 同社第2弾の商業映画、小さな職業紹介所を舞台にした「おくれ
咲き」の撮影を来年3月中旬にはじめる ※写真
埼玉マリオン ●アート ♦入江友芳 晩秋の器展 30日（木）～12月10日（日）
22 飯能市前ケ貫のギャラリー風の道＆カフェレストラン 寄居町に「風ノ陶房」を構え イベント情報
る入江さんの陶芸展

埼玉とともに 支局開設90年 県版発行100年 県内最高峰の作品一堂
に 流派や会派超え出品 埼玉書道三十人展 毎日新聞さいたま支局は県

24 内のさまざまな書道展を後援 県書道界を脇から支える 埼玉県書道人連盟が主 文化・芸術
催の「埼玉書道展」 1952年、日展の審査員も務めた故菅谷幽峰氏らを役員として
発足 ※菅谷幽峰＝寄居町出身

2017/11/29 埼玉新聞

来月2、3日 柔道グランドスラム東京 新井（女子70㌔級）ら世界王者
8 は6人 柔道のグランドスラム東京大会 12月2、3日、東京体育館で男女各7階級 スポーツ（柔道）

2017/11/29 埼玉新聞

8

2017/11/30 読売新聞

29

2017/11/30 毎日新聞
2017/12/1 読売新聞

22
29

2017/12/1 読売新聞

29

2017/12/1 埼玉新聞

7

2017/12/2 朝日新聞

19

2017/12/2 朝日新聞

23

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）ら世界選手権優
勝者6人がエントリー ※写真
原口は200万円減 阪神 原口（寄居町出身）は200万円減の2千万円で更改
寄居町FB 冊子に 町の「いいね！」1年分 移住促進などに活用 寄居
町は町の出来事などを毎日掲載している町公式フェイスブックの昨年度1年分の記
事をまとめたカラー冊子「356days 365colors ob ＹＯＲＩＩ」（A5版、96㌻）を5000部作
成 移住促進イベントなどで無料配布 ※写真
短歌 水野昌雄選 寄居・町田節子
よみうり文芸 川柳 西潟賢一郎選 【入選】寄居町 柴崎真一
Fridayさいたま イベント ♦県立川の博物館「障がい者ウィークイベント～ここ
ろとからだのバリアフリーはくぶつかん体験～」 2～10日
熊谷市剣道スポ少 彩北少年少女大会 20回目の節目を迎える熊谷市ス
ポーツ少年団の彩北少年少女剣道大会 11月26日、熊谷市立体育館 【団体戦】
中学男子 ③寄居 ▷同女子 ③寄居
第71回福岡国際マラソン ひしめく精鋭 我こそ陸王 あす号砲 表-主な
出場選手 一般参加 設楽啓太 25 日立物流 1.01.12(ハーフマラソンの記録)
表-■17年日本10傑 3 2.09.03(記録) 設楽悠太 ホンダ 9.24(日付) ベルリン
(大会)
GS東京 きょう開幕 （11/29埼玉新聞と同内容）

スポーツ（プロ野球）
行政
投稿
投稿
イベント情報
スポーツ（中学）
スポーツ（陸上）
スポーツ（柔道）

平成29（2017）年度 寄居町新聞記事索引

2017/12/2 読売新聞
2017/12/2 スポーツニッポン

2018年8月作成時

寄居 年末年始特別警戒を兼ねた寄居署の冬の交 行政
31 県警高速隊員ら出発式
通事故防止運動の出発式が1日、寄居町役場前で開かれた ※写真
設楽啓太（25＝日立物流）ら大学陸上界でその名をは
8 明日福岡国際マラソン
スポーツ（陸上）
せたエースが出場 ♢主な箱根駅伝経験者♢ 設楽啓太 ㉕（日立物流） ※写真

2017/12/3 東京新聞

▶第250回 東京新聞賞 祝いの日 武内道直（埼玉県寄居町） 文化・芸術
25 東京写真館
※作品写真

2017/12/3 埼玉新聞
2017/12/3 埼玉新聞

13 埼玉俳壇 内野修選 (寄居)吉澤紀子
投稿
北斎や広重の作品も
きょうまで寄居「出張美術館」
（11/24埼北よみうり
15 と同内容） ※写真
文化・芸術

2017/12/4 朝日新聞

柔道グランドスラム東京 3日 最終日 女子70㌔級は大野陽子（コマツ）が世
17 界王者新井千鶴（三井住友海上）を決勝で破った 【女子】▷70㌔級決勝 大野（コ スポーツ（柔道）

2017/12/4 朝日新聞

18

2017/12/4
2017/12/4
2017/12/4
2017/12/4
2017/12/4

読売新聞
毎日新聞
産経新聞
東京新聞
埼玉新聞

24
19
19
16
8

2017/12/4 埼玉新聞

2

2017/12/4 スポーツニッポン

8

2017/12/5 埼玉新聞

13

2017/12/6 読売新聞

32

2017/12/6 埼玉新聞

11

2017/12/7 毎日新聞

25

2017/12/7 日本経済新聞

16

2017/12/8 朝日新聞

25

2017/12/8 埼北よみうり

2

2017/12/8 埼玉新聞

14

2017/12/10 東京新聞

24

2017/12/10 埼玉新聞

13

読売新聞
（夕刊）

6

2017/12/12 読売新聞
2017/12/12 東京新聞

27
5

2017/12/12 埼玉新聞

7

2017/12/12 埼玉新聞

11

2017/12/12 埼玉新聞

12

2017/12/13 読売新聞

31

2017/12/13 日本経済新聞

39

2017/12/14 毎日新聞

20

2017/12/14 埼玉新聞

11

2017/12/15 日本経済新聞

43

2017/12/11

マツ） 反則勝ち 3分44秒 新井（三井住友海上）
第71回福岡国際マラソン 3日、福岡・平和台陸上競技場発着 ■11～100位
の成績 79 設楽啓太（日立物流）
柔道・グランドスラム東京最終日 （同日の朝日新聞と同内容）
柔道 グランドスラム東京 （同日の朝日新聞と同内容）
柔道GS東京大会 （同日の朝日新聞と同内容）
柔道 グランドスラム東京 （同日の朝日新聞と同内容）
柔道GS東京 （同日の朝日新聞と同内容）
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13,046 人口総数33,325 男16,508 女16,817
柔道グランドスラム東京大会最終日 （同日の朝日新聞と同内容）
入江さんの陶芸 200点を展示販売 飯能で10日まで（寄居） 寄居町末
野の陶芸家、入江友芳さん（68）の個展「晩秋の器展」が飯能市のカフェギャラリー
風の道で10日まで開かれている 寄居に風の陶房と住居を構えて10年 ※写真
埼玉スポーツ 記録ファイル 太極拳 第30回県民総体第25回県武術選手権
大会兼第35回全日本武術選手権大会県予選会 （11/7埼玉新聞と同内容）
小学生作の環境新聞 入賞作品11点を展示 8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2016年度入選作品展が寄居町役
場1階で開かれている ※写真
♢第84回書壇院展入賞者 11日まで ▷特選＝新井祥薫（寄居）
家庭ゴミからエタノール 積水化学 世界初、分別せず 積水化学工業は6
日、家庭ゴミや産業廃棄物からエタノールを生産する技術を開発したと発表 ゴミを
分別せずに処理できるのは世界初という ※2014年からオリックス資源循環の協
力により、寄居町のパイロットプラントで実証実験
エアガンの猛者 和光で競う 11日まで 国内初のアジア選手権 和光市
で7日、第10回アジア・エアガン選手権大会が開幕 開会式で寄居町の甲冑隊が
演武
地域デビューのきっかけに NPO活動体験会（寄居町） NPO法人「森林
活用研究会こぴす」の活動を体験してもらう催しが11月27日に行われた ※写真
障害者の不自由体験 寄居 川の博物館 共生社会を考える 県立川の
博物館で、車いすなどを体験する「障がい者ウィークイベント～こころとからだのバ
リアフリーはくぶつかん体験～」 10日まで ※写真
情報ファイル 展覧会 ♦清澤正孝水彩画展と絵本・妖精の森展 26、27日、1
月5～8日 小川町立図書館 ※清澤正孝さん＝寄居町在住、作品画像
埼玉俳壇 内野修選 (寄居)吉澤祥匡 (寄居)石澤無涯
[箱根駅伝] エントリー発表 第94回東京箱根間往復大学駅伝競走のチーム
エントリー 10日 21チームがメンバー16人を登録 表-第94回箱根駅伝チームエン
トリー 国学院大 内田健太④ ※内田健太（国学院大4年、城南中出身）
[箱根駅伝] エントリー発表 （12/11読売新聞(夕)と同内容）
発言 日記帳代わり家計簿お薦め 無職 粕谷タマ 86 （埼玉県寄居町）
箱根駅伝エントリー発表 ♦県内高校出身者のエントリー選手♦ 内田健太
国学院大 4(学年) 埼玉栄(出身校) 29分47秒60(10000㍍ベスト) ※内田健太
（国学院大4年、城南中出身）
快晴のふるさと駆ける 小川 和紙マラソンに4500人 10日 第25回記念
小川和紙マラソン大会 優勝者 ▷3㌔中学男子 小島岳斗（寄居）
365日の出来事 冊子に 町公式FB記事まとめ（寄居） （11/30読売新聞
と同内容） ※写真
師走点描 正月大凧お披露目 *寄居 寄居町の元日恒例行事「寄居大凧揚
げ」 新作の20畳凧が「今市竹とんぼの会」の手で完成、12日にお披露目された
※写真
ホンダ狭山工場閉鎖
県、狭山市と影響調査 県は12日、ホンダが狭山工
場での車両生産を2021年度をめどに打ち切るのを受け、狭山市などと影響調査に
乗り出したことを明らかに
旭化成外国人起用 ニューイヤー駅伝 選手発表 来年元日の「ニューイ
ヤー駅伝 第62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13日に発表された ハーフマラソンの日本記録を更新した設楽悠太（Ｈ
ｏｎｄａ）も名を連ねる
50畳の大凧揚げよう 寄居 元日に （12/13読売新聞と同内容） ※写真
基準宅地価格0.1％下落 県内の来年度 上昇地点は増加 埼玉県は
2018年度からの固定資産税評価額の算定基準となる市町村の基準宅地（最高価
格地で商業地なども含む）の価格を決定 63市町村のうち29市町村が下落 下落
率は美里町9.1％、寄居町8.2％の順で高かった

スポーツ（陸上）
スポーツ（柔道）
スポーツ（柔道）
スポーツ（柔道）
スポーツ（柔道）
スポーツ（柔道）
統計
スポーツ（柔道）
地域
スポーツ（その他）
地域
文化・芸術
経済・産業
地域
地域
福祉・医療
イベント情報
投稿
スポーツ（陸上）
スポーツ（陸上）
投稿
スポーツ（陸上）
スポーツ（中学）
行政
地域
経済・産業
スポーツ（陸上）
地域
行政
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2017/12/15 埼玉新聞
2017/12/15 埼玉新聞

2018年8月作成時

第28回彩の国埼玉ピアノコンクール 受賞者紹介 連弾部門 上級/金
文化・芸術
賞 岡部有紀 ※写真、コメント
慶大野球教室 一流の技術少年に（秩父） 秩父野球連盟が10日、慶応大
14 学野球部を講師に招いた少年野球教室を開催 捕手の木村将悟選手（寄居町出 地域

10･11

身）らが訪れた ※写真

寄居の高橋さん 句集コン装丁賞 全国の中学生以下の子どもたちが対象
2017/12/16 朝日新聞

県内では寄居町立
24 の「第11回夏休み句集を作ろう！コンテスト」の受賞者が決定
受賞・表彰
用土小5年の高橋遥香さんの句集「アンコールワットへの旅」が装丁賞に選ばれた
※作品画像

長瀞のトロロ 笑顔届ける 地元のカフェオーナー創作■来店客も妖精
考案 思い共鳴 水彩画家が絵本に 長瀞町のカフェギャラリー「風の丘」が
2017/12/16 朝日新聞

2017/12/17 埼玉新聞
2017/12/18 埼玉新聞
2017/12/19 朝日新聞
2017/12/19 毎日新聞
2017/12/19 埼玉新聞
2017/12/19 埼玉新聞

24 オープンから20年 オーナーが創作した長瀞の妖精トロロ カフェに集まる人々が 文化・芸術

不思議で楽しい妖精を次々考案 客の一人で寄居町の水彩画家・清澤正孝さん
（64）が絵本に仕上げた 絵本は1200円 26日から小川町立図書館で絵本原画展
「ひろがれ 好きの心 妖精の森」が開催される ※写真、絵本画像
9 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
九州北部豪雨救援金
▶寄居ロータリークラブ、川本ロータリークラブ＝10万7
16 千円 埼玉新聞・社会福祉事業団に寄付
その他
●アート ♦清澤正孝水彩画展と絵本 －ひろがれ 好きの心－ イベント情報
29 埼玉マリオン
妖精の森展 26日[火]～27日[水]、1月5日[金]～8日[月][祝] 小川町立図書館

県北舞台に映画 寄居に拠点置く制作会社 来年3～4月に撮影 大人
の恋描く「おくれ咲き」 （11/29朝日新聞と同内容） ※写真
9 埼玉歌壇 飛髙敬選 (寄居)田中広美
食からブータン知る 寄居小で料理教室 保護者14人が挑戦（寄居）
12 寄居小でブータン国の料理教室 PTAの家庭教育学級が主催 保護者14人が参
27

地域
投稿
地域

加 ※写真

2017/12/20 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ
2017/12/20 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

寄居中3年ぶりＶ 県中学校新人大会ラグビー 熊谷富士見に52-0で快
スポーツ（中学）
勝 前半6トライ圧倒 （11/19埼玉新聞と同内容） ※写真3
寄居中が圧勝 ■平成29年度県中学校新人体育大会ラグビー大会 スポーツ（中学）
2 ラグビー
の記録 （11/9、11/19埼玉新聞と同内容）
1

深谷リトルシニア杯小学生軟式野球大会 第10回深谷彩北リトルシニア杯
小学生軟式野球大会 寄居運動公園 ▷1回戦 用土コルツ（寄居）10-3根住少年

2017/12/20 埼玉新聞

7 野球（深谷）（六回コールド） ▷2回戦 深谷メッツ4-3オブスマクラブ（寄居） 用土コ スポーツ（小学）

2017/12/20 埼玉新聞

ルツ12-5マッキーズ（寄居）（五回コールド） フレンズ田谷（深谷）11-1中町ジュニ
ア（寄居）（四回コールド） ▷準々決勝 岡部（深谷）7-0用土コルツ（五回コールド）
募集 ♦豊田彫刻工房特別ワークショップ「社寺仏閣彫刻の世 イベント情報
11 まちひとであい
界～日本の心・木の温もり～」（寄居） 23日、富田の豊田彫刻工房アトリエ
2 3840人が完走 小川和紙マラソン（小川町） （12/12埼玉新聞と同内容） スポーツ（中学）
7 元日恒例 大凧あげ（寄居町） （12/13読売新聞と同内容） ※写真
地域

2017/12/22 埼北よみうり
2017/12/22 埼北よみうり
2017/12/22 埼玉新聞

2017/12/22 スポーツニッポン
2017/12/23 東京新聞
2017/12/23 埼玉新聞

2017/12/24 さいたま報知

2017/12/24 埼玉新聞
2017/12/26 毎日新聞

2017/12/26 埼玉新聞

全国優秀作品見て あす上映会 寄居の探石家も題材 深谷第一高校
放送部 県立深谷第一高校放送部が23日、全国大会などに出品された制作作

11 品の上映会を行う 11月の県高校放送コンクールオーディオピクチャー部門で最優 地域
秀賞・知事賞を獲得した「一生一石」は寄居町の探石家、工藤信夫さんが主人公
作品は来年8月の全国高等学校総合文化祭に出品される ※写真
17年阪神全成績 打者 原口 .226(打率) 73(試合) 216(打席) 186(打数) 16(得
42(安打) 12(二塁打) 0(三塁打) 6(本塁打) 72(塁打) 25(打点) .387(長打率)
10 点)
スポーツ（プロ野球）
36(三振) 22(四球) 5(死球) 1(犠打) 2(犠飛) 0(盗塁) .321(出塁率) .224(得点圏打
率)

寄居の空を舞い上がれ 20畳分 元日用新作大凧が完成 住民団体、
地域
引き手を募集 （12/13読売新聞と同内容） ※写真
11 まちひとであい 映画 ♦こども映画会（寄居） 来年1月13日 町立図書館
イベント情報
そろって表彰台 小島ツインズ 兄・岳斗逃げ切り初優勝 弟・陸駆12秒
遅れ3位 同じ高校へ進学 第25回記念小川和紙マラソン大会 12月10日、小
26

川町・埼玉伝統工芸会館発着点 3㌔中学生男子の部では小島岳人（寄居城南3
寄居町出身
7 年）が初優勝、3位には双子の弟・陸駆（りく・同）が入り仲良く表彰台
スポーツ（中学）
の長距離選手と言えば設楽兄弟 同じ高校への進学も予定 【男子】▷3㌔中学生
①小島岳斗（寄居城南）9分16秒③小島陸駆（寄居城南） 【女子】▷3㌔中学生 ③
神谷咲希（寄居城南）10分57秒 ※写真2 （12/12埼玉新聞、12/22埼北よみうりと
一部同内容）
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
進化は花園から始まる 第97回全国高校ラグビー大会 27日、東大阪市花園
ラグビー場で開幕 いざ頂点へ 51代表校選手名鑑 昌平 20平沢明和③
16･19
スポーツ（高校）
172 77 25坂本奨② 179 87 27太田士② 163 67 流通経済大柏 7福田野軌③
173 82 23室岡武② 177 93 ※寄居中出身者、登録番号・学年・身長・体重

昌平 初の花園に挑む 28日 八幡工（滋賀）と初戦 全国高校ラグビー
10･11 昌平メンバー 補欠 ⑳平沢明和 3(学年) 172(身長) 77(体重) 寄居(出身中学) ㉕ スポーツ（高校）
坂本奨 2 179 87 寄居 ㉗太田士 2 163 67 寄居 ※顔写真、コメント

2017/12/26 スポーツニッポン

元日午前9時15分号砲 ニューイヤー駅伝 エース設楽の爆走期待 Ｈ
7 ｏｎｄａ マラソンでも活躍が期待される絶対エースが爆走すれば「初優勝」が見え スポーツ（陸上）
てくる ※写真
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2017/12/27 毎日新聞

第97回全国高校ラグビー きょう開幕 「爽やかな試合に期待」 変更選
17 手を発表 大会実行委員会が26日、出場選手の変更を発表 カッコ内変更前選 スポーツ（高校）

2017/12/27 埼玉新聞

1

2017/12/27 埼玉新聞

9

2017/12/27 埼玉新聞

12

2017/12/27 埼玉新聞

13

2017/12/28 埼玉新聞
2017/12/28 埼玉新聞
2017/12/28 埼玉新聞
2017/12/29 読売新聞
2017/12/29 日本経済新聞
2017/12/29 埼玉新聞

2018年8月作成時

手 ▷昌平 （坂本奨） ▷流通経済大柏 （室岡武） ※坂本奨（昌平高2年、寄居中
出身）、室岡武（流通経済大柏高2年、寄居中出身）
さきたま抄 2021年度をめどに閉鎖の方針となったホンダ狭山工場 大工場は
地域に文化を築く 寄居工場に集約 寄居には企業の文化や風土が改めて芽生え
るだろう
郷土力士の新番付 【三段目】 湊竜（寄居・湊）
冬の夜空に鮮やかイルミ 寄居の県立川の博物館 県立川の博物館噴
水広場でイルミネーション 冬の夜空に4万5千個の電球が光り輝き訪れた人たち
を和ませている 来年1月14日まで ※写真
新春ガイド ♦寄居大凧揚げ（寄居） 1月1日 寄居運動公園

コラム
スポーツ（大相撲）
観光

イベント情報
ホンダ 設楽悠、服部に期待 実業団対抗駅伝 元日号砲 優勝争い旭
6 化成リードか 全日本実業団対抗駅伝 実力は拮抗しているが旭化成が優勝争 スポーツ（陸上）

いをリード ホンダは東日本大会をエース設楽悠太（武蔵越生高出）や服部翔大
（埼玉栄高出）ら抜きで勝ち、チーム力は底上げされている ※写真
テレ玉新春恒例特番 プログラ その他
8 第27回埼玉政財界人チャリティ歌謡祭
ム 2 寄居町 町長 花輪利一郎 緑の地平線 ※写真
11 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
連載

[箱根駅伝] タスキつなぐ217㌔ 21チーム選手紹介 予選通過校 国学
スポーツ（陸上）
院大学 内田健太④（埼玉・埼玉栄） ※内田健太（国学院大4年、城南中出身）
表-首都圏の主な出来事 10月 ・ホンダが埼玉県内の生産を
31 17年の首都圏
経済・産業
寄居工場に集約する方針を決定

18･19

第2回埼玉ベテランダブルス大会（24日・桶川サンアリーナ） ▷男子130歳
11 ♢卓球
スポーツ（卓球）
以上 ②立川（寄居卓連）神宮（深谷卓連）

[箱根駅伝] 区間エントリー 第94回東京箱根間往復大学駅伝競走の区間エ
2017/12/30 読売新聞

29日 出場21チームのオーダー発表 表- 国学院大（11回目） 7区（小
18 ントリー
スポーツ（陸上）
田原-平塚） 21.3㌔ 内田健太④(学年) ※内田健太（国学院大4年、城南中出
身）

2017/12/30 毎日新聞
2017/12/30 東京新聞
2017/12/30 埼玉新聞

ニューイヤー駅伝 元日号砲 上州路37チーム熱く Ｈｏｎｄａは今季故障者
15 が減り、特にエースの設楽悠太が好調 ⑩日立物流 設楽啓太26(年齢) 東洋大 スポーツ（陸上）
(出身大) ⑪Ｈｏｎｄａ 設楽悠太26 東洋大 ㉙SUBARU 小山司25 帝京大
1月 ▶県が寄居町に設置した彩の国資源循環工場で、入居業
18 埼玉2017回顧
者が不法投棄 県が処分していなかったことが分かった（27日）

特集

県内ロケ 年間600本超 「陸王」でさらに活況 豊かな自然環境が人気
1 07年4月に発足し、約60作品のロケ協力実績がある「ヨリイフィルムコミッション」（寄 観光
居町）の大橋正宏代表（50） ※コメント

2017/12/30 埼玉新聞
2017/12/30 埼玉新聞
2017/12/30 スポーツニッポン
2017/12/31 朝日新聞

4･5 2017年県内十大ニュース 番外 ホンダ狭山工場閉鎖へ
特集
帰省ラッシュ本格化
成田、羽田から8万人出国
家族3人でフィリピンに行
20 く寄居町の製造業吉沢絵理香さん（25） ※コメント
社会
区間エントリー発表● 国学院大 ⑦(区)内田健太④(学年)
2 ●箱根駅伝
（埼玉栄）(出身高校)29分47秒60(1万㍍のベスト)

スポーツ（陸上）

〈1月〉 27日 寄居町の県のリサイクル施設で、県が「不法投棄」を指
19 回顧2017
特集
摘しながら処分・公表をしていなかったことが明らかに

第97回全国高校ラグビー 第3日 東福岡 苦戦も糧に 後半地力 連覇
へ発進 30日・東大阪市花園ラグビー場 ▷2回戦 東福岡（福岡）68-7昌平（埼

2017/12/31 毎日新聞

19 玉） ▽入れ替え 【昌】平沢 ※平沢明和（昌平高3年、寄居中出身） （ほか埼玉 スポーツ（高校）

2017/12/31 東京新聞

新聞、スポーツニッポンに出場選手情報を含む同様記事、朝日、読売、日経、産
経、東京新聞の各紙に試合結果記事）
17 埼玉2017回顧 10月 ▶ホンダが狭山工場を閉鎖すると発表（4日）

2017/12/31 埼玉新聞
2017/12/31 埼玉新聞

特集
健康、長寿、幸せ願って 新春に県内七福神巡り 各地の“福”を散策
4-6
観光
武州寄居七福神 存在感放つ豪快な笑顔 ※略図、写真（常楽寺）
9 昌平 優勝候補に一矢 （同日の毎日新聞と同内容）
スポーツ（高校）

