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掲載日

掲載紙

紙面

2019年5月修正

記事見出・記事概要

件名

上州路から世界へ 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ｉｎぐんま 第62回全日本実業団対抗駅伝競走大

2018/1/1 毎日新聞

27 会」の開会式 31日、前橋市内 表-■全日本実業団対抗駅伝オーダー ⑩日立

2018/1/1 埼玉新聞

物流 7区 15.5㌔ 設楽＇※啓太（ ⑪Ｈｏｎｄａ 4区 22.4㌔ 設楽＇※悠太（ ㉙ＳＵ
ＢＡＲＵ 6区 12.1㌔ 小山＇※司（
きょう実業団駅伝 最長4区に設楽＇ホンダ（ら 最長区間の4区にはハーフ
12 マラソン日本記録保持者の設楽悠太＇武蔵越生高出、ホンダ（や世界選手権マラソ スポーツ＇陸上（
ン代表の井上らが集まる
10 新春俳壇 星野光二選 (寄居)石澤無涯 (寄居)吉澤紀子
投稿

2018/1/1 埼玉新聞
埼玉新聞
2018/1/1
第2部

スポーツ＇陸上（

2018/1/1 スポーツニッポン

ふるさとの祭り 魂を紡ぐ 山車が行く風景 宴の主役華やかに 寄居・
観光
玉淀水天宮祭 花火と競演 幻想的 ※写真
区間エントリー● 国学院大 ⑦(区) 内田健太 ④(年) ＇埼玉栄（ スポーツ＇陸上（
14 ●箱根駅伝
29分47秒60(1万㍍) ※内田健太＇国学院大4年、城南中出身（

2018/1/3 朝日新聞

陸上 全日本実業団対抗駅伝 1日 ＇同日の毎日新聞 スポーツ＇陸上（
15 旭化成圧勝2連覇
と同内容（

2018/1/3 読売新聞

陸上 全日本実業団対抗駅伝 ＇同日の毎日新聞と同内
26 旭化成が連覇
容（

2018/1/3 毎日新聞

京都成章 零封 京都成章5-0流通経大柏 【流 スポーツ＇高校（
14 第97回全国高校ラグビー
通経大柏】FW 福田 ※福田野軌＇流経大柏高3年、寄居中出身（

30

スポーツ＇陸上（

ニューイヤー駅伝 旭化成 新黄金時代へ 1日の「ニューイヤー駅伝ｉｎぐん
2018/1/3 毎日新聞

19

2018/1/3 日本経済新聞

31

2018/1/3 産経新聞

13

2018/1/3 東京新聞

21

2018/1/3 埼玉新聞

10

2018/1/3 スポーツニッポン
2018/1/3 スポーツニッポン
2018/1/3 スポーツニッポン

ま 第62回全日本実業団対抗駅伝競走大会」は旭化成が23回目の栄冠 Ｈｏｎｄａ
は1区で21位と出遅れも、4区の設楽が10人を抜いて2位まで引き上る 区間記録
4区 設楽悠太＇Ｈｏｎｄａ（ 1時間4分19秒 表-第62回全日本実業団対抗駅伝競走
大会成績 最激戦4区 10人抜き Ｈｏｎｄａ 最高タイ2位 設楽悠が快調に飛
ばし、ハーフマラソン日本記録保持者の実力を発揮して10人抜き ※写真
旭化成が連覇 実業団駅伝 設楽圧巻10人抜き ホンダ、最長4区 ＇同
日の毎日新聞と同内容（
全日本実業団対抗駅伝 ★圧巻10人抜き ＇同日の毎日新聞と同内容（
旭化成が連覇 全日本実業団駅伝 設楽圧巻10人抜き ＇同日の毎日新
聞と同内容（

スポーツ＇陸上（

スポーツ＇陸上（
スポーツ＇陸上（
スポーツ＇陸上（

旭化成が2連覇 全日本実業団対抗駅伝 2位ホンダの設楽 圧巻の10
スポーツ＇陸上（
人抜き ＇同日の毎日新聞と同内容（ ※写真
1日のスポーツ ニューイヤー駅伝第62回全日本実業団対抗駅伝 昨
10
スポーツ＇陸上（
年区間13位 設楽 雪辱激走 ＇同日の毎日新聞と同内容（ ※写真
10 第97回全国高校ラグビー〈第4日〉 ＇同日の毎日新聞と同内容（
スポーツ＇高校（
第96回全国高校サッカー〈第3日〉 前橋育英＇群馬（5-0初芝橋本＇和歌山（
6 前橋育英 FW 榎本②(年) ※榎本樹＇前橋育英高2年、城南中出身（ ＇ほか朝
スポーツ＇高校（

2018/1/4 読売新聞

20

2018/1/4 埼玉新聞

2

2018/1/4 スポーツニッポン

2

2018/1/4 スポーツニッポン

5

2018/1/5 埼玉新聞

2

2018/1/5 埼玉新聞

15

2018/1/6 東京新聞

18

日、毎日、日経、産経、東京新聞の各紙に試合結果記事（
[箱根駅伝] 表-総合成績 ⑭国学院大 11.18.06 7区21.3㌔ ⑭(チーム順位)
内田健太 ⑤(区間順位) 1.05.06(タイム) ※内田健太＇国学院大4年、城南中出身（
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13,043 人口総数33,286 男16,486 女16,800
箱根駅伝 総合成績 ＇同日の読売新聞と同内容（ ※内田健太選手顔写真
第96回全国高校サッカー〈第4日〉 前橋育英＇群馬（1-0富山第一＇富山（
前橋育英 FW 榎本②(年) ※榎本樹＇前橋育英高2年、城南中出身（ ＇ほか朝
日、毎日、日経、産経、東京新聞の各紙に試合結果記事（
空き店舗率8.7％ 県内商店街 後継者不足が影響 県内の1商店街あたり
の平均空き店舗数は3.7店舗、空き店舗率8.7％で12軒のうち1軒が空き店舗 県は
本年度から寄居など4市町と連携して「空き店舗ゼロプロジェクト」を展開
寄居町とゼンリン 災害協定を締結 寄居町と地図制作会社ゼンリン 「災害
時における地図製品等の供給等に関する協定」を締結 ※写真
新年の願い込め火渡り 小川・普光寺 小川町中爪の普光寺で「採燈大護
摩供・火渡り修行」が行われた＝写真、武内道直さん＇中日写真協会埼玉支部（撮
影 ※武内道直さん＝寄居町在住

スポーツ＇陸上（
統計
スポーツ＇陸上（
スポーツ＇高校（
経済・産業
行政
その他

[第96回全国高校サッカー]〈第5日〉 前橋育英 2年連続の埼スタ切符
2018/1/6 スポーツニッポン

〈得点経過〉前27【前】榎本 前橋育英 FW榎
4 前橋育英＇群馬（3-0米子北＇鳥取（
スポーツ＇高校（
本②(年)S1 ※榎本樹＇前橋育英高2年、城南中出身（ ＇ほか朝日、毎日、日経、
産経、東京新聞の各紙に試合結果記事（

2018/1/7 読売新聞

前橋育英6発で圧倒 昨年の雪辱誓う 前橋育英＇群馬（6-1上田西＇長野（
13 27分に前線の榎本がタメを作り、追い越した飯島がゴール 「あとは日本一を取る スポーツ＇高校（
だけ」と榎本 ※榎本樹＇前橋育英高2年、城南中出身（

2018/1/7 埼玉新聞

男子21日 全国都道府県駅伝壮行会 選手は、前回7 スポーツ＇陸上（
9 3年ぶり頂点視野
区で11人抜きした一般の設楽悠＇武蔵越生高-東洋大出、ホンダ（など粒ぞろい
第96回全国高校サッカー〈第6日〉 前橋育英 三度目の正直へ 前橋育

2018/1/7 スポーツニッポン
2018/1/8 朝日新聞

英＇群馬（6-1上田西＇長野（ 〈得点経過〉前27分【前】飯島＇榎本→（ 前半35分

6 【前】五十嵐＇榎本→（ 後半18分【前】五十嵐＇榎本→（ 前橋育英 FW榎本樹②

スポーツ＇高校（

(年)S1 ※榎本樹＇前橋育英高2年、城南中出身（ ＇ほか朝日、毎日、日経、産経、
東京新聞の各紙に試合結果記事（
議員選7 県内は今年、19市町で首長選、7市町で議員選が予 選挙
23 県内首長選19
定されている 表-■日程未定の選挙 寄居町長選 8月27日＇任期満了日（
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2018/1/8 読売新聞
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第96回全国高校サッカー 速攻の前橋育英vs堅守の流経大柏 きょう
21 決勝 ■決勝までの両校の道のり 前橋育英 準々決勝 得点者 榎本 ※榎本 スポーツ＇高校（
樹＇前橋育英高2年、城南中出身（

2018/1/8 埼玉新聞
2018/1/8 埼玉新聞

1日 全国実業団対抗駅伝でホンダが惜しくも2位 4区で設楽悠 その他
5 県内週間日誌
太が圧巻の10人抜き
大人の自覚と責任 県内46市町村で成人式 [寄居] 「カワシロウ」も新
15 成人 寄居町の成人式には開館20周年を迎えた県立川の博物館マスコットキャラ 地域
クターで20歳の「カワシロウ」も出席 ※写真

2018/1/9 朝日新聞
2018/1/9 読売新聞

前橋育英ついに 雪辱初Ｖ サッカー 全国高校選手権決勝 決勝Ｇ榎
スポーツ＇高校（
本「やっと」 ＇同日の読売新聞と同内容（ ※写真
前橋育英初Ｖ 高校サッカー サッカーの第96回全国高校選手権大会は8日、
後半ロスタイムに
1 前橋育英＇群馬（が流通経済大柏＇千葉（を1-0で破り初優勝
スポーツ＇高校（
シュートのこぼれ球からFW榎本樹＇2年（がゴール ※榎本樹＇前橋育英高2年、城

12

南中出身（、写真

2018/1/9 読売新聞
2018/1/9 読売新聞

12 Ｕ-25 中原友美 25 埼玉県寄居町 ※イラストの投稿
投稿
前橋育英攻め抜く ロスタイム榎本決勝弾 第96回全国高校サッカー 決勝
27 ＇8日・埼玉（ 前橋育英＇群馬（1＇0-0、1-0（0流通経済大柏＇千葉（ 【得点】＇前（榎 スポーツ＇高校（

2018/1/9 毎日新聞

16

2018/1/9 日本経済新聞

29

2018/1/9 産経新聞
2018/1/9 東京新聞
2018/1/9 埼玉新聞

15
17
6

2018/1/9 スポーツニッポン
2018/1/10 埼玉新聞

本 【前橋育英】ＦW 榎本 ※榎本樹＇前橋育英高2年、城南中出身（、コメント
前橋育英初Ｖ 全国高校サッカー決勝 ＇同日の読売新聞と同内容（ ※写
真
前橋育英 初優勝 終了間際に決勝弾 ＇同日の読売新聞と同内容（ ※写
真
前橋育英 雪辱Ｖ ＇同日の読売新聞と同内容（ ※写真
前橋育英 雪辱の頂点 ＇同日の読売新聞と同内容（ ※写真
前橋育英 悲願の頂点 ＇同日の読売新聞と同内容（ ※写真

スポーツ＇高校（
スポーツ＇高校（
スポーツ＇高校（
スポーツ＇高校（
スポーツ＇高校（

第96回全国高校サッカー〈最終日〉 前橋育英 涙の日本一 後半ロスタ
スポーツ＇高校（
イム榎本劇的Ｖ弾‼ ＇同日の読売新聞と同内容（ ※写真
県内チームの奮起期待 ＇公財（埼玉県サッカー協会だより(429) 前橋育英の
8 決勝ゴールを挙げた榎本樹選手は東松山ペレーニア出身 ※榎本樹＇前橋育英高 スポーツ＇高校（

2･3

2年、城南中出身（

2018/1/11 読売新聞

♦全国男子駅伝に設楽、下田らがエントリー ＇同日の埼玉新聞と同 スポーツ＇陸上（
22 陸上
内容（
「50畳」最後の飛翔 「寄居大凧揚げ」の主役 強風 上空で破損、引退

2018/1/11 東京新聞

元日の凧揚げで
22 寄居町の恒例イベント「寄居大凧揚げ」で50畳の大凧が「引退」
地域
一度は大空に舞ったものの強風で破損 主催の市民団体は来年に向け新しい凧
を制作する予定 ※写真

2018/1/11 埼玉新聞

設楽悠、出場へ 都道府県対抗男子駅伝 全国都道府県対抗男子駅伝＇21
8 日・広島市平和記念公園前発着（の出場選手が10日に発表される 設楽悠太＇ホ スポーツ＇陸上（
ンダ（は埼玉で出場

2018/1/12 読売新聞
2018/1/12 埼北よみうり
2018/1/12 埼玉新聞

27 19首長選、7議員選予定 ＇1/8朝日新聞と同内容（
選挙
二十歳のカワシロウ
寄居町成人式に出席＇寄居町（
＇1/8埼玉新聞と同
2 内容（ ※写真
地域
10･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 笑
特集
顔あふれるまちを目指して
空き店舗発 地域活性 商店街に専門家派遣 県と4市町 支援計画 県
が空き店舗対策に意欲的な4市町と連携して「空き店舗ゼロプロジェクト」を進めて

2018/1/14 埼玉新聞

■情報公開で波及効果を ■24市町で補助制度 ■創業者が伝道師に 寄
1 いる
経済・産業
居町では昨年11月に120人規模のフォーラムを開催 今月には空き店舗での創業

2018/1/14 埼玉新聞
2018/1/15 東京新聞
2018/1/15 埼玉新聞

11
23
6

2018/1/15 埼玉新聞

6

2018/1/15 埼玉新聞

13

2018/1/16 埼玉新聞

8

2018/1/16 埼玉新聞

15

2018/1/17 読売新聞

26

2018/1/17 埼玉新聞

8

2018/1/17 埼玉新聞

9

2018/1/18 埼玉新聞

11

2018/1/19 東京新聞

22

希望者が対象の「創業塾」で、寄居や熊谷の空き店舗を活用した創業者が体験談
を語る ※写真
埼玉俳壇 星野光二選 (寄居)石澤無涯 (寄居)吉澤紀子
情報ファイル ♦第4回寄居町美術家協会展 26～28日、寄居町中央公民館
郷土力士星取表 【三段目】湊竜＇寄居（ ●0-1 ※初場所初日
県高校新人大会 バスケットボール 第2、3日 13、14日・上尾運動公園体
育館ほか ▷女子2回戦 草加西61-55寄居城北
「地道な努力を具体化させる」 寄居町商工会が賀詞交歓会 寄居町商
工会が寄居町内で賀詞交歓会 商工関係者や来賓123人が参加し決意を新たにし
た ※写真
郷土力士星取表 【三段目】湊竜＇寄居（ や0-1 ※初場所2日目
ふるさとに愛着を サポーターを募集＇寄居（ 寄居町は「寄居町ふるさとサ
ポーター」制度を導入し、町内外から募集する
Ｗｅｄｎｅｓｄａｙさいたま ひろば ホッと絵手紙 檜木秀子 65 寄居町 ※絵
手紙の投稿
郷土力士星取表 【三段目】湊竜＇寄居（ や0-1 ※初場所3日目
県高校新人大会 剣道 最終日、16日・県武道館 ▷女子団体準々決勝 埼玉
栄2-0寄居城北
郷土力士星取表 【三段目】湊竜＇寄居（ ●0-2 ※初場所4日目
長瀞に醸造所を移転へ 「藤崎摠兵衛商店」が安全祈願祭 「藤崎摠兵
衛商店」の新しい醸造所「長瀞蔵」 7月に長瀞町内にオープンするのを前に18日、
新築工事の安全祈願祭 これまで寄居町に本社を置いたが2015年に浜田酒造＇鹿
児島県（の傘下に入り移転を決める ※完成予想図

投稿
イベント情報
スポーツ＇大相撲（
スポーツ＇高校（
経済・産業
スポーツ＇大相撲（
行政
投稿
スポーツ＇大相撲（
スポーツ＇高校（
スポーツ＇大相撲（
経済・産業
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2018/1/19 埼玉新聞
2018/1/19 埼玉新聞
2018/1/20 埼玉新聞
2018/1/20 埼玉新聞

6 郷土力士星取表 【三段目】湊竜＇寄居（ ●0-3 ※初場所5日目
藤崎摠兵衛が蔵新築 ブランド純米酒醸造へ 「恵まれた地で、しっか
10
り」＇長瀞（ ＇同日の東京新聞と同内容（ ※写真
6 郷土力士星取表 【三段目】湊竜＇寄居（ や0-3 ※初場所6日目
埼玉 設楽悠軸に奪還へ 全国都道府県男子駅伝 あす号砲 一般には
♢埼玉チームの予
7 絶対的エース設楽悠＇武蔵越生高-東洋大出、ホンダ（が健在
想オーダー♢ ⑦(区：主将) ＇13㌔（ 設楽悠太 ホンダ 27分41秒97(今季1万㍍ベ

2019年5月修正

スポーツ＇大相撲（
経済・産業
スポーツ＇大相撲（
スポーツ＇陸上（

スト) ※写真

2018/1/21 朝日新聞
2018/1/21 読売新聞
2018/1/21 毎日新聞
2018/1/21 産経新聞
2018/1/21 東京新聞

29 寄居で事故 2人死亡 4人けが ＇同日の埼玉新聞と同内容（
事件・事故
32 ■ワゴン車事故2人死亡 ＇同日の埼玉新聞と同内容（
事件・事故
車衝突2人死亡
ガードレールに
4人重軽傷
寄居
＇同日の埼玉新聞と同
29 内容（
事件・事故
26 単独事故で6人死傷 ＇同日の埼玉新聞と同内容（
事件・事故
ワゴン車横転
2人心肺停止
埼玉・寄居の有料道路
＇同日の埼玉新聞と
26 同内容（
事件・事故
投稿

2018/1/21 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
8 県高校新人大会 サッカー 20日 各地区予選 【北部】＇第1日・桶川高校ほ

2018/1/21 埼玉新聞

サッカー女子 第1日・庄和高校ほか 【1次リーグ】▷E組
8 県高校新人大会
川口総合13-0寄居城北

スポーツ＇高校（

2018/1/21 埼玉新聞

2018/1/21 埼玉新聞
2018/1/21 埼玉新聞

か（ 東農大三4-1寄居城北

スポーツ＇高校（

9 郷土力士星取表 【三段目】湊竜＇寄居（ ○1-3 ※初場所7日目
スポーツ＇大相撲（
車事故2人死亡 寄居の国道 4人重軽傷 ガードレール衝突 20日午後4
15 時20分ごろ、寄居町折原の国道140号バイパス皆野寄居有料道路で、10～20代ぐ
事件・事故
らいの男性6人が乗ったワンボックスカーが単独事故 2人が死亡、運転していた東
京都足立区の職業不詳尐年＇19（ら4人が重軽傷

2018/1/22 読売新聞

埼玉 3年ぶり2度目Ｖ 陸上 全国都道府県対抗男子駅伝 アンカー設
スポーツ＇陸上（
楽で逆転 狙い通り ＇同日の埼玉新聞と同内容（ ※写真
29 寄居の死亡事故 2人の身元判明 ＇同日の埼玉新聞と同内容（
事件・事故
埼玉逆転Ｖ
中高生が奮闘
設楽につなぐ
＇同日の埼玉新聞と同内容（ ※
21 写真
スポーツ＇陸上（

2018/1/22 読売新聞

運転の19歳を逮捕 過失運転致死傷容疑 ＇同日 事件・事故
27 寄居の6人死傷事故
の埼玉新聞と同内容（ ※写真

2018/1/22 毎日新聞

25 埼玉が逆転Ｖ 3大会ぶり ＇同日の埼玉新聞と同内容（ ※写真
スポーツ＇陸上（
2死者身元判明
運転の尐年逮捕
寄居のワゴン車事故
＇同日の埼玉新
28 聞と同内容（
事件・事故

2018/1/22 朝日新聞
2018/1/22 朝日新聞

2018/1/22 毎日新聞
2018/1/22 日本経済新聞
2018/1/22 産経新聞

16

28 埼玉3年ぶりＶ 都道府県男子駅伝 ＇同日の埼玉新聞と同内容（
スポーツ＇陸上（
埼玉3年ぶり優勝
アンカー勝負
設楽悠で逆転
＇同日の埼玉新聞と同内
17 容（
スポーツ＇陸上（

2018/1/22 東京新聞

23 寄居の衝突事故 死亡2人は20歳 ＇同日の埼玉新聞と同内容（
事件・事故
19 埼玉3年ぶり2度目Ｖ ＇同日の埼玉新聞と同内容（ ※写真
スポーツ＇陸上（
衝突事故心肺停止
足立の2男性死亡
埼玉、運転の尐年逮捕
＇同日
24 の埼玉新聞と同内容（
事件・事故

2018/1/22 埼玉新聞

全国都道府県対抗男子駅伝 埼玉 3年ぶりＶ 第23回全国都道府県対抗
21日、広島市平和記念公園前発着の7区間48㌔ 最終7区の設楽悠で
1 男子駅伝
スポーツ＇陸上（
逆転した埼玉が県記録を更新する2時間19分10秒の好タイムで3年ぶり2度目の優

2018/1/22 産経新聞
2018/1/22 東京新聞

勝 ※写真

2018/1/22 埼玉新聞
2018/1/22 埼玉新聞

2018/1/22 埼玉新聞

2018/1/22 スポーツニッポン
2018/1/23 朝日新聞

10 郷土力士星取表 【三段目】湊竜＇寄居（ や1-3 ※初場所8日目
スポーツ＇大相撲（
「想定以上」で県新記録 埼玉3年ぶりＶ 都道府県対抗男子駅伝 強さ
際立つ全員駅伝 7区区間賞設楽悠 つないだ魂背負い快走 ♦埼玉の
11 区間、通過記録♦ 7(区間) 設楽悠太 ホンダ ①37分12秒(区間記録) ①2時間19分 スポーツ＇陸上（
10秒(通過記録) 【1位区間記録】▷7区＇13㌔（ 設楽悠太＇ホンダ（37分12秒 ※写
真2
寄居の2人死亡事故 身元は都内20歳男性 寄居町折原の国道140号バイ
パスで20日、ワンボックスカーがガードレールに衝突した単独事故 死亡した2人は
東京都足立区のアルバイト男性＇20（と同区の大学生男性＇20（と判明 寄居署は
17 21日、自動車運転処罰法違反＇過失致死傷（の疑いで運転していた同区のアルバ 事件・事故
イト尐年＇19（を逮捕 同乗者はいずれも足立区在住で、会社員男性＇20（と職業不
詳の男性＇20（が重傷、大学生の男性＇20（が軽傷

埼玉2度目優勝 陸上♢第23回全国都道府県対抗男子駅伝♢ 13秒差
スポーツ＇陸上（
でタスキ 設楽悠で逆転 ＇同日の埼玉新聞と同内容（
●アート ♦寄居町美術家協会展 26日(金)～28日(日) 寄居町 イベント情報
26 埼玉マリオン
中央公民館＇寄居駅（
6

[TOKYO MARATHON 2018] 設楽「日本記録抜く」 来月25日号砲 東
2018/1/23 読売新聞

2018/1/23 読売新聞

京マラソン財団が22日、2月25日の東京マラソン2018に出場する選手の発表記者
前回王者ウィルソン･キプサング＇ケニア（とハーフマラソン日本
17 会見を都内で開く
スポーツ＇陸上（
記録保持者の設楽悠太＇ホンダ（が抱負 設楽は「2時間6分10秒」を目標とし「破れ
ると思う」と力を込める 表-■東京マラソン2018の主な出場選手＇男子（ 設楽悠
太＇ホンダ（ 2時間9分3秒(自己記録) 17年ベルリン6位(実績) ※写真
7月から 寄居の酒蔵メーカー移転 ＇1/19 経済・産業
30 日本酒造り「長瀞蔵」で見学
東京新聞と同内容（ ※完成予想図

平成30＇2018（年 寄居町新聞記事索引

2019年5月修正

2018/1/23 産経新聞

19 東京マラソン 設楽らが出場 ＇同日の読売新聞と同内容（
スポーツ＇陸上（
[TOKYO
MARATHON
2018]
設楽悠、井上らエントリー
＇同日の読売新
17 聞と同内容（ ※写真
スポーツ＇陸上（

2018/1/23 東京新聞

23

2018/1/23 毎日新聞

2018/1/23 埼玉新聞
2018/1/23 埼玉新聞
2018/1/23 埼玉新聞

設楽悠 キプサングら出場 東京マラソン 16年ぶり日本記録更新へ意
スポーツ＇陸上（
欲 ＇同日の読売新聞と同内容（ ※写真
設楽悠「日本新狙う」 ＇同日の読売新聞と同 スポーツ＇陸上（
6 東京マラソン招待選手発表
内容（ ※写真

6 郷土力士星取表 【三段目】★湊竜＇寄居（ ●1-4 ※初場所9日目
色とりどりマンホール 姉妹都市の小田原、八王子 きょうまで役場に
12 展示＇寄居（ 寄居町は23日まで、姉妹都市盟約を締結した小田原市と八王子

スポーツ＇大相撲（
行政

市の下水道マンホールのふたを役場庁舎1階ロビーに展示 ※写真

2018/1/23 スポーツニッポン
2018/1/24 埼玉新聞
2018/1/24 埼玉新聞
2018/1/24 埼玉新聞

2・25東京マラソン招待選手発表 設楽悠、日本新で１億円ゲットだ 16
スポーツ＇陸上（
年ぶり更新宣言 ＇同日の読売新聞と同内容（ ※写真
大雪で遅れ 関東など通行止め影響 23日、関東で降った大雪の 気象
5 宅配便
影響 ホンダは埼玉県の2工場で稼働を遅らせた
7

9 郷土力士星取表 【三段目】★湊竜＇寄居（ や1-4 ※初場所10日目
スポーツ＇大相撲（
まちひとであい
展示
♦第4回寄居町美術家協会展＇寄居（ 26日-28日 中央
12 公民館
イベント情報

2018/1/26 読売新聞

6 郷土力士星取表 【三段目】★湊竜＇寄居（ ○2-4 ※初場所11日目
スポーツ＇大相撲（
Ｆｒｉｄａｙさいたま
カルチャー
ギャラリー
♦寄居町美術家協会展 26～28日
25 寄居町中央公民館
イベント情報

2018/1/26 読売新聞

俳句 辻桃子選 【入選】寄居町 町田節子 川柳 西潟賢一郎 投稿
25 よみうり文芸
選 【秀逸】寄居町 田中美枝子

2018/1/25 埼玉新聞

2018/1/26 埼北よみうり
2018/1/26 埼北よみうり

6 埼北2月ｉｎｆｏ 11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
琴の音色でおもてなし 日本の里風布館＇寄居町（ 寄居町風布にある観
8 光施設「日本の里」内のレストハウス「風布館」で20日、箏の演奏会 「生田流箏の 地域
会」の5人 ※写真2

2018/1/26 埼玉新聞
2018/1/26 埼玉新聞

7 郷土力士星取表 【三段目】★湊竜＇寄居（ や2-4 ※初場所12日目
スポーツ＇大相撲（
寄居署など交通安全啓発 2人死亡 バイパスで 寄居町折原の国道140
10 号バイパス皆野寄居有料道路で20日に2人が死亡した交通事故を受け、寄居署と 行政
秩父署が25日、皆野町の料金所で交通安全キャンペーンを合同で行う ※写真

2018/1/27 埼玉新聞
2018/1/28 埼玉新聞
2018/1/28 埼玉新聞
2018/1/28 埼玉新聞
2018/1/28 埼玉新聞
2018/1/29 埼玉新聞
2018/1/29 埼玉新聞
2018/1/30 読売新聞
2018/1/30 日本経済新聞
2018/1/30 埼玉新聞
2018/1/30 埼玉新聞
2018/1/31 朝日新聞
埼玉尐年尐女スポーツ
2018/1/31 読売新聞

2018/1/31 埼玉新聞

6 郷土力士星取表 【三段目】★湊竜＇寄居（ ○3-4 ※初場所13日目
スポーツ＇大相撲（
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
埼玉陸協「感謝の集い」 男子駅伝選手ら祝福 埼玉陸上競技協会「感謝
8 の集い」 27日、上尾市内 冒頭で青葉昌幸会長が、設楽悠太がハーフマラソンで スポーツ＇陸上（
10年ぶりに日本記録を塗り替えたことを紹介
【三段目】★湊竜＇寄居（ や3-4 ※初場所14日目 ※埼玉新
9 郷土力士星取表
スポーツ＇大相撲（
聞は「○」、読売新聞により修正
昌平初Ｖへ快勝 深谷は7連覇王手 県高校新人大会 ラグビー 第3日、
▷準決勝 昌平48-5川越東 【昌平】FW 坂本 ▷交代【昌】
9 27日・熊谷ラグビー場
スポーツ＇高校（
太田 ▷準決勝 深谷40-7熊谷 【深谷】FW 中沢 ※坂本奨・太田士＇昌平高2年、
寄居中出身（、中澤陸哉＇深谷高2年、寄居中出身（
6 郷土力士星取表 【三段目】★湊竜＇寄居（ や3-4 ※初場所千秋楽
スポーツ＇大相撲（
県高校新人大会
サッカー女子
第3日、28日・本庄高校 【1次リーグ】▷E組
6 本庄3-0寄居城北
スポーツ＇高校（
皆野寄居有料道路で呼びかけ ＇1/26埼玉新聞と 行政
26 スピードに気をつけて
同内容（ ※写真
ブータン陸上大会支援 寄居の高校生ら ネットで資金募集 寄居城北高
ブータンで初開催される陸上競技全国大会への支援と
25 校の生徒と町職員の有志
地域
交流のため、インターネット上で小口資金を募る「クラウドファンディング」を始める
同校陸上部の生徒2人が大会に参加 目標100万円 3月4日まで募集
本気で事業へ取り組みを 埼玉懇話会 日本政策金融公庫さいたま支店中
5 小企業事業の取引先で構成する埼玉懇話会 29日、さいたま市内で新年賀詞交 経済・産業
換会 代表幹事のシバサキ製作所＇寄居町（の柴崎猛会長があいさつ ※写真
地元産ミカンでジュース 6地区の味楽しんで＇寄居（ 寄居町の農産物加
14 工施設「里の駅アグリン館」が町内6地区で栽培したミカンを使用した「完熟蜜柑
経済・産業
ジュース」を加工製造し販売 今年は「みかん緑茶」も商品化 ※写真
新埼玉スポーツ列伝(60) 小原敏彦 スポーツライター 昨秋、世界柔道
2 選手権大会で新井千鶴選手＇寄居町立男衾中学、児玉高卒・三井住友海上（が女 連載コラム
子70㌔級で優勝 本県出身者の柔道世界一は男女を通じて初めての快挙

ブータンと陸上競技交流 東京五輪キャンプ地・寄居 高校生渡航し大
26 会参加へ ブータンの首都ティンプーで4月28、29日に開かれる同国初の陸上競 地域
技全国大会に寄居城北高校の女子陸上部員2人が親善参加へ 2年生の小林楓
花さん＇17（と山口夏生さん＇17（ ＇ほか1/30日本経済新聞と同内容（ ※写真
県平均10万3620円 国保制度変更 国民健康保険の運営主体が4月以降、
市町村から都道府県に移行 県は30日、2018年度予算ベースの年間の保険税必
1 要額＇1人当たり（の算定額を公表 県平均は加入者1人あたり10万3620円 表行政
2018年度市町村別1人当たり保険税必要額の本算定 寄居町 95,105(1人当たり
保険税必要額:円) 98.30％(対16年度比増減率:％)

平成30＇2018（年 寄居町新聞記事索引

2018/1/31 埼玉新聞

2019年5月修正

ミニバスＮＩＩＺＡＣＵＰ ミニバスケットボールのNIIZACUP2017 新座市民総合体
7 育館 「男子」【B組】▷bブロック 柳瀬セブンピース＇所沢（44-18寄居 寄居56-26新 スポーツ＇小学（

2018/1/31 埼玉新聞

11

2018/2/1 産経新聞

23

2018/2/1 埼玉新聞

16

2018/2/2 東京新聞

22

2018/2/2 埼玉新聞

6

2018/2/4 東京新聞

24

座野寺ウィングス ②寄居 ▷3位決定戦 針ケ谷45-34寄居
まちひとであい 講演 ♦図書館読書講演会＇寄居（ 2月4日 町立図書館 元
町文化財保護審議会委員の吉田稔さん「馬が語る日本の歴史～馬と暮らしていた
頃」
寄居の山林に頭蓋骨 31日、寄居町折原の山林で伐採作業をしていた町の男
性職員が人間の頭蓋骨を発見 寄居署が身元などを詳しく調べている
ニュースクリップ ♦山林で白骨遺体＇寄居（ ＇同日の産経新聞と同内容（
小川町の落合さん協会賞 中日写真協会埼玉支部17年後期 中日写
真協会埼玉支部の2017年後期撮影会の審査結果 「埼玉の秋祭り、冬祭り」を
テーマに会員から104点 主な入賞者 ▷東京新聞さいたま支局長賞＝木島宏＇寄
居町（
県高校新人大会 サッカー女子 第6日、1日・惣右衛門サッカー場ほか ▷E組
松山女9-0寄居城北
情報ファイル 展覧会 ♦春期企画展「荒川・利根川・多摩川の石くらべ」 17日
～5月6日 県立川の博物館
'18阪神全陣容 ♢阪神タイガース♢ 捕手 94(背番) 原口文仁 ㉖(年齢) 右右
(投打) 182(身長) 92(体重) 9(年数) 帝京(出身校)
陸上 4日 別府大分毎日マラソン ＇同日の毎日新聞(夕)と同内容（

イベント情報
事件・事故
事件・事故
文化・芸術
スポーツ＇高校（
イベント情報

2018/2/4 スポーツニッポン

4

2018/2/5 朝日新聞
＇夕刊（

3

2018/2/5 朝日新聞
＇夕刊（

3 ▶設楽は2位 ＇同日の読売新聞(夕)と同内容（

スポーツ＇陸上（

2018/2/5 読売新聞
＇夕刊（

4 陸上・別府大分毎日マラソン ＇同日の毎日新聞(夕)と同内容（

スポーツ＇陸上（

2018/2/5 読売新聞
＇夕刊（

男子は設楽悠太＇ホンダ（が1時間1分13秒で日本勢トップの2位 ■力の差見
4 着（
スポーツ＇陸上（
せる 設楽悠は「皆さんが楽しみにしている＇※東京マラソンでの（記録更新を目指

6

2018/2/6 朝日新聞
2018/2/6 朝日新聞

24
24

2018/2/6 読売新聞

27

2018/2/6 読売新聞

27

2018/2/6 毎日新聞

20

2018/2/6 毎日新聞

25

2018/2/6
2018/2/6
2018/2/6
2018/2/6

22
22
11
11

産経新聞
産経新聞
東京新聞
東京新聞

スポーツ＇陸上（

設楽悠2位 陸上・香川丸亀国際ハーフマラソン＇4日・香川Pikaraスタジアム発

2018/2/5 毎日新聞
＇夕刊（

スポーツ＇プロ野球（

します」と宣言 ※写真
別府大分マラソン 第67回別府大分毎日マラソン大会 4日、大分市 表-第67
回別府大分毎日マラソン所要時間とスプリット ⑤小山司＇群馬・SUBARU（ 15.25
＇5㌔：分秒（ 30.49＇15.24（＇10㌔（ 45.54＇15.05（＇15㌔（ 1.01.08＇15.14（＇20㌔：時分
秒（ 1.04.29＇中間点（ 1.16.27＇15.19（＇25㌔（ 1.31.46＇15.19（＇30㌔（ 1.47.16＇15.30（
＇35㌔（ 2.04.01＇16.45（＇40㌔（ 2.11.20＇フィニッシュ（ SUBARU・小山＇5位（ 順位
にこだわった MGCに絡みたかったが焦らず進みたい
4日の記録 ♢陸上 第67回別府大分毎日マラソン ＇2/5毎日新聞(夕)と同内容（
4日の記録 ▶香川丸亀国際ハーフマラソン ＇2/5の読売新聞(夕)と同内容（
4日のスポーツ 陸上・別府大分毎日マラソン ＇2/5毎日新聞(夕)と同内
容（
男子は設楽悠2位 陸上・香川丸亀国際ハーフマラソン ＇2/5の読売新
聞(夕)と同内容（
別府大分マラソン ＇2/5同紙(夕)と同内容（
祝☆別大マラソン入賞☆ 「泥臭くても前に」寄居出身 小山司選手 男
衾中から武蔵越生高、帝京大に進みマラソン4回目 今大会で2時間11分20秒と自
己ベストを2分半更新 ※写真
別府大分毎日マラソン ＇2/5毎日新聞(夕)と同内容（
設楽悠2位 丸亀ハーフマラソン ＇2/5の読売新聞(夕)と同内容（
マラソン 別府大分 ＇2/5毎日新聞(夕)と同内容（
丸亀国際ハーフ 設楽悠が2位 ＇2/5の読売新聞(夕)と同内容（

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（
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（

深谷[6T]7連覇 40-12 昌平の反撃及ばず 県高校新人大会 ラグビー
2018/2/6 埼玉新聞

第4日、4日・立教新座高校グラウンド ▷決勝 深谷40-12昌平 【深谷】FW 中沢

7 【昌平】FW 坂本 ※中澤陸哉＇深谷高2年、寄居中出身（、坂本奨＇昌平高2年、寄 スポーツ＇高校（
居中出身（

2018/2/6 埼玉新聞

ベストフィフティーン 県ラグビー協会は4日、本年度の高校ベストフィフティーン
7 を表彰 【ベストフィフティーン】⑤橋本吾郎＇正智深谷（ ※写真、橋本吾郎＇正智 スポーツ＇高校（
深谷高3年、寄居中出身（

2018/2/6 埼玉新聞

サッカー女子 第7日、4日・惣右衛門サッカー場 【1次リー スポーツ＇高校（
7 県高校新人大会
グ】▷E組最終順位 ④寄居城北0(勝ち点)

2018/2/6 埼玉新聞

設楽悠＇武蔵越生高出（2位 男子日本勢トップ 丸亀国際ハーフマラソ
8 ン 「満足な結果」 設楽悠太＇武蔵越生高出、ホンダ（は、25日に東京マラソンを スポーツ＇陸上（
控え「満足のいく結果」 ＇ほか2/5の読売新聞(夕)と同内容（ ※写真

2018/2/6 埼玉新聞
2018/2/6 スポーツニッポン
2018/2/6 スポーツニッポン

陸上全国大会派遣 クラウドＦで資金集め＇寄居（ 地域
11 ブータンへ高校生を
＇1/30日経、1/31読売新聞と同内容（ ※写真
8 第67回別府大分毎日マラソン ＇2/5毎日新聞(夕)と同内容（
スポーツ＇陸上（
日本記録保持者
設楽悠が2位
陸上♢香川・丸亀国際ハーフマラソン♢
8 ＇2/5の読売新聞(夕)と同内容（
スポーツ＇陸上（

平成30＇2018（年 寄居町新聞記事索引

2019年5月修正

第85回県駅伝競走大会＇4日（上位10チームの記録 表-高校男子 ⑧坂
2018/2/7 読売新聞

28

2018/2/7 埼玉新聞

16

2018/2/8 朝日新聞

29

2018/2/8 読売新聞

31

2018/2/8 埼玉新聞

11

2018/2/9 読売新聞

30

2018/2/9 スポーツニッポン

7

2018/2/10 読売新聞

26

2018/2/10 読売新聞

26

2018/2/11 埼玉新聞

5

2018/2/11 埼玉新聞

9

2018/2/12 東京新聞

21

2018/2/12 埼玉新聞
2018/2/12 埼玉新聞
2018/2/12 埼玉新聞
2018/2/13 毎日新聞
2018/2/13 埼玉新聞
2018/2/13 スポーツニッポン

戸西 2時間17分16秒 1区6.595㌔⑨(区間順位)金子候生 表-一般・高校女子
④本庄東高 1時間12分39秒 2区3.7㌔⑤(区間順位)松本優澄 ⑧東農大三高 1
時間16分26秒 1区4.0㌔⑧(区間順位)福田舞菜 ⑩松山女子高 1時間18分17秒
5区6.0㌔⑭(区間順位)染野朊花 ※金子候生＇坂戸西高2年、男衾中出身（、松本
優澄＇本庄東高2年、男衾中出身（、福田舞菜＇東農大三高1年、城南中出身（、染
野朊花＇松山女子高1年、寄居中出身（
「来年も強い埼玉を」 都道府県男子駅伝チーム 知事に優勝報告 第
23回全国都道府県対抗男子駅伝で優勝した県チームが6日、県庁を訪れ上田知
事に優勝を報告 区間1位の快走でトップに立った設楽悠太選手も ※写真
都道府県駅伝「一丸のＶ」 男子チーム、県庁で報告 ＇2/7埼玉新聞と同
内容（ ※写真
寄居産、ギュッと 寄居町折原の農産物加工施設「里の駅アグリン館」で町内産
ミカンを使ったジュースの製造が最盛期 ※写真
ニュースクリップ ♦恐喝未遂容疑で暴力団組長逮捕＇寄居署（ 寄居署
は6日、恐喝未遂の容疑で熊谷市の指定暴力団稲川会傘下組織組長で自営業の
男性容疑者＇58（を逮捕 1月下旬ごろ、群馬県館林市の組事務所などで電話番を
していた寄居町の自営業男性＇57（に電話で現金を要求した疑い
五輪マスコットどれがいいかな 寄居 7日、寄居小学校で2020年東京五輪・
パラリンピックの大会マスコットを選ぶ投票 寄居町では全小学校6校が投票に参
加 ※写真
'18巨人全陣容 ♢読売ジャイアンツ♢ 内野手育成 018(背番) 田島洸成 ㉒(年
齢) 右左(投打) 176(身長) 80(体重) 3(年数) 帝京(出身校)
全国男子駅伝Ｖ報告 アンカー・設楽選手「来年も強い埼玉を」 ＇2/7埼
玉新聞と同内容（ ※写真
变位变勲 ＇9日（▷正六位瑞宝双光章 中里邦夫氏＇元本庄高校長（寄居町牟礼
＝1月13日死去 ＇同日の埼玉新聞に同様記事（
埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 (寄居)石澤無涯 (寄居)吉澤祥匡
深谷12Ｔの大勝 関東高校新人大会 ラグビー 第1日、10日・熊谷ラグビー
場 ▷1回戦 深谷74-19日川＇山梨（ 【深谷】FW 中沢 ※中澤陸哉＇深谷高2年、
寄居中出身（ ▷1回戦 流通経済大柏＇千葉（62-12つくば秀英＇茨城（ ※白川竜
士＇流経大柏高2年、寄居中出身（、鈴木大賀＇流経大柏高1年、寄居中出身（出場

スポーツ＇高校（

スポーツ＇陸上（
スポーツ＇陸上（
経済・産業
事件・事故
教育
スポーツ＇プロ野球（
スポーツ＇陸上（
变位变勲
投稿
スポーツ＇高校（

寄居城北高生ら ネット資金募る ブータンの陸上大会応援 「友好の懸
地域
け橋に」 ＇1/30日経1/31読売新聞と同内容（ ※写真
深谷14年ぶり4強 佐野日大に28-12 関東高校新人大会 ラグビー 第
▷準々決勝 深谷28-12佐野日大＇栃木（ 【深谷】FW
8 2日、11日・熊谷ラグビー場
スポーツ＇高校（
中沢 ※中澤陸哉＇深谷高2年、寄居中出身（ ▷準々決勝 流通経済大柏＇千葉（
19-12東海大相模＇神奈川（ ※白川竜士＇流経大柏高2年、寄居中出身（出場
県ラグビー協会は11日、本年度の県中学校優
8 中学ラグビー優秀選手発表
スポーツ＇中学（
秀選手を発表、記念の盾を贈った FW 馬場大樹＇寄居（ ※写真
設楽悠に栄冠 唐津10マイルロードレース 陸上の唐津10マイルロードレー
9 ス 11日、唐津市陸上競技場発着 設楽悠太＇武蔵越生高出、ホンダ（が46分12秒 スポーツ＇陸上（
で優勝
五輪とパラリンピックは自治体が国際交流を深める機会 活発な交流が目
1 余録
コラム
立つ埼玉県寄居町とブータン王国

招き猫やこま犬 人気 東京五輪・パラ大会マスコット 町内の全小学校
教育
で投票＇寄居（ ＇2/9読売新聞と同内容（ ※写真
柔道のグランドスラム・パリ大会 11日 女子は70㌔級の新井千鶴
9 GSパリ大会
スポーツ＇柔道（
＇三井住友海上（が準優勝

11

2018/2/14 読売新聞

佐々木ら招待選手 来月4日号砲 ＇同日の毎日新 スポーツ＇陸上（
27 びわ湖毎日マラソン
聞と同内容（

2018/2/14 毎日新聞

リオ代表の佐々木ら招待 [第73回びわ湖毎日マラソン] 来月4日号砲
24 第73回びわ湖毎日マラソンの招待選手18人を含む出場選手が13日、発表される スポーツ＇陸上（
一般参加は設楽啓太＇日立物流（らがエントリー

2018/2/14 産経新聞
2018/2/14 スポーツニッポン
2018/2/14 スポーツニッポン

びわ湖毎日マラソン ＇同日の毎日
21 佐々木、村山謙ら招待選手で出場
新聞と同内容（

スポーツ＇陸上（

リオ五輪代表佐々木ら招待 ＇同日の毎日新聞と同 スポーツ＇陸上（
4 びわ湖毎日マラソン
内容（
18年セ・リーグ選手名鑑 ♦セ・リーグ育成選手一覧♦ ≪巨人≫内(登録
11 種別) 018(背番号) 田島洸成 ㉒＇年齢（ ❸(年数) 176(身長) 80(体重) 右左(投打) スポーツ＇プロ野球（
帝京(出身校) 260(年俸)

2018/2/14 スポーツニッポン

阪神タイガーズ 捕手 94(背番号) 原口文仁 26 スポーツ＇プロ野球（
12 18年セ・リーグ選手名鑑
歳＝9年目 ※写真、過去3年・通算成績、プロフィール

2018/2/15 埼玉新聞

たすきの重み 大沢つる子＇深谷市、69歳（ ※一般ランナーで東京マ
17 つれづれ
投稿
ラソンに参加 折り返してくる設楽悠選手の走り見られる わくわく感でいっぱい

2018/2/16 朝日新聞

議会はいま 地方議会の委員会議事録公開進まず 表-■議会の現状
議会図書室での閲覧(委員会の議事録公開方法) 69(議案総数) 5(議員
26 寄居町
連載特集
提案数) 7.2％(議員提案の割合) 朝日新聞さいたま総局と埼玉大学社会調査研
究センターの共同調査

2018/2/16 朝日新聞

商店街活性「よそ者の力」 寄居駅から歩いて5分ほ 連載特集
25 点検！新年度予算
どの空き店舗を利用した朋飾デザイン店「アトリエRIKA」 店主の加藤弘美さん

2018/2/18 朝日新聞

※写真
男のひといき
憧れの尺八 今こそ 埼玉県寄居町 福沢三男 無職 80歳
27 ＇55（

投稿

平成30＇2018（年 寄居町新聞記事索引

2018/2/18 埼玉新聞
2018/2/18 埼玉新聞

2018/2/19 朝日新聞

2019年5月修正

5 埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 (寄居)吉澤祥匡 (寄居)石澤無涯
投稿
深谷 初の決勝逃す 流通経大柏に10-55 関東高校新人大会 ラグ
ビー 第3日、17日・熊谷ラグビー場 ▷準決勝 流通経大柏＇千葉（55-10深谷
8 【深谷】FW 中沢 【流通経大柏】HB 鈴木 ▷交代 【流】石水 ※中澤陸哉＇深谷高2 スポーツ＇高校（
年、寄居中出身（、鈴木大賀・石水健太＇流通経大柏高1年、寄居中出身（ ※写真
＇石水（
議会はいま 首長議案「原案可決」99％ 問われるチェック機能 表-■
31 2017年に首長が提出した議案の審議結果 寄居町 64(議案数) 0(否決数) 0(修 連載特集
正可決数) 100％(そのまま認められた割合)

ソメイヨシノに新害虫 クビアカツヤカミキリ 高齢化・衰退に追い打ち
2018/2/19 読売新聞

埼玉県寄居町で7日、外
31 日本の桜を代表するソメイヨシノに外来種の被害が拡大
環境
来種の害虫クビアカツヤカミキリの対策について、県内の自治体職員向けの説明
会 ※写真、説明図

2018/2/19 東京新聞

催し物 ♦かわはく講演会「小石が語る埼玉3億年のおいたち」 4 イベント情報
18 情報ファイル
月1日 県立川の博物館 講師は元県立自然の博物館長の本間岳史さん
深谷 3決で敗れる 関東高校新人大会 ラグビー 最終日、18日・熊谷ラグ

2018/2/19 埼玉新聞

▷3位決定戦 茗溪学園＇茨城（55-5深谷 【深谷】FW中沢 ※中澤陸哉＇深
6 ビー場
スポーツ＇高校（
谷高2年、寄居中出身（ ▷決勝 桐蔭学園＇神奈川（24-12流通経大柏＇千葉（ ※
白川竜士＇流通経大柏高2年、寄居中出身（出場

2018/2/20 読売新聞
2018/2/20 東京新聞

[TOKYO MARATHON 2018] 限界に挑む[1] 設楽悠太 26 ＇ホンダ（
スポーツ＇陸上（
自分信じて 日本新宣言 ※写真
「鉢形領」を支えた北条氏家臣たどる 秩父で来月10日シンポ 戦国時
18 代の北条氏が支配した「鉢形領」での北条氏邦の家臣たちの活躍をたどるシンポ
文化・芸術
ジウム「鉢形領を支えた人びと」 3月10日 秩父市歴史文化伝承館 ＇2/24読売、
29

2/25埼玉、3/6朝日新聞に同様記事（

子育て特集で最優秀 町村議会広報、全国コンで＇寄居（ 寄居町議会
2018/2/20 埼玉新聞

寄居町議会です」84号が2017年度の第32回町村議
13 発行の広報誌「お元気ですか
町議会
会広報全国コンクールで第1位の最優秀賞を初受賞 全国279町村議会から応募
※写真

2018/2/21 東京新聞

[TOKYO MARATHON 2018] 走春㊤ 設楽悠太＇26（ホンダ 規格外の
21 男 負けん気全開 ハーフマラソンの日本記録を更新するなど着実に成長 設 スポーツ＇陸上（

2018/2/21 埼玉新聞

10

2018/2/21 埼玉新聞

11

2018/2/21 埼玉新聞

17

2018/2/22 毎日新聞

27

2018/2/22 埼玉新聞

楽が日本男子マラソン界に春の訪れを告げる ※写真
リトルシニア 〈春季関東大会代表決定戦〉 18日、さいたま市中央リトルシニア
グラウンドなど ▷1回戦 所沢南7-0深谷彩北＇六回コールド（
まちひとであい 映画 ♦映画「じんじん」上映会＇寄居（ 3月18日 中央公民館
ホール
稲田浄二氏 ＇いなだ・じょうじ＝元寄居署長（
金子兜太さん死去 秩父、熊谷を愛し 各地に句碑 悼む声相次ぐ 2006
年に妻みな子さんが亡くなった後は、寄居町の文化財行政に携わった長男の真土
さん＇69（夫婦と3人で暮らす

スポーツ＇中学（
イベント情報
訃報
訃報

東京マラソン25日号砲 設楽悠＇寄居町出身（ら有力 高速海外勢に迫
6 れるか 設楽は昨年同様、果敢に海外勢を追う姿勢で日本記録更新を狙う ※ スポーツ＇陸上（
写真

2018/2/23 朝日新聞

県全体で46億円増税 都市部の地価上昇反映 固定資産評価額 評価
28 替え 表-■市町村の固定資産評価額の平均と変化 寄居町 1万1595(平均額： 行政
1平方㍍、円) ▼0.3(変動率：％)

2018/2/23 読売新聞

[TOKYO MARATHON 2018] 東京発 世界新へ 日本勢 設楽、井上 強
29 豪に挑む 日本勢で世界記録ペースが予想される先頭集団へ果敢に挑む姿勢 スポーツ＇陸上（
を示しているのが設楽悠太＇ホンダ（と井上大仁＇MHPS（ ※写真

2018/2/23 埼北よみうり

122チームたすきつなぐ 寄居町駅伝競走大会＇寄居町（ 第63回寄居町
3 駅伝競走大会が11日、寄居運動公園・カタクリ体育センター前を発着に行われた 地域
※各部門優勝チーム名、写真

2018/2/23 産経新聞

[TOKYO MARATHON 2017] 「誰にも負けないところ 力に」 男子マラ
17 ソン日本記録保持者 高岡寿成さんに聞く 「設楽君の良さは恐れずに行け スポーツ＇陸上（
るところ。枞にはまらない良さがある」 ※写真＇2017大会（

2018/2/23 産経新聞
2018/2/23 埼玉新聞
2018/2/24 朝日新聞
2018/2/24 読売新聞

MARATHON 2018] ㊦ 設楽悠太 常識外の思考 連戦で調整 スポーツ＇陸上（
25 [TOKYO
※写真
寄居町 世帯
2 1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13,028 人口総数33,241 男16,458 女16,783

16 設楽悠らが意欲 あす東京マラソン ＇同日の読売新聞と同内容（
スポーツ＇陸上（
[TOKYO MARATHON 2018] キプサング「世界新」宣言 東京マラソン
29 あす号砲 東京マラソン2018に出場する有力選手の記者会見 23日 設楽悠太 スポーツ＇陸上（
＇ホンダ（は「記録より勝つことが大事」と強調 ※写真

2018/2/24 読売新聞
2018/2/24 毎日新聞
2018/2/24 東京新聞

31 ■74歳 300万円詐欺被害 ＇同日の埼玉新聞と同内容（
事件・事故
23 井上 日本新宣言 あす東京マラソン ＇同日の読売新聞と同内容（ ※写真 スポーツ＇陸上（
[TOKYO MARATHON 2018] 東京マラソンあす号砲 高速の戦い 掲げ
8 た「6分台」へ 設楽悠太 東京マラソン財団の早野忠昭レースディレクターの大 スポーツ＇陸上（
会展望 ※写真

2018/2/24 東京新聞
2018/2/24 埼玉新聞

22 早春ｒｕｎ漫！ あす東京マラソン ＇同日の読売新聞と同内容（ ※写真
スポーツ＇陸上（
設楽悠勝ちにこだわる 東京マラソン あす号砲 キプサング「世界新」Ｖ
6
スポーツ＇陸上（
2宣言 ＇同日の読売新聞と同内容（ ※写真
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2018/2/24 埼玉新聞

絶対にという気持ちで挑む 東京マラソンで設楽悠 スポーツ＇陸上（
6 設楽悠日本新も視野
太が16年ぶりの日本記録更新に挑む ※写真

2018/2/24 埼玉新聞

恐れず夢に挑戦を 世界柔道金 新井選手 母校・男衾中で指導 寄居
9 2017年柔道世界選手権女子70㌔級と男女混合団体の金メダリスト新井千鶴選手 地域
＇24（が21日、母校の男衾中学校を訪れ3年生の柔道の授業で指導 ※写真

2018/2/24 埼玉新聞
2018/2/24 スポーツニッポン

ニュースクリップ ♦手渡し詐欺で74歳女性が現金300万円だまし取ら
14 れる＇寄居（ 寄居署は23日、寄居町の無職女性＇74（が手渡し詐欺で現金300
6

2018/2/25 東京新聞

24

2018/2/25 埼玉新聞

11

2018/2/26 朝日新聞

1

2018/2/26 朝日新聞

万円をだまし取られたと発表 12日午後7時半ごろから複数回にわたり息子をかた
る男から電話 13日午後2時ごろ東京都品川区の路上で手渡す
不敵“川内スタイル” 設楽「記録より勝つ」 ＇同日の読売新聞と同内容（
※写真
[TOKYO MARATHON 2018] 東京マラソンきょう号砲 東京マラソン2018
25日、東京都庁前から東京駅前・行幸通りまでの42.195㌔ ハーフマラソン日本記
録保持者の設楽悠太＇ホンダ（ら多彩なメンバー 午前9時10分スタート
埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 (寄居)吉澤紀子
設楽が16年ぶりマラソン日本新 2時間6分11秒 東京マラソン2018が25
日、東京都庁前から東京駅前までの42.195㌔で行われ、男子は設楽悠太＇26（＝
ホンダ＝が日本勢トップの2位となり、2時間6分11秒の日本新記録をマーク 高岡
寿成＇カネボウ（が2002年のシカゴで出した記録を16年ぶりに5秒更新 ※写真

事件・事故
スポーツ＇陸上（
スポーツ＇陸上（
投稿
スポーツ＇陸上（

設楽流 新時代の扉 陸上 東京マラソン 25日 走り込みより実戦 勝負
貫き日本新 マラソン3度目で自己記録を3分近く縮め、日本新記録で2位となっ

23 た設楽悠太＇ホンダ（ 東京五輪の代表選考会マラソングランドチャンピオンシップ スポーツ＇陸上（
＇MGC（の出場権を獲得 表-■設楽悠太の通過時間とスプリットタイム、■日本男
子マラソン歴代10傑、■男子8位までの記録 ※写真、プロフィール

2018/2/26 朝日新聞

設楽選手の日本新 地元寄居で「号外」 東京マラソン 16年ぶり快挙
33 寄居町が「設楽悠太選手日本新！」と見出しが躍る「広報よりい」の号外を発行

行政

※写真2

2018/2/26 読売新聞

設楽悠 日本新 [TOKYO MARATHON 2018] 2時間6分11秒 40㌔過ぎ
23 加速 16年ぶり更新 声援力に2位 ＇同日の朝日新聞〈23〉と同内容（ ※写 スポーツ＇陸上（
真

2018/2/26 毎日新聞
2018/2/26 毎日新聞

2018/2/26 毎日新聞

16年ぶり日本記録更新 ＇同日の朝日新聞〈1〉と同内容（ ※
1 NEWSLINE
写真

スポーツ＇陸上（

設楽16年ぶり日本新 2時間6分11秒 2位 東京マラソン 型にはまらぬ
25 練習で成長 マラソン前にほかの選手が何度も取り組む40㌔走を一本もやらな スポーツ＇陸上（
い ハーフマラソンや駅伝などの大会に積極的に参加、調整の一環でなく全力で勝
負 ＇ほか同日の朝日新聞〈23〉と同内容（ ※写真、プロフィール
双子の兄追い続け 男子マラソン日本記録 設楽「2人で東京五輪」 給
水所で自らのボトルをつかみ、取っ手に右腕を通したまま走る ボトルには家族か
31 らのメッセージ 埼玉県寄居町出身 大きな影響を受けたのが双子の兄で実業団 スポーツ＇陸上（
トップランナーの啓太＇日立物流（ 「東京五輪で2人そろって走っているのを両親に
見せたい」 ※写真

2018/2/26 産経新聞

設楽悠 16年ぶり日本新 東京マラソン 2位 2時間6分11秒 鍛えた勝
スポーツ＇陸上（
負勘で快挙 ＇同日の朝日新聞〈23〉と同内容（ ※写真
16年ぶり日本新 [TOKYO MARATHON 2018] ＇同日の朝 スポーツ＇陸上（
1 設楽悠2位
日新聞〈1〉と同内容（ ※写真

2018/2/26 産経新聞

設楽 異端児の革命 距離踏まず2時間6分11秒 [TOKYO MARATHON
24･25 2018] ボーナス1億円「豪快に使う」 日本新記録を出した設楽には日本実 スポーツ＇陸上（

2018/2/26 東京新聞

設楽悠16年ぶり日本新 2時間6分11秒 東京マラソン2位 熱い平昌五
1 輪閉幕 さあ東京へ走り出そう のびのび悠太 本番集中 ＇同日の朝日 スポーツ＇陸上（

2018/2/26 日本経済新聞

35

業団陸上連合から1億円のボーナスが贈られる ＇ほか同日の朝日新聞〈23〉と同
内容（ ※写真

新聞〈1〉と同内容（ ※写真

2018/2/26 東京新聞

「いける」日本新2時間6分11秒 [TOKYO MARATHON 2018] 設楽悠
五輪へスパート 「規格外」さえた勝負勘 厚底の「相棒」支え 「1億円豪
21
スポーツ＇陸上（
快に使う」実業団陸連ボーナス獲得 好記録の要因の一つがナイキの厚底
シューズ ＇ほか同日の朝日新聞〈1〉〈23〉と同内容（ ※写真3

東日本大震災7年 被災着物に記憶の断片 寄居の小林さん 即興で描
く 東京・立川 28日まで作品展 東日本大震災で津波に漬かった着物の生地

2018/2/26 東京新聞

22 に、画家小林祐児さん＇69（＝寄居町＝が即興で絵を描くライブペインティング 24 文化・芸術

2018/2/26 東京新聞

日、東京都立川市のスタジオLaLaLa＇ラララ（ 28日まで、小林さんの作品展「記憶
の断片」を開催 着物の端切れに描かれた作品約50点を展示 ※写真
26 編集日誌 設楽悠太選手が日本記録更新 東京五輪本番での快走を期待
コラム

2018/2/26 埼玉新聞

東京マラソン 設楽悠16年ぶり日本新 2時間6分11秒の快走 記録より
勝利意識 設楽悠太の話 ※設楽悠太選手コメント ＇ほか同日の朝日新聞
1 〈1〉と同内容（ 「また一皮むけた」武蔵越生高恩師・北村監督 設楽悠太 スポーツ＇陸上（
選手の武蔵越生高時代の恩師・北村亮祐監督＇59（ 教え子の激走を絶賛
真、コメント

2018/2/26 埼玉新聞
2018/2/26 埼玉新聞

※写

[時の人] 男子マラソンで日本記録を更新、寄居町出身 設楽悠太さん
連載コラム
男子の停滞打ち破る ※写真
4 県内週間日誌 13日 ♢設楽悠が会見、東京マラソン「日本記録狙う」
その他
2
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2018/2/26 埼玉新聞

疾走 新時代の扉 設楽悠日本新 東京マラソン 独自の調整法実り 一
6 問一答「家族が力に」 ＇同日の朝日新聞〈1〉〈23〉と同内容（ ※写真 寄居 スポーツ＇陸上（
出身、武蔵越生高出 ※プロフィール
13 ぶん太くんの教えて！埼玉博士 137 鉢形城ゆかりの桜は？
連載コラム
設楽悠選手 日本新 夢かなえた寄居の宝 中学恩師「東京目指せ」 マ
17 ラソン界前途洋々 破格ボーナス1億円「素直にうれしい」 夢はかなう スポーツ＇陸上（

2018/2/26 スポーツニッポン

ハイレベル東京マラソン 5位でも6分台 井上 設楽悠日本新に対抗心
10 「やりかえす」 日本歴代4位の2時間6分54秒も5位の井上大仁＇MHPS（ 設楽 スポーツ＇陸上（

2018/2/26 埼玉新聞
2018/2/26 埼玉新聞

恩師の思いが形になった記録 男衾中学校で悠太選手を教えた陸上部顧問の川
音順子教諭＇63（は「寄居の宝です」と快挙を祝った ※写真

悠の逆転を許す ※写真

2018/2/26 スポーツニッポン

設楽悠日本新おめでとう モチベーションに 大迫「次は頑張る」 ※大迫傑選
10 手＇ナイキORPJT（コメント ホンダ監督が絶賛 ※大澤陽祐監督＇ホンダ（コメント スポーツ＇陸上（
兄設楽啓太驚いた ※双子の兄、設楽啓太選手＇日立物流（コメント

2018/2/26 スポーツニッポン

“分厚い”サポート「疲労感違う」 新兵器ナイキ製シューズ 設楽悠の強
10 さの秘密は靴底にも 昨年9月の海外遠征からはいているナイキ製の厚底シュー スポーツ＇陸上（
ズ ※写真

2018/2/26 スポーツニッポン

設楽悠太 日本新 GC切符ゲット 日本人最高2位 2時間6分11秒 東
京五輪へGO砲 高岡寿成の記録16年ぶり更新 ボーナス1億円「豪快
24
スポーツ＇陸上（
に使いたい」 “量より質”独自練習理論で史上初ハーフと2冠 ＇同日
の朝日新聞〈1〉〈23〉と同内容（ ※写真3、プロフィール

2018/2/26 スポーツニッポン

【高岡寿成の目】 ①前半から攻め②我慢できる③計算しない-良さ全
24 て出た ※高岡寿成氏＇男子マラソン前日本記録保持者、カネボウ陸上部監督（ スポーツ＇陸上（
の設楽悠太選手の走りについての分析記事

2018/2/26 朝日新聞
＇夕刊（

褒賞金で「友人にごはんおごる」 マラソン日本記録更新の設楽 25日
11 の東京マラソンで16年ぶりに日本記録を更新した設楽悠太＇ホンダ（に日本実業団
スポーツ＇陸上（
陸上競技連合から褒賞金1億円が贈られることになり、26日、東京都内のホテルで
目録の贈呈式 ※写真

2018/2/26 読売新聞
＇夕刊（

実業団連合 「友人にごちそう」 ＇同日の朝日新聞 スポーツ＇陸上（
12 日本新・設楽に1億円
(夕)と同内容（ ※写真

2018/2/26 毎日新聞
＇夕刊（

設楽悠太に1億円目録 東京マラソン2位で ホンダの監督・チームに5000
8 万円、日本歴代4位の記録を出した井上大仁＇MHPS（に1000万円、MHPSの監督・ スポーツ＇陸上（

2018/2/27 朝日新聞
2018/2/27 読売新聞

チームに500万円の目録も贈られた ＇ほか同日の朝日新聞(夕)と同内容（

ひと 男子マラソンで16年ぶりの日本新記録を達成した 設楽悠太さ
連載コラム
ん＇26（ ※写真
設楽悠「2時間4分目標」 日本新 1億円贈呈 設楽は「記録はトレーニング
27 次第で伸びる 2時間4、5分を目標にやっていきたい」と宣言 ＇ほか2/26の朝日新 スポーツ＇陸上（
2

聞(夕)と同内容（ ※写真

2018/2/27 日本経済新聞

東京マラソン 日本記録更新で ＇2/26朝日新聞
39 設楽悠に報奨1億円
(夕)と同内容（ ※写真

2018/2/27 産経新聞

東京マラソン日本新 設楽 ベルリン照準 高速レースで自分磨く 10㌔
19 で右脚痛み「たぶん肉離れ」 10㌔くらいから右ふくらはぎに痛み 「残り30㌔ スポーツ＇陸上（

2018/2/27 東京新聞

設楽悠 ベルリンに照準 東京マラソン一夜明け会見 「暑いので」ア大
21 会辞退 1億円の目録贈呈「想像できない額」 設楽悠は8月のジャカルタ・ スポーツ＇陸上（

2018/2/27 埼玉新聞
2018/2/27 埼玉新聞
2018/2/27 埼玉新聞
2018/2/27 埼玉新聞

スポーツ＇陸上（

は痛みをこらえて走った」 近く医療機関で診察 ＇ほか2/26朝日(夕)、同日の東京
新聞と同内容（ ※写真

アジア大会を辞退し、9月のベルリン・マラソンに出場する意向を示す ＇ほか2/26
朝日新聞(夕)と同内容（ ※写真
さらなる記録短縮に自信 ＇2/26朝日新聞(夕)と同内 スポーツ＇陸上（
9 設楽悠ベルリン視野
容（ ※写真
頭の体操、交流の場に 「ほほえみの家」きょう開設＇寄居（ 寄居町牟礼
12 の民家に高齢者や町民が立ち寄れる常設サロン「ほほえみの家」が27日オープン 福祉・医療
運営は町社協と男衾地区地域支え合いの会連絡会 ※写真
♦寄居町 一般会計は前年度比9.5％増の116億7860万1千円
13 新年度予算案
行政
寄居駅南口や中央通り線の整備事業＇6億1082万円（など

特設コーナー 号外配布 日本新の設楽悠選手 地元・寄居町「東京五
19 輪 兄弟出場を」 寄居町は喜びムードに沸く 役場1階ロビーに特設コーナー 行政
悠太選手から送られたシューズやユニホームを展示 ※写真

2018/2/27 スポーツニッポン

9月ベルリンでも日本新だ 設楽 連続1億円 高速レースで記録更新
7 チャンス ボーナスは年度内で一度限り 9月、ベルリンで更新すれば再び1億円 スポーツ＇陸上（
をゲット ＇ほか2/26朝日新聞(夕)と同内容（ ※写真

2018/2/28 朝日新聞
2018/2/28 朝日新聞
埼玉尐年尐女スポーツ
2018/2/28 埼玉新聞
2018/3/2 読売新聞

本会議の動画公開なし4割 報告会の定例開催は3割 表 連載特集
27 議会はいま
-■本会議などを動画で公開していない議会 寄居町
新埼玉スポーツ列伝(61) 小原敏彦 スポーツライター 駅伝日本一、北
2 村亮祐監督 全国都道府県対抗男子駅伝 埼玉3年ぶり2度目の優勝 設楽啓 連載コラム
太・悠太兄弟などを育てた 武蔵越生高校監督 ※写真
〈春季関東大会代表決定戦〉 25日、所沢中央リトルシニアグラウ
7 リトルシニア
スポーツ＇中学（
ンドなど 「敗者復活トーナメント」▷1回戦 【D組】深谷彩北6-2越谷

寄居町長選は7月29日投票 寄居町選挙管理委員会は1日、任期満了＇8月
31 27日（に伴う町長選と町議補選＇欠員1（を7月24日告示、同29日投開票で行うこと 選挙
を決定

平成30＇2018（年 寄居町新聞記事索引

2018/3/2 日本経済新聞

2019年5月修正

荒川大模型リニューアル 県立川の博物館 多言語解説を導入 県立川
33 の博物館が日本最大級の屋外地形模型「荒川大模型173」をリニューアル 1日に 文化・芸術
公開 破損部の修繕 スマートフォンによる多言語対応の音声解説も導入 ※写真

2018/3/2 産経新聞
2018/3/2 東京新聞
2018/3/2 東京新聞
2018/3/2 埼玉新聞

25 ●寄居町長選は7月29日 ＇同日の読売新聞と同内容（
選挙
秩父点描
荒川水系
渓流釣り解禁
寄居町の玉淀湖より上流の荒川水系で
22 1日、ヤマメとイワナの渓流釣りが解禁 ※写真
地域
22 寄居町長選は7月29日投開票 町議補選も ＇同日の読売新聞と同内容（ 選挙
ホンダ 寄居でＥＶ生産へ 技術確立、海外にも展開 ホンダが2019年から
1 欧州や日本で順次発売する電気自動車＇EV（の生産拠点として寄居工場を検討し 経済・産業
ていることが1日わかる

2018/3/2 埼玉新聞
2018/3/2

毎日新聞
＇夕刊（

2018/3/3 読売新聞

2018/3/3 毎日新聞

2018/3/3 毎日新聞
2018/3/3 毎日新聞
2018/3/3 日本経済新聞
2018/3/3 埼玉新聞

2 寄居町長選は7月29日投開票 ＇同日の読売新聞と同内容（
選挙
厚底靴 マラソンに革命 設楽悠16年ぶり日本新 ナイキ開発 宇宙用素
4 材で軽く 常識を覆す革命的なランニングシューズがマラソン界を席巻 設楽悠 スポーツ＇陸上（

太らが使うナイキの「ヴェイパーフライ4％」 靴底の厚さは、かかとが3㌢余りある
※写真
高速レースに期待 びわ湖毎日マラソンあす号砲 一般参加では双子の
29 弟＇※先週の東京マラソンで日本記録を更新した設楽悠太＇ホンダ（（に刺激を受け スポーツ＇陸上（
た設楽啓太＇日立物流（にも注目
びわ湖毎日マラソン MGCシリーズ あす号砲 夢舞台 駆け抜けろ 第
73回びわ湖毎日マラソン 4日、大津市の皇子山陸上競技場発着点 午後0時半ス
一覧-日本歴代10傑 ①設楽悠太＇Ｈｏｎｄａ（ 一覧-マラソングランドチャン
18･19 タート
スポーツ＇陸上（
ピオンシップ＇MGC（シリーズの成績 東京 ★②設楽悠太＇Ｈｏｎｄａ（ 一覧-エント
リー選手 一般参加選手 223(ナンバーカード)設楽啓太 26(年齢) ＇日立物流（
2.28.29(ベスト記録)
一般参加にも上位候補多数 設楽啓太 日立物流 今大会の一般参加で
注目される一人が設楽啓太＇26（＝日立物流 双子の弟・悠太＇26（＝Hondaが東
18 京マラソンで日本新記録を樹立 その勢いに兄も乗りたい 復活の第一歩としたい スポーツ＇陸上（
舞台だ ※写真

27 寄居町長選は7月29日投開票 ＇3/2読売新聞と同内容（
選挙
THIS WEEK REVIEW この人 東京五輪へ期待のホープ 男子マラソ
6
コラム
ン16年ぶり日本新 設楽悠太さん ※写真
▶ブータンの陸上選手団を迎える寄居町がゾンガ語の講座を18年度
1 さきたま抄
コラム
に開く方針

2018/3/3 埼玉新聞

悠太に続け びわ湖毎日マラソン あす号砲 ＇同日の読売新聞と スポーツ＇陸上（
7 設楽啓
同内容（

2018/3/4 埼玉新聞

さきたま抄 ▶平昌五輪が幕を閉じた同じ日、東京五輪に向け新たなヒーローが
▶2月25日、東京マラソンで設楽悠太選手が日本記録を更新 設楽選手は寄
1 誕生
コラム
居男衾中、武蔵越生高、東洋大＇川越市（と進み、ホンダ＇狭山市（に所属 まさに
埼玉代表と言っていい

2018/3/4 埼玉新聞
2018/3/5 毎日新聞
2018/3/5 埼玉新聞
2018/3/5 埼玉新聞

7 埼玉俳壇 内野修選 (寄居)吉澤祥匡 (寄居)吉澤紀子
投稿
[第73回びわ湖毎日マラソン]
滋賀・皇子山陸上競技場発着 4日 表-第73
20 回びわ湖毎日マラソン所要時間とスプリットタイム ㉖設楽啓太＇日立物流（
スポーツ＇陸上（
2.18.39
寄居町 世帯
2 2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13,004 人口総数33,165 男16,407 女16,758

県内週間日誌 25日 設楽悠太が2時間6分11秒の16年ぶり日本新 東京マラ
4 ソン ※写真 26日 ♢設楽悠選手の日本新に地元寄居が歓喜 1億円の報奨金 その他
目録を贈呈

2018/3/5 埼玉新聞

設楽悠「来年も全力で」都道府県駅伝優勝祝賀会 埼玉チームの優勝祝
8 賀会 4日、上尾市内 設楽悠太＇武蔵越生高出、ホンダ（ら選手10人、スタッフなど スポーツ＇陸上（
が参加 ※写真

2018/3/5 スポーツニッポン

びわ湖毎日マラソン 自己記録更新も設楽啓反省26位 設楽啓太＇26＝
6 日立物流（は2時間18分39秒で26位 10分近く自己記録を更新したが、反省が口を スポーツ＇陸上（
ついた

びわ湖毎日マラソン 大迫＆設楽悠が好走「刺激になった」 初マラソン
2018/3/5 スポーツニッポン

東京で設楽悠が日本新を出し
26 の中村省吾＇25＝富士通（が日本人最上位の7位
スポーツ＇陸上（
たことに「刺激になった」とコメント ※表-♢マラソングランドチャンピオンシップ男子
有資格者♢＇4日現在（に設楽悠太

2018/3/5

朝日新聞
＇夕刊（

2018/3/6 朝日新聞
2018/3/6 読売新聞

双子の弟 またマラソン国内新 ＮＺですが…設楽悠に続き びわ湖毎
日3位ジェイク・ロバートソン 4日のびわ湖毎日マラソン 3位に入ったニュー

5 ジーランドのジェイク・ロバートソン＇28（が同国記録を35年ぶりに更新 設楽と共通 スポーツ＇陸上（
点があり、ロバートソンも双子の弟 兄のゼーンは同国のハーフマラソン記録保持
者 ※写真

熱意・工夫・美しさ 攻めの広報 寄居町議会 ＇2/20埼 町議会
28 謎とき！日本一
玉新聞と同内容（ ※写真
男子マラソン戦国時代 MGC争い 相次ぐ好記録 2020年東京五輪マラソ
男子
27 ン代表決定レースMGCへの出場権を2シーズンかけて争う「MGCシリーズ」
スポーツ＇陸上（
の初年度5大会が終了 日本陸連の期待を上回る13人が出場権獲得 表-■男子
のMGC出場権獲得者 設楽悠太＇ホンダ（ ※写真

2018/3/6 埼玉新聞

さらなる記録狙う マラソン日本新 設楽悠が抱負 埼玉の支え力に 東
11 京マラソンで日本記録をマークした設楽悠太＇寄居町出身、武蔵越生高-東洋大
スポーツ＇陸上（
出、ホンダ（が4日、全国都道府県対抗男子駅伝の優勝祝賀会に出席 今後の意
気込みなどを語る ※写真

平成30＇2018（年 寄居町新聞記事索引

2018/3/6 埼玉新聞

2019年5月修正

設楽悠選手の日本新を祝う 寄居町がパネル展示 寄居町は日本新記録
13 をマークした町出身の設楽悠太選手＇26（の記録樹立パネルを役場1階展示スペー 行政
スに新たに設置 ※写真

2018/3/6 埼玉新聞

町の魅力マップに 25日のマルシェアピール 若者会議が活動報告＇寄
14 居（ 「寄居若者会議」の一年間の活動報告会が行われ、旧ライフ寄居店東側駐 行政

2018/3/7 毎日新聞

26

2018/3/7 日本経済新聞

37

2018/3/7 産経新聞

27

2018/3/7 埼玉新聞

9

2018/3/8 日本経済新聞

33

2018/3/8 埼玉新聞

5

2018/3/8 埼玉新聞

5

2018/3/9 朝日新聞
2018/3/9 読売新聞

29
33

2018/3/9 読売新聞

34

2018/3/9 埼北よみうり

4

2018/3/9 埼北よみうり

5

2018/3/9 埼北よみうり

6

2018/3/9 埼北よみうり

8

車場で「寄居いろはマルシェ」を25日に開催するとアピール ※写真
第43回埼玉書道三十人展 出品者と作品紹介[2] 13～18日 さいたま・
県立近代美術館 加藤東陽「良寛詩二首」 ※写真、作品画像
地域活性化で包括協定 埼玉県信金、県内3市町と 埼玉県信用金庫は3
月中に県内3市町と地域産業の活性化などに関する包括連携協定を結ぶ 5日に
深谷市、7日に寄居町・寄居町商工会と3者協定、20日に川島町
寄居工場ＥＶ拠点化 ホンダ検討 技術確立で海外展開も ＇3/2埼玉新
聞と同内容（
リトルシニア 〈春季関東大会代表決定戦〉 4日、狭山リトルシニアグラウンドな
ど 「敗者復活トーナメント」▷2回戦 【D組】久喜5-4深谷彩北
おりぱ写 設楽悠太16年ぶり日本新 報奨金は1億円 ※写真
空き店舗対策を報告 3市1町プロジェクト 100人参加し成果検証 県が
本年度取り組んだ「空き店舗ゼロプロジェクト」の成果報告会 7日、知事公館 越
谷、蕨、ふじみ野、寄居町の担当者らが地元商店街の現状など示す 県内自治体
の担当者や商工団体関係者ら約100人が出席 ※写真
産業活性化で連携協定 寄居町・町商工会 4金融機関と締結 寄居町
と寄居町商工会は7日、町内に支店を持つ4金融機関と「地域産業の活性化に係る
包括提携に関する協定」を締結 ＇3/7日本経済新聞と一部同内容（ ※写真
花輪・寄居町長 再選出馬を表明 ＇同日の毎日新聞と同内容（
花輪・寄居町長再選出馬を表明 ＇同日の毎日新聞と同内容（
埼玉書道三十人展 13日から 「良寛詩二首」♢加藤東陽 日展会友、東京学
芸大学名誉教授 寄居町 ※作品画像
桜めぐり 氏邦桜＇寄居町（ ※写真
寄居若者会議 活動×展望 報告＇寄居町（ ＇3/6埼玉新聞と同内容（ ※
写真
エンタメ 教室 おりがみ教室 3月17日＇土（ 寄居町立図書館
地元の寄居町沸く 設楽悠太選手 マラソンで日本新＇寄居町（ ＇3/6埼
玉新聞と同内容（ ※写真
花輪・寄居町長 再選へ出馬表明 寄居町の花輪利一郎町長＇73（は8日の
町議会本会議で、任期満了に伴う町長選に2期目を目指して立候補する意向を表
明 大久保博幸議員の一般質問に答える
親子で学ぶう 2018.3.9 スポーツ編 設楽選手 マラソン日本記録で1億
円 ※写真
現職花輪さんが再選出馬を表明 寄居町長選 ＇同日の毎日新聞と同内
容（
現職の花輪氏再選出馬表明 寄居町長選 ＇同日の毎日新聞と同内容（
県ミニバス会長杯 県ミニバスケットボール大会会長杯 春日部市総合体育館
【男子1次予選】▷B4組 寄居46-45八北＇草加（ 浦和別所＇さいたま（64-21寄居
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
県体育賞表彰者 会長特別賞 新井千鶴＇三井住友海上、世界選手権女子
70㌔級・男女混合団体優勝・柔道（ 設楽悠太＇ホンダ、男子マラソン日本記録・陸
上（ 優秀選手賞 【全国大会優勝団体】陸上 埼玉県＇設楽悠太ほか（

文化・芸術
経済・産業
経済・産業
スポーツ＇中学（
特集
経済・産業
経済・産業
町議会・選挙
町議会・選挙
文化・芸術
観光
行政
イベント情報

2018/3/9 毎日新聞

27

2018/3/9 東京新聞

7

2018/3/9 東京新聞

24

2018/3/9 埼玉新聞

1

2018/3/9 埼玉新聞

7

2018/3/11 埼玉新聞

5

2018/3/11 埼玉新聞

7

2018/3/12 埼玉新聞

第43回埼玉書道三十人展 書壇代表する埼玉の30人 新作を一同に
7 展示 加藤東陽「良寛詩二首」 ※作品画像 加藤東陽 千紫会理事長＇寄居町（ 文化・芸術

町議会・選挙
連載コラム
町議会・選挙
町議会・選挙
スポーツ＇小学（
投稿
受賞・表彰

※写真

2018/3/12 埼玉新聞
2018/3/13 朝日新聞

9 郷土力士星取表 【三段目】湊竜＇寄居（ や0-0 ※春場所初日
スポーツ＇大相撲（
マラソン日本新の設楽選手
母校や地元訪問し「感謝」
＇同日の読売新
29 聞と同内容（ ※写真
地域
設楽選手「応援の結果」 東京マラソン「日本新」寄居で報告 東京マラ

2018/3/13 読売新聞

ソン2018で日本記録を16年ぶりに更新した設楽悠太選手＇26（＇ホンダ（が12日、寄

33 居町役場と母校の男衾中を訪問 役場1階ロビーで歓迎セレモニー 男衾中では

地域

隣接する男衾小の児童もあわせ約650人が集まる 男衾中陸上部で設楽選手を指
導した川音順子教諭＇63（は「ぜひ東京五輪をめざして」と激励 ※写真

2018/3/13 産経新聞

東京マラソンで日本新記録 「支えと応援に感謝」 設楽選手 出身の寄
地域
居訪問 ＇同日の読売新聞と同内容（ ※写真
男子マラソン日本新の設楽選手 ＇同日の読売 地域
25 寄居に“凱旋”熱い歓迎
新聞と同内容（ ※写真

2018/3/13 東京新聞

18

2018/3/13 東京新聞

18 の展示コーナーを開設 「すごい人が狭山に現れた」と市内の主婦 ＇ほか同日の 地域

2018/3/13 毎日新聞

25

「兄弟で東京五輪に」 マラソンで日本新記録 設楽悠太選手 寄居町
地域
出身 母校男衾中で祝賀会 ＇同日の読売新聞と同内容（ ※写真
「狭山にすごい人」現れる 市役所に展示コーナー 設楽さんは寄居町に
続いて狭山市役所も表敬訪問 狭山市は市役所1階エントランスホールに設楽さん
読売新聞と同内容（ ※写真

2018/3/13 埼玉新聞

8 郷土力士星取表 【三段目】湊竜＇寄居（ ○1-0 ※春場所2日目

スポーツ＇大相撲（

平成30＇2018（年 寄居町新聞記事索引

2018/3/13 埼玉新聞
2018/3/13 埼玉新聞
2018/3/13 埼玉新聞

2019年5月修正

設楽悠ら「確実に進歩」 ＇3/6読売新聞 スポーツ＇陸上（
9 1季終えたマラソンGCシリーズ
と同内容（ ※写真
11 埼玉歌壇 沖ななも選 (寄居)松村章子
投稿
卒業生にヒョウタン 似顔絵入り保泉さん贈呈 折原小＇寄居（ 折原小
13 学校の学校応援団でスクールガードリーダーの保泉竑さん＇72（が6年生18人にヒョ 地域
ウタンの置物を今年もプレゼント ※写真

2018/3/13 埼玉新聞

設楽選手 母校など訪問 ＇同日の読売新聞と同 地域
18 故郷寄居に日本新報告
内容（ ※写真

2018/3/14 朝日新聞

国民健康保険の新年度税額 31の市町村が変更へ 4月から県内ほぼ半
28 分の31市町村が保険税を見直す 表-■変更のない市町 4方式 寄居町 26万 行政

2018/3/14 朝日新聞
2018/3/14 読売新聞
2018/3/14 日本経済新聞

9800円(夫婦世帯) 30万4800円(4人世帯)
設楽選手に県体育賞会長特別賞 東京マラソンで日本新記録を出した寄居
29 町出身の設楽悠太選手＇ホンダ（に県が13日、県体育賞会長特別賞を贈る この 受賞・表彰
日、設楽選手は県庁に上田知事を訪問、感謝の言葉を述べた ※写真
東京マラソンで日本新 ＇同日の朝日 受賞・表彰
30 設楽選手に県体育賞会長特別賞
新聞と同内容（ ※写真

寄居町、産業振興へ一丸 商工会・金融機関と連携協定 企業誘致や
41 創業支援 ホンダ工場再編にらむ グラフ-寄居町の就業人口は減尐傾向に 経済・産業
ある ＇3/8埼玉新聞と同内容（ ※写真

2018/3/14 日本経済新聞

設楽選手が県庁訪問 知事「五輪での活躍応援」 受賞・表彰
41 東京マラソン日本新
＇同日の朝日新聞と同内容（ ※写真

2018/3/14 埼玉新聞

マラソン日本記録 設楽悠が知事に報告 ＇同日
6 「応援あっての結果」
の朝日新聞と同内容（ ※写真

2018/3/14 埼玉新聞
2018/3/15 朝日新聞
2018/3/15 埼玉新聞

6 郷土力士星取表 【三段目】湊竜＇寄居（ や1-0 ※春場所3日目
31 ●寄居で倉庫など3棟全焼 ＇同日の埼玉新聞と同内容（
8 郷土力士星取表 【三段目】湊竜＇寄居（ ○2-0 ※春場所4日目
ニュースクリップ ♦倉庫と空き家が全焼＇寄居（ 14日午後4時55分ごろ、
17 寄居町桜沢、女性＇80（所有の倉庫から出火 木造平屋倉庫、敶地内の木造2階建

2018/3/15 埼玉新聞
2018/3/16 読売新聞

30

2018/3/16 埼玉新聞

7

2018/3/16 埼玉新聞

8

2018/3/17 朝日新聞

27

朝日新聞
ｂｅ
2018/3/17 毎日新聞

20

2018/3/17 毎日新聞

21

2018/3/17 産経新聞

23

2018/3/17 東京新聞

5

2018/3/17 東京新聞

31

2018/3/17 埼玉新聞

10

2018/3/17 埼玉新聞

10

2018/3/17 埼玉新聞

11

2018/3/17

2018/3/18 東京新聞

4

て住宅、プレハブ倉庫1棟が全焼 けが人なし 住宅は空き家
よみうり文芸 川柳 西潟賢一郎選 【入選】寄居町 柴崎真一
さくら杯争奪ミニバス大会 第39回さくら杯争奪ミニバスケットボール大会 深
谷ビックタートル 「男子」【予選トーナメント】▷D組1回戦 寄居60-37吉見西ウィン
グス ▷同決勝 寄居46-42鴻巣TMB 【決勝トーナメント】▷1回戦 小川レインボー
53-23寄居 ▷3位決定戦 大里38-25寄居
郷土力士星取表 【三段目】湊竜＇寄居（ ●2-1 ※春場所5日目
マラソン代表に井上ら4人選出 8月のアジア大会 ＇同日の毎日新聞と同
内容（
ｂｅ ｒｅｐｏｒｔ 常識覆した“厚底” 駅伝、東京五輪へ 開発が加速 ＇3/2
毎日新聞(夕)と同内容（ ※写真
阪神猛攻20安打「うれしい悲鳴」 ＇同日の埼玉新聞と同内容（
アジア大会マラソン代表 設楽らは回避 日本陸上競技連盟は16日、今夏
のジャカルタ・アジア大会のマラソン代表に井上大仁らを選ぶ 東京で男子の日本
記録を更新した設楽悠太＇ホンダ（ら有望選手は井上を除きアジア大会を回避
虎打線爆発20安打 1軍当落戦上の選手猛アピール ＇同日の埼玉新聞
と同内容（
時事川柳 ＇寄居町 内田士郎（
陸上 ♦マラソン設楽悠ら強化選手に 日本陸連は16日の理事会で2018年
度の強化選手資格を満たした選手を発表 設楽悠太＇ホンダ（ら 日本記録樹立で
支給される強化費が改定され、従来の30万円から100万円となる
プロ野球オープン戦 伊藤隼、原口ともに4安打 阪神12-4楽天 静岡
阪神は伊藤隼、原口ともに4安打とアピール
郷土力士星取表 【三段目】湊竜＇寄居（ や2-1 ※春場所6日目
競歩山西ゴールド 設楽悠はシルバー 日本陸連は強化指定選手の「シル
バーアスリート」に設楽悠太＇武蔵越生高出、ホンダ（らを新たに指定 ＇同日の東
京新聞と一部同内容（

受賞・表彰
スポーツ＇大相撲（
事件・事故
スポーツ＇大相撲（
事件・事故
投稿
スポーツ＇小学（
スポーツ＇大相撲（
スポーツ＇陸上（
経済・産業
スポーツ＇プロ野球（
スポーツ＇陸上（
スポーツ＇プロ野球（
投稿
スポーツ＇陸上（
スポーツ＇プロ野球（
スポーツ＇大相撲（
スポーツ＇陸上（

ブータン渡航費目標額超える 寄居城北高校生ら陸上部員派遣費用
「町と懸け橋になる」 ネットで寄付募り138万円 ブータンで開かれる陸上

26 競技大会を応援しようと県立寄居城北高校陸上部員らと寄居町職員有志らが寄付 地域

2018/3/18 埼玉新聞
2018/3/18 埼玉新聞

5
10

2018/3/18 埼玉新聞

13

2018/3/19 埼玉新聞

4

を呼び掛けていた「クラウドファンディング」が目標の100万円を突破 計143人が寄
付 総額138万1000円 ※写真
埼玉俳壇 内野修選 (寄居)吉澤紀子 (寄居)吉澤祥匡 (寄居)石澤無涯
郷土力士星取表 【三段目】湊竜＇寄居（ ○3-1 ※春場所7日目
クラウドFで地域活性 本庄 投票に応じ資金、交流会も 埼玉信用組合
主催のクラウドファンディングと地域交流を組み合せた「本庄地域クラウド交流会」
が本庄市役所で開かれ約140人が参加 起業を目指す人やグループがプレゼンを
実施 参加者は応援したい人に投票 投票数に応じて事業資金 投票の結果、寄
居町の岡部有紀さん＇24（と宮崎麻衣さん＇23（の音楽ユニット「泡沫音々＇うたかた
ねおん（」が1位 岡部さんがピアノ、宮崎さんがバイオリンを担当しライブ活動を展
開 ※写真
県内週間日誌 12日 ♢男子マラソン日本記録更新の設楽悠太選手 地元寄居
に報告

投稿
スポーツ＇大相撲（

地域

その他

平成30＇2018（年 寄居町新聞記事索引

2018/3/19 埼玉新聞
2018/3/20 朝日新聞
2018/3/20 埼玉新聞
2018/3/20 埼玉新聞

2019年5月修正

7 郷土力士星取表 【三段目】☆湊竜＇寄居（ や3-1 ※春場所8日目
スポーツ＇大相撲（
埼玉マリオン
●イベント
♦秩父路峠道ハイキング－カタクリの道から鐘撞堂
28 山へ 25日＇日（ 秩父鉄道波久礼駅に集合、寄居駅で解散
イベント情報
11 郷土力士星取表 【三段目】☆湊竜＇寄居（ ○4-1 ※春場所9日目
スポーツ＇大相撲（
キャラのスタンプ集めてコースター あすから、秩父鉄道 秩父鉄道は21
16 日から5月19日まで沿線のキャラクターデザインのスタンプを集める「わくわくスタン
イベント情報
プラリー2018」を開催 スタンプを集めるとキャラクターイラスト入りコースターを贈
呈 ※コースター画像＇イラスト中に「乙姫ちゃん」（

2018/3/20 埼玉新聞

ブータンを応援 ステッカー作成 町民にも配布＇寄居（ 寄居町はブータン
17 王国陸上チームの応援ムードを盛り上げるためオリジナルステッカー＇A5判（1千枚 行政
を作成 ※写真

2018/3/21 読売新聞

マラソン復活 今季80点 「レベル上げ五輪メダル」 日本陸連マラソン
瀬古利彦氏 一覧-MGC出場資格者【男
27 強化戦略プロジェクトリーダー
スポーツ＇陸上（
子】設楽悠太＇ホンダ（ ※インタビューで設楽悠太の日本記録に触れる、写真＇設
楽悠太（

2018/3/22 産経新聞

8 郷土力士星取表 【三段目】☆湊竜＇寄居（ や4-1 ※春場所10日目
スポーツ＇大相撲（
2018年プロ野球選手名鑑
セ・パ30日開幕
阪神
原口文仁 ＇2/14スポー
21 ツニッポンと同内容（
スポーツ＇プロ野球（

2018/3/22 東京新聞

雪と桜の共演 春分の日の21日、県内各地で雪や雤 最高気温 気象
26 秩父で積雪
は未明にさいたまで6.1度、秩父で5.2度、寄居で5.1度と真冬並みの寒さを観測

2018/3/21 埼玉新聞

2018/3/22 埼玉新聞
2018/3/22 埼玉新聞
2018/3/22 埼玉新聞

6 郷土力士星取表 【三段目】☆湊竜＇寄居（ や4-1 ※春場所11日目
スポーツ＇大相撲（
ぐるっと埼玉 優雅に気高く 一本桜 鉢形城跡のエドヒガンザクラ＇寄
8
観光
居（ 歴史感じる「氏邦桜」 ※写真
県内おでかけ情報 見頃の花 ▷カタクリ 鉢形城本丸跡周辺＇寄居（ ウォー
9 キング ♦峠道ハイキング「カタクリの道から鐘撞堂山へ」＇寄居（ 25日、波久礼 観光
駅集合

税の絵はがきコンクール 熊谷税務署管内の小学6年生が対象の「第3回税
2018/3/22 埼玉新聞

管内全54校から2819点の応
13 に関する絵はがきコンクール」の入賞作品が決まる
受賞・表彰
募 ▷熊谷法人会青年部会長賞＝大沢咲希 ▷寄居町長賞＝鶴岡舞子 ▷寄居町
教育委員会教育長賞＝髙橋敬大

2018/3/22 埼玉新聞

鉄道むすめ特別列車に 24日秩父鉄道 乗客に記念品も 秩父鉄道は24
13 日、同鉄道の鉄道むすめ「桜沢みなの」をテーマにした臨時列車を下り熊谷～秩父 経済・産業
駅間で運行 ※写真

2018/3/23 埼北よみうり
2018/3/23 毎日新聞
2018/3/23 東京新聞
2018/3/23 埼玉新聞
埼玉新聞
2018/3/23
第2部
2018/3/24 埼玉新聞
2018/3/24 埼玉新聞
2018/3/25 埼玉新聞
2018/3/25 埼玉新聞
2018/3/26 朝日新聞

マラソン設楽悠太選手＇寄居町（ ＇3/13読売新聞と同 地域
5 役場、母校を表敬
内容（ ※写真
26 短歌 ■水野昌雄選 寄居・橋本秀樹
2018プロ野球選手名鑑 セ6球団の新陣容 阪神タイガース 原口文仁
14･19
読売ジャイアンツ 田島洸成 ＇2/14スポーツニッポンと同内容（
8 郷土力士星取表 【三段目】☆湊竜＇寄居（ ○5-1 ※春場所12日目
埼玉県特集2018 花めぐり 野山も街も“春一色” 心躍らせ出掛けよう
8･9 寄居 【金尾山のツツジ】＇寄居（ 【氏邦桜】＇寄居（
郷土力士星取表 【三段目】☆湊竜＇寄居（ や5-1 ※春場所13日目
まちひとであい 催し ♦お花見しよう＇寄居（ 4月1日 県立川の博物館
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
郷土力士星取表 【三段目】☆湊竜＇寄居（ や5-2 ※春場所14日目
25日午後2時40分ごろ、寄居町末野、男性＇92（
29 ●寄居で作業場と住宅全焼
方の作業場から出火 作業場と隣接する住宅が全焼
8
13
5
10

投稿
スポーツ＇プロ野球（
スポーツ＇大相撲（
観光
スポーツ＇大相撲（
イベント情報
投稿
スポーツ＇大相撲（
事件・事故

2018/3/26 埼玉新聞

9 郷土力士星取表 【三段目】☆湊竜＇寄居（ や5-2 ※春場所千秋楽
スポーツ＇大相撲（
ニュースクリップ
♦作業場と住宅が全焼＇寄居（
＇同日の朝日新聞と同内
19 容（
事件・事故

2018/3/27 毎日新聞

愛称「氏邦桜」に決定 寄居・鉢形城跡のエドヒガンザクラ 寄居町が、鉢
27 形城跡にある町天然記念物のエドヒガンザクラの愛称を城主だった北条氏邦にち 行政

2018/3/26 埼玉新聞

なんで「氏邦桜」と決定 ※写真

2018/3/27 埼玉新聞
2018/3/28 毎日新聞
2018/3/28 日本経済新聞

県立川の博物館＇寄居（ ＇3/2日本経済新聞 文化・芸術
12 荒川大模型をリニューアル
と同内容（ ※写真
2018年プロ野球選手名鑑 セリーグ 阪神 原口文仁 育成選手 【巨人】
20 田島洸成 ＇2/14スポーツニッポンと同内容（
スポーツ＇プロ野球（
長距離制す合理的な動き ※写真＇設楽悠太選手：東京マ その他
43 ランニング特集
ラソン（

2018/3/28 埼玉新聞

県内一覧 ＇同日の朝日(別刷り特集)、読売、毎日、産経、東京新聞 経済・産業
7 公示地価
の各紙に同様記事（

2018/3/29 埼玉新聞

7 県内おでかけ情報 見頃の花 ▽カタクリ 鉢形城本丸跡周辺＇寄居（
観光
全国高校選抜ラグビー あす開幕 32校が熊谷で熱戦 深谷 7大会連
続10度目 鍛え上げた堅い守り 鍵を握るのは守備面で存在感を示す中沢、
国松の両フランカー 身長168㌢と小柄な中沢はしぶといタックラー FW ⑥(背番
8 号) 中沢陸哉 3(新学年) 168(身長) 75(体重) ※中澤陸哉＇深谷高2年、寄居中出 スポーツ＇高校（
身（、写真 昌平 臆さず貪欲に挑戦 FW ⑤坂本奨 3 182 85 控え ㉓太田

2018/3/29 埼玉新聞

2018/3/30 朝日新聞

士 3 165 65 ※坂本奨・太田士＇昌平高2年、寄居中出身（、写真
29 鳩山26.1度 各地で夏日 ＇同日の産経新聞と同内容（

気象

平成30＇2018（年 寄居町新聞記事索引

2019年5月修正

介護保険料 8割弱で上昇 4月の改定 65歳以上見込み額 4月改定の
2018/3/30 朝日新聞

8割近い48団体で基準額上昇 朝日新聞調査
28 65歳以上の介護保険料見込み額
福祉・医療
表-■県内市町村の介護保険料見込み額＇月額・円（ 大里広域市町村圏組合
5500(介護保険料 300(増減額)
セ・パきょう開幕 阪神 原口文仁 ＇2/14スポーツニッポンと同内容（

2018/3/30 朝日新聞
別刷り特集

6

2018/3/30 読売新聞
プロ野球開幕特集

選手名鑑 阪神 原口文仁 巨人 【育成選手】田島洸成 ＇2/14ス スポーツ＇プロ野球（
5 セ・リーグ
ポーツニッポンと同内容（

2018/3/30 毎日新聞
別刷り特集

陸上・競泳 男子マラソンも活況 設楽悠太＇26（＝Ｈｏｎｄａら スポーツ＇陸上（
6 スポーツ2018春
に勢いがある

スポーツ＇プロ野球（

2018/3/30 産経新聞

3月に夏日 29日、熊谷で最高気温が25度を超え、今年初めて夏日を観
27 熊谷
測 ▷寄居＇25.0度（

2018/3/30 東京新聞

熊谷など県内5地点で夏日 ＇同日の産経新聞 気象
24 「暑～い‼」花見客ら悲鳴
と同内容（

2018/3/30 埼玉新聞

リトルシニア 〈北関東支部さくら大会〉リトルシニア関東連盟北関東支部のさくら
10 大会＇新2年生（ 24、25日、ふじみ野市営球場など ▷2回戦 深谷彩北8-0新座
スポーツ＇中学（

気象

＇五回コールド（

2018/3/30 埼玉新聞

北へ旅立ち 秋に再会を 深谷のコハクチョウ 荒川で越冬をしていたコハ
17 クチョウがロシア極東部に向かって飛び立つ 今季は熊谷市の押切橋から寄居町 地域
小園までの約8㌔圏内に2～50羽くらいの群れで生活 ※写真

2018/3/30 埼玉新聞
2018/3/30 スポーツニッポン
2018/3/31 読売新聞
2018/3/31 読売新聞
2018/3/31 埼玉新聞
2018/3/31 埼玉新聞
2018/3/31 埼玉新聞
2018/3/31 スポーツニッポン
2018/4/1 埼玉新聞

22 桜の下でかき氷 熊谷25.5度 今年初の夏日 ＇同日の産経新聞と同内容（ 気象
セ・パ開幕ロースター発表 セ・パ両リーグは29日、30日の今季開幕戦でベン
6 チ入りが可能な出場選手登録名簿を発表 ♢セ出場登録選手♢ 阪神＇27人（ 捕 スポーツ＇プロ野球（
手 原口文仁 ⑨(プロ在籍年数)
プロ野球開幕 プロ野球のセ、パ両リーグの公式戦が30日開幕 東京ドーム
1 巨人1-5阪神 試合開始に先立ち、男子マラソンの設楽悠太選手＇26（＇ホンダ（が スポーツ＇プロ野球（
始球式
石井十次賞に寄居の乳児院 児童福祉に貢献 児童福祉に貢献した個人
32 や団体に贈る今年の「石井十次賞」に寄居町の乳児院「康保会玉淀園」が選ばれ 受賞・表彰
る 公益財団法人・石井十次顕彰会＇宮崎県高鍋町（が22日に発表 ※写真
秩父 郷土史家らシンポ シンポジウム「北条氏邦 文化・芸術
7 鉢形領支配の実態は
の鉢形領を支えた人びと」が秩父市で開かれた ※写真

深谷 初戦は惜敗 A組 大分舞鶴に17-24 後半、逆転許す 全国高校
16 選抜大会 ラグビー 第1日、30日・熊谷ラグビー場 【予選リーグ】▷A組 大分

スポーツ＇高校（

舞鶴24-17深谷 【深谷】FW 中沢 ※中澤陸哉＇深谷高2年、寄居中出身（
マラソン設楽 始球式 ＇同日の読売新聞 スポーツ＇プロ野球（
17 背番号「2：06：11」の日本記録
と同内容（
設楽ユニは「2：06：11」 ＇同日の読売新聞と同 スポーツ＇プロ野球（
4 東京マラソンで日本記録
内容（ ※写真
5 埼玉俳壇 星野光二選 (寄居)石澤無涯 (寄居)吉澤紀子 (寄居)吉澤祥匡
投稿

初出場の昌平敗れる F組 先制Tも東福岡に7-40 全国高校選抜大会
ラグビー 31日＇第2日・熊谷ラグビー場（ 【予選リーグ】▷F組 東福岡40-7昌平
2018/4/1 埼玉新聞

【昌平】FW 坂本 TB 太田 ※坂本奨・太田士
9 昌平はロック坂本のトライで先制
スポーツ＇高校（
＇昌平高3年、寄居中出身（ ▷B組 流通経大柏＇千葉（111-0仙台工＇宮城（ ※白

2018/4/1 埼玉新聞

14

2018/4/1 埼玉新聞

17

2018/4/2 東京新聞

16

2018/4/2 埼玉新聞

2

2018/4/2 埼玉新聞

7

2018/4/3 埼玉新聞

川竜士・室岡武＇流通経大柏高3年、寄居中出身（、鈴木大賀＇同2年、寄居中出
身（出場 ＇ほか同日の毎日、スポーツニッポンに同様記事（
季節の花など60点 3日まで八木橋 「フォト光と水」作品展 寄居町の写
真家、岩田省三さんが講師の写真クラブ「フォト光と水」の20周年記念展が熊谷市
の八木橋で開かれている ※写真
つれづれ 東京マラソン 大沢つる子＇深谷市、69歳（ ※一般ランナーで東京マ
ラソンに参加 設楽悠選手の日本新記録 私の生まれた寄居町から素晴らしい王
子が出現した
情報ファイル 展覧会 ♦第39回寄居えの会作品展 20～22日 寄居町中央公
民館
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13,001 人口総数33,102 男16,386 女16,716
深谷 昌平 予選リーグ敗退 全国高校選抜大会 ラグビー 第3日、1日・
熊谷ラグビー場 【予選リーグ】▷A組 黒沢尻工＇岩手（24-12深谷 【深谷】FW 中
沢 ※中澤陸哉＇深谷高2年、寄居中出身（ ▷F組 秋田工38-5昌平 【昌平】FW
坂本 TB 太田 ※坂本奨・太田士＇昌平高3年、寄居中出身（、写真＇坂本（ ▷B組
流通経大柏＇千葉（45-28関大北陽＇大阪（ ※室岡武＇流通経大柏高3年、寄居中
出身（出場 ＇ほか同日の毎日、スポーツニッポンに同様記事（

文化・芸術
投稿
イベント情報
統計

スポーツ＇高校（

石の魅力 触れて体験も 川の博物館春期企画展 荒川など特徴を比
12 較＇寄居（ 県立川の博物館で荒川など石の特徴や魅力を紹介する春期企画展 文化・芸術
「荒川・利根川・多摩川の石くらべ」を開催中 5月6日まで ※写真

2018/4/4 朝日新聞

18 ♢第77回創元展初入選者 ＇2日、埼玉関係（▷秋山幸一＝大里郡
文化・芸術
埼玉マリオン
●アート
♦春期企画展 「荒川・利根川・多摩川の石くらべ」 5
24 月6日まで 寄居町の県立川の博物館
イベント情報

2018/4/4 読売新聞

柔道 第27回県紅白試合＇2月25日・県立武道館（ 《強化指定選 スポーツ＇小学（
26 記録ファイル
手》♢小学生女子▷1年 ◎(優秀選手)福山美＇寄居男衾柔道（

2018/4/4 読売新聞

ひろば 今週のてーま うそ 仮病で果物もらう 自営業 投稿
26 Ｗｅｄｎｅｓｄａｙさいたま
坂本太志男 77 寄居町

2018/4/3 埼玉新聞

平成30＇2018（年 寄居町新聞記事索引

2019年5月修正

村岡、設楽選手表彰「速やかに」 事前同意条例「議長と相談」 上田知
2018/4/4 読売新聞
2018/4/4 毎日新聞
2018/4/4 産経新聞
2018/4/4 埼玉新聞

2018/4/4 埼玉新聞

2018/4/4 埼玉新聞

2018/4/4 埼玉新聞

2018/4/5 埼玉新聞
2018/4/5 埼玉新聞
2018/4/6 毎日新聞
2018/4/6 埼玉新聞

東京マラソン2018で日本記録を更新した寄居町出身の設楽
27 事の3日の記者会見
行政
悠太選手らに対し「速やかに表彰するのが望ましい」とする 県議会2月定例会で
成立した条例により県民栄誉賞などの授与に議会の事前同意が必要
実現へ知事意欲 村岡選手ら念頭に ＇同日の読売新 行政
25 県表彰早期授与
聞と同内容（
早期表彰へ「議長と相談」 ＇同日の読 行政
25 「県民栄誉賞に議会同意」条例
売新聞と同内容（
県民栄誉賞議会同意 速やかな表彰を相談 ＇同 行政
2 知事会見採録＇3日（
日の読売新聞と同内容（

県内自治体8割導入へ 中小企業の設備投資支援法案 固定資産税
ゼロ 今国会に提出予定の「生産性向上特別措置法」 中小企業庁が全国自治

5 体に実施したアンケート結果が3日、公表される 同法案の成立・施行後、固定資

行政

産税をゼロにする意向の市町村は県内約8割の47市町村 ※「ゼロの意向を表明
した県内自治体」の一覧に寄居町
〈北関東支部さくら大会〉 3月31日、4月1日、大宮リトルシニアグラ
7 リトルシニア
スポーツ＇中学（
ウンドなど ▷3回戦 大宮6-2深谷彩北
深谷逆転許す A組 F組 昌平も3連敗 全国高校選抜大会 ラグビー 3
日＇第4日・熊谷ラグビー場ほか（ 【予選リーグ】▷A組 御所実＇奈良（31-19深谷
中沢 ※中澤陸哉＇深谷高2年、寄居中出身（ ▷F組 東海大仰星＇大
6 【深谷】FW
スポーツ＇高校（
阪（61-20昌平 【昌平】FW 坂本 ※坂本奨＇昌平高3年、寄居中出身（ ▷B組 流
通経大柏＇千葉（29-14長崎北陽台 ※室岡武＇流通経大柏高3年、寄居中出身（出
場 ＇ほか同日の毎日、スポーツニッポンに同様記事（
過去最大2.4兆円規模 県内市町村18年度予算 前年度より予算額が増
1 えたのは43市町村 寄居町が9.5％増 表-2018年度・県内市町村一般会計当初 行政
予算 寄居町 11,678(2018年度当初予算額：100万円) 9.5(増減率％：対前年度)

ぐるっと埼玉 一年中桜咲く町に 寄居 町民有志137品種4500本植樹
観光
多様な桜楽しんで 英国から里帰りや珍しい品種も ※写真7
27 ベトナム国籍の男2人を追送検 万引き容疑 ＇同日の埼玉新聞と同内容（ 事件・事故
北部 寄居城北-桶川西 ※トーナメ スポーツ＇高校（
6 春季県高校野球地区大会11日開幕
ント表 ＇ほか同日の朝日、毎日、4/10読売新聞に同様記事（
6

全国高校選抜大会 ラグビー 第5日、5日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技
2018/4/6 埼玉新聞

場 ▷準々決勝 流通経大柏＇千葉（28-19中部大春日丘 ※室岡武・鈴木大賀＇流

6 通経大柏高3年、同2年、寄居中出身（出場 ＇ほか同日の毎日、スポーツニッポン スポーツ＇高校（
に同様記事（

2018/4/6 埼玉新聞

2018/4/7 埼玉新聞

ニュースクリップ ♦ドラッグストアで盗み繰り返した容疑でベトナム人ら
追送検＇県警（ 県内のドラッグストアで化粧品を盗むなどしたとして埼玉、長野

18 県警は5日までにベトナム人の男2人を逮捕、窃盗事件25件をさいたま地検に追送 事件・事故
検し捜査を終結 寄居町のドラッグストアなどで化粧品など799点＇計約217万円（を
盗むなどした疑い
危険業務従事者变勲＇埼玉（ ▽瑞宝単光賞 ♢警察功労 千葉隆吉 72 元
3 県警警部補 寄居 ＇ほか同日の朝日、読売、毎日、日経、産経、東京新聞の各紙 变位变勲
に同様記事掲載（

柔道全日本体重別 有力選手が意気込み 「どんどん攻める」Ｖ2へ新
井 世界選手権＇9月・バンクーバー（代表選考会を兼ねた柔道の全日本選抜体重
2018/4/7 埼玉新聞

2018/4/7 埼玉新聞

2018/4/8 朝日新聞

2018/4/8 埼玉新聞

2018/4/8 埼玉新聞
2018/4/8 埼玉新聞
2018/4/8 朝日小学生新聞

9 別選手権＇7、8日・福岡国際センター（に出場する有力選手が6日、福岡市内で記

スポーツ＇柔道（

者会見 2連覇を狙う70㌔級世界女王の新井千鶴＇寄居町出身、児玉高出（は最
近の国際大会で海外勢から研究されていると痛感 「どんどん攻めたい」と意気込
む ※写真
個人競技の採点や各教室が表演披露 寄居で太極拳交流大会 寄居
13 町立総合体育館で太極拳教室「樹林会」＇事務局・秩父市（の「第19回JURIN太極
スポーツ＇太極拳（
拳教室交流大会」 全日本武術太極拳選手権の女子太極剣・刀種目で14連覇中
の吉永麻里子さんが特別演武を披露 ※写真
柔道 全日本選抜体重別選手権 7日 女子は70㌔級の新井千鶴＇三井住友
海上（は大野陽子＇コマツ（に決勝で敗れる 【女子】▽70㌔級準決勝 新井 縦四
12 方固め 田中＇環太平洋大（ ▽同決勝 大野 一本背負い投げ 1分31秒 新井 ＇ほ スポーツ＇柔道（
か同日の読売、毎日、日経、産経、東京新聞、スポーツニッポンの各紙に結果記
事（

女子70㌔級 大野が初の頂点 柔道・全日本体重別 昨年Ｖ新井完敗
12 「言葉がない」 女子70㌔級世界一の新井＇児玉高出（は決勝で大野に完敗し、 スポーツ＇柔道（
「言葉がない」と目を真っ赤に ※写真
♢ラグビー 全国高校選抜大会第6日＇7日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場（
▷準決勝 桐蔭学園＇神奈川（41-7流通経大柏＇千葉（ ※白川竜士、室岡武＇流通
13 経大柏高3年、寄居中出身（出場 ＇ほか同日の毎日、スポーツニッポンに同様記 スポーツ＇高校（
事（

17 つれづれ 今年のウグイス 大野順一＇寄居町、72歳（
あきらめるな！かけぬけろ‼ 男子マラソン日本記録 設楽悠太選手に
1 インタビュー 42.195キロを2時間6分11秒 練習法は自分と相談 夢は
かなう ※写真4

投稿
その他

平成30＇2018（年 寄居町新聞記事索引

2019年5月修正

住まい・まちづくり考える 寄居で14、15日に「交流展」 日本建築学会関
2018/4/10 朝日新聞

30 東支部埼玉支所と寄居町商工会は14、15の両日、寄居町勤労福祉センターで「住
地域
まい・まちづくり交流展」を開く 荒川沿いのまちあるき、出口敤・東大教授の基調

2018/4/10 読売新聞

31 63市町村予算総額1.5％増 ＇4/5埼玉新聞と同内容（
行政
鉢形城「その後」に注目 歴史館で企画展 寄居・来月13日まで 謎が多
21 い開城後に焦点を当てた企画展「鉢形城その後」が鉢形城歴史館で開催中 水野 文化・芸術

講演、シンポジウム、展示解説、リレートークなど

2018/4/10 毎日新聞
2018/4/10 埼玉新聞
2018/4/10 埼玉新聞
2018/4/11 埼玉新聞

氏が菩提寺に奉納した「貝製盃」展示 5月13日まで ※写真
県シニア40リーグ3部2節＇8日・利根川総合運動公園葛和田サッカー
8 ♢サッカー
スポーツ＇サッカー（
場（ ラハイナ3-1寄居

鉢形城の開城後探る 来月13日まで歴史館企画展 貝製の盃初公開
＇寄居（ ＇同日の毎日新聞と同内容（ ※写真
〈北部ブロックリーグ〉 8日、加須市田ケ谷スポーツランド 前橋
9 リトルシニア
19-2深谷彩北＇四回コールド（

15

文化・芸術
スポーツ＇中学（

県ミニバス連盟北部地区新人戦 県ミニバスケットボール連盟の北部地区
2018/4/11 埼玉新聞

新人戦 吉見町民体育館 「男子」【予選リーグ】▷A組 妻沼ブラッサムズ＇熊谷（

11 55-36寄居 寄居65-14熊谷玉井 寄居64-22上里 ②寄居＇2勝1敗（ 【決勝リー

2018/4/12 東京新聞
2018/4/12 埼玉新聞

21
7

2018/4/13 読売新聞

25

2018/4/13 埼北よみうり

2

2018/4/13 埼玉新聞

8

2018/4/14 読売新聞

30

2018/4/14 読売新聞

グ】妻沼ブラッサムズ55-36寄居 下忍＇鴻巣（65-45寄居 寄居60-52行田桜ケ丘
③寄居＇1勝2敗（
ほっとなび 花前線 ボタン ▶埼玉 ★蓮光寺＇寄居町用土（
県内お出かけ情報 見頃の花 ▽ツツジ 金尾山つつじ公園＇寄居（
Ｆｒｉｄａｙさいたま カルチャー ギャラリー ♦春期企画展 荒川・利根川・多摩
川の石くらべ 5月6日まで 県立川の博物館
スポットライト 催し通じ人の輪広げたい 健康ふれあい塾 金子修さん
＇71・寄居町（ ※写真2
春季高校野球地区大会 12日 北部 ▷E組1回戦 桶川西10-0寄居城北＇五
回コールド（ ＇ほか同日の朝日、読売、毎日新聞の各紙に同様記事（

スポーツ＇小学（
観光
観光
イベント情報
コラム
スポーツ＇高校（

高校生2人ブータン走る 東京五輪キャンプ地・寄居から ネットで資金
地域
調達 陸上大会参加へ ＇3/18東京新聞と同内容（ ※写真
寄居町1000枚製作 ＇3/20埼玉新聞と同 行政
30 ブータンチーム応援ステッカー
内容（ ※写真

2018/4/14 埼玉新聞

48団体で基準額上昇 平均月額4.6％増の5058円
1 県内介護保険料
＇3/30朝日新聞と同内容（

2018/4/14 埼玉新聞

ラグビー関東高校県予選 あす開幕 深谷V8へ攻守で万全 追う昌平、
7 川越東、熊谷 ラグビーの関東高校大会県予選は15日に開幕 昌平は初出場 スポーツ＇高校（

2018/4/14 埼玉新聞
2018/4/15 埼玉新聞
2018/4/16 埼玉新聞

福祉・医療

した全国選抜大会の経験値が強み けがの主力に代わって先発したWTB太田らが
急成長 ※太田士＇昌平高3年、寄居中出身（
展示 ♦第39回寄居えの会作品展＇寄居（ 20～22日 中央公 イベント情報
10 まちひとであい
民館
5 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
けやき
読者の声
引き継ぎ テーマ投稿 体験基に「5W1H」 大野順一＇72歳・寄
4 居町（
投稿

2018/4/17 朝日新聞

熱視線 男子マラソン 設楽悠太＇26歳（㊤ 練習での40㌔走は「昔の考
連載コラム
え方」 週末は駅伝・ハーフ 勝負勘を練磨 ※写真
3000人養育など評価 寄居「玉淀園」に石井十次賞
24 乳児院の先駆
受賞・表彰
＇3/31読売新聞と同内容（ ※写真

2018/4/17 朝日新聞

●八高線2踏切で板燃える 寄居町と美里町で15日、JR八高線踏切内の木
25 製渡り板が相次いで燃える 午後2時5分ごろ、用土の平松街道踏切 午後6時ごろ 事件・事故

2018/4/16 日本経済新聞
＇夕刊（

9

美里町木部の第一木部踏切

EV開発中小、支援手厚く 県18年度、補助率3分の2に 県は2018年度、
2018/4/17 日本経済新聞

ホ
27 電気自動車＇EV（関連の開発に取り組む中小企業対象の補助金を手厚くした
ンダが寄居工場を電動化のマザー工場に位置付けるなど世界的なEVシフトが進

行政

む

2018/4/17 埼玉新聞
2018/4/17 埼玉新聞

7 埼玉歌壇 飛高敬選 (寄居)田中広美 (寄居)前川ヤス子
投稿
尐しの工夫で楽しさ 交流展で学生ら まちづくりで提案＇寄居（ 寄居の
12 未来を考える「寄居町住まい・まちづくり交流展」が14、15日の両日、寄居町勤労福
地域
祉センターであった 大学生やNPO、建築の各種団体、住民らが参加 情報交換し
ながら寄居のまちづくりについて提案

2018/4/17 埼玉新聞
2018/4/17 日本経済新聞
＇夕刊（

2018/4/18 朝日新聞
2018/4/18 読売新聞

17 八高線踏切内不審火2件か 寄居・美里 ＇同日の朝日新聞と同内容（
事件・事故
熱視線 男子マラソン 設楽悠太＇26歳（㊦ 野菜嫌いで酒も尐々 ストレ
12
連載コラム
スは敵 東京五輪に双子出場 夢のロードへ ※写真
●アート ♦寄居えの会 作品展 20日～22日 寄居町中央公民 イベント情報
24 埼玉マリオン
館＇寄居駅（

2018/4/18 毎日新聞

16 ■設楽「いつか同じ舞台で」 ＇同日の埼玉新聞と同内容（
受賞・表彰
陸上最優秀選手
設楽悠と荒井に
実業団連合
＇同日の埼玉新聞と同内
18 容（ ※写真
受賞・表彰

2018/4/18 産経新聞

実業団連合表彰式 ＇同日の埼玉新 受賞・表彰
16 最優秀選手・設楽「いつか川内と」
聞と同内容（

2018/4/18 東京新聞

21 ♦日本新の設楽悠ら受賞 ＇同日の埼玉新聞と同内容（

受賞・表彰

平成30＇2018（年 寄居町新聞記事索引

2018/4/18 埼玉新聞
2018/4/18 埼玉新聞

設楽悠が最優秀選手 実業団陸上連合表彰式 日本実業団陸上競技連
9 合の昨年度の表彰式 17日、東京都内 東京マラソンで日本記録をマークした設
楽悠太＇武蔵越生高出、ホンダ（が最優秀選手賞を受賞 ※写真
11 まちひとであい 映画 ♦ミニ･シアター＇寄居（ 19日、町立図書館

2019年5月修正

受賞・表彰
イベント情報

ボストン･マラソン 川内選手Ｖ 同じ舞台で走りたい 設楽悠選手 ボスト
2018/4/18 埼玉新聞

東京マラソンで日本新記録を樹
16 ン･マラソンで川内優輝選手＇31（＝県庁＝が優勝
スポーツ＇陸上（
立した寄居町出身の設楽悠太選手＇26（＝ホンダ＝に続き、久々に存在感示す
設楽選手は「同じ舞台で走りたい」と対決を熱望

2018/4/18 スポーツニッポン
2018/4/19 埼玉新聞
2018/4/19 埼玉新聞
2018/4/20 読売新聞
2018/4/20 埼玉新聞

日本実業団陸上競技連合の表彰式
6 設楽▲対決熱望「同じ舞台で」
＇同日の埼玉新聞と同内容（ ※写真

受賞・表彰

県内お出かけ情報 ウォーキング ♦秩父鉄道･JR東日本高崎支社合同ハイ
7 キング「よりい寺社めぐりと緋色の金尾山ハイキング」＇寄居（ 25～29日 見頃の 観光
花 ▽ツツジ 金尾山つつじ公園＇寄居（
春季国内戦開幕へ 設楽悠太＇ホンダ（は5月5日のゴールデンゲームズ スポーツ＇陸上（
8 陸上
inのべおかでトラック種目に臨む ※写真
カルチャー ギャラリー ♦寄居えの会作品展 20～22日
30 Ｆｒｉｄａｙさいたま
寄居町中央公民館

イベント情報

ちゃれんじ企業経営者表彰 「第14回埼玉ちゃれんじ企業経営者表彰」の表
5 彰式 19日、さいたま市 特別賞に北陸軽金属工業＇寄居町（の佐々木毅社長ら 受賞・表彰
※写真

2018/4/20 埼玉新聞

県高校総体 陸上 各地区予選 【南部】＇第1日・上尾運動公園陸上競技場（▷
9 女子400㍍ ①吉田詩央＇埼玉栄（56秒98 ※吉田詩央＇埼玉栄高2年、城南中出

スポーツ＇高校（

身（

2018/4/21 埼玉新聞

環境活動に注力 20団体に助成 武蔵野銀 武蔵野銀行が20日、「公益信
5 託武蔵野銀行みどりの基金」助成金の贈呈式 20団体に総額170万円を助成 ▷寄 環境
居町かたくりを守る会＇寄居町（
県高校総体 陸上 各地区予選 【西部】＇第1、2日、18、20日・川越運動公園陸
上競技場（▷男子走り幅跳び ②木本＇聖望学園（6㍍92 【南部】＇第2日・上尾運動
公園陸上競技場（▷女子800㍍ ①吉田詩央＇埼玉栄（2分15秒95 【北部】＇第1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（25分42
秒17 ※木本吏哉＇聖望学園高3年、男衾中出身（、吉田詩央＇埼玉栄高2年、城南
中出身（、松本優澄＇本庄東高3年、男衾中出身（
ツツジ5千株 赤く染め上げ 寄居の金尾山 金尾山でツツジが赤色の花を
咲かせる 寄居町観光協会金尾支部が5月5日まで「金尾山つつじまつり」を開催
※写真
熊谷さくらマラソン大会 第28回熊谷さくらマラソン大会 3月18日、熊谷さくら
運動公園陸上競技場及び周辺コース 【女子】▷5㌔中学生 ②神谷咲希＇寄居城
南（18分18秒 ⑨神庭陽菜＇寄居男衾（19分30秒
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
関東高校県予選 ハンドボール 21日＇第1日・くまがやドームほか（ 【女子】a
組1回戦 寄居城北23-12所沢北
県高校総体 陸上 ＇21日（＝各地区予選 【南部】＇最終日・上尾運動公園陸上
競技場（▷女子1600㍍リレー ①埼玉栄＇植竹、吉田、豊泉、塩味（3分53秒39 【北
部】＇第2日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場（▷女子800㍍ ①福田舞菜＇東農
大三（2分18秒69 ※吉田詩央＇埼玉栄高2年、城南中出身（、福田舞菜＇東農大三
高2年、城南中出身（
♢バレーボール 県高校春季各地区支部大会＇21日・狭山工高ほか（ 【北部】▷
女子準々決勝 寄居城北2-1鴻巣女
鍵盤から金賞の音色 芸術劇場でピアノ新人演奏会 昨年の「第28回彩
の国・埼玉ピアノコンクール」各部門の金賞受賞者による演奏会「第25回彩の国ピ
アノ新人演奏会」 21日、彩の国さいたま芸術劇場 演奏者▷連弾部門＇上級（岡部
有紀・関田彩夏 ※岡部有紀＇寄居（、写真
柔道 全日本女子選手権 ＇同日の読売新聞と同内容（
真夏日 暑さも熱気も最高 ＇同日の毎日新聞と同内容（

2018/4/21 埼玉新聞

6

2018/4/21 埼玉新聞

9

2018/4/22 さいたま報知

1

2018/4/22 埼玉新聞

5

2018/4/22 埼玉新聞

8

2018/4/22 埼玉新聞

8

2018/4/22 埼玉新聞

8

2018/4/22 埼玉新聞

14

2018/4/23 朝日新聞
2018/4/23 朝日新聞

12
27

2018/4/23 読売新聞

柔道・全日本女子選手権 ♦世界選手権個人戦代表に朝比奈らを追
23 加 全日本柔道連盟は22日の強化委員会で、9月の世界選手権代表を選ぶ 7階 スポーツ＇柔道（

2018/4/23 読売新聞

27

2018/4/23 読売新聞
2018/4/23 毎日新聞

27
16

2018/4/23 毎日新聞

24

2018/4/23
2018/4/23
2018/4/23
2018/4/23

37
16
20
17

日本経済新聞
産経新聞
産経新聞
東京新聞

級の代表に加え、昨年の70㌔級世界女王の新井千鶴＇三井住友海上（らも選出
村岡選手ら早期表彰難しく 県議会 月内同意 自民が難色 県民栄誉
賞などの授与に県議会の事前同意を求める条例 2月定例会で成立、先月30日施
行 2～3月に設楽悠太選手＇寄居町出身（がマラソンで日本記録を樹立 村岡桃
佳選手＇深谷市出身（もメダルを獲得したりしたため、上田知事は「速やかに表彰す
るのが望ましい」として月内に議会の同意を得る道を模索したが、自民党県議団が
難色を示し6月定例会まで持ち越される公算
かき氷助かる～ 5地点で真夏日 ＇同日の毎日新聞と同内容（
全日本女子柔道 ＇同日の読売新聞と同内容（
今年初の真夏日 熊谷などで観測 過去最速と並ぶ 22日、今年初めて真
夏日を観測 ▷寄居町30.2度
全日本女子柔道 ＇同日の読売新聞と同内容（
女子78㌔超級代表に朝比奈 世界柔道 ＇同日の読売新聞と同内容（
春の陽気どこへ？ 各地で初の真夏日 ＇同日の毎日新聞と同内容（
朝比奈、阿部世界柔道へ ＇同日の読売新聞と同内容（

スポーツ＇高校（

観光
スポーツ＇中学（
投稿
スポーツ＇高校（
スポーツ＇高校（
スポーツ＇高校（
文化・芸術
スポーツ＇柔道（
気象

県議会

気象
スポーツ＇柔道（
気象
スポーツ＇柔道（
スポーツ＇柔道（
気象
スポーツ＇柔道（

平成30＇2018（年 寄居町新聞記事索引

2019年5月修正

2018/4/23 東京新聞

展覧会 ♦清沢正孝 水彩画展 25日～5月1日 熊谷・八木橋百 イベント情報
18 情報ファイル
貨店 ※作品画像

2018/4/23 東京新聞
2018/4/23 埼玉新聞

18 熊谷で30.8度 県内5地点真夏日 ＇同日の毎日新聞と同内容（
気象
♢バレーボール
県高校春季各地区支部大会＇22日・羽生実高ほか（ 【北部】▷
8 女子準決勝 熊谷女2-0寄居城北
スポーツ＇高校（

2018/4/23 埼玉新聞

観測史上最速タイ 熊谷、鳩山30.8度 ＇同日の
16 県内今年初の真夏日
毎日新聞と同内容（

気象

2018/4/23 スポーツニッポン

朝比奈を選出 表-♢柔道世界選手権女子代表♢
6 世界選手権78㌔超級
＇同日の読売新聞と同内容（

2018/4/24 埼玉新聞

7 埼玉詩欄 北岡淳子選 櫻花 大野順一＇寄居町（
投稿
県高校総体 陸上 各地区予選 【西部】＇最終日、22日・川越運動公園陸上競

2018/4/24 埼玉新聞

9

2018/4/24 埼玉新聞

11

2018/4/24 埼玉新聞

12

2018/4/25 朝日新聞

19

2018/4/25 読売新聞
2018/4/26 毎日新聞

21
22

2018/4/26 埼玉新聞

7

2018/4/27 朝日新聞

技場（▷男子3000㍍障害 ②金子＇坂戸西（9分33秒36 ▷男子三段跳び ①木本吏
哉＇聖望学園（14㍍10 【北部】＇最終日、22日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技
場（▷女子1600㍍リレー ①東農大三＇小高、福田、藤沢、秋山（4分1秒70 ※金子
侯生＇坂戸西高3年、男衾中出身（、木本吏哉＇聖望学園高3年、男衾中出身（、福
田舞菜＇東農大三高2年、城南中出身（
感動わくわく体験 GW直前！県内外レジャー情報 寄居町 ヘラブナ釣り
のメッカ 円良田湖 ※写真
交通安全 犬が訴え 寄居 牛乳パックでドール 寄居町桜沢の国道140号、
254号の交差点 おばあさんと犬がモデルの交通安全啓発ドール設置 今年のタイ
トルは「高齢者の事故防止」 75体目 干支「戌」にもちなむ ※写真
スポーツ短信 ■設楽悠は欠場 仙台国際ハーフマラソン＇5月13日（の大会
事務局は24日、出場予定だった設楽悠太＇ホンダ（が体調不良のため欠場すると
発表 2月の東京マラソン以降、十分な練習ができていない
陸上 ♦設楽悠、仙台ハーフ欠場 ＇同日の朝日新聞と同内容（
短歌 ■水野昌雄選 寄居・橋本秀樹
GWどこ行く？ 県内お出かけ情報 見頃の花 ▽ツツジ 金尾山ツツジ公園
＇寄居（

スポーツ＇柔道（

スポーツ＇高校（

観光
地域
スポーツ＇陸上（
スポーツ＇陸上（
投稿
観光

ブータンの陸上大会に特別参加 東京五輪キャンプ地の縁 交流図る
24 寄居城北高 小林さん・山口さん ＇1/30日経、1/31読売、3/18東京新聞と同 地域
内容（ ※写真

2018/4/27 読売新聞
2018/4/27 読売新聞
2018/4/27 埼北よみうり
2018/4/27 埼北よみうり
2018/4/28 毎日新聞

2018/4/29 読売新聞
2018/4/29 埼玉新聞
2018/4/29 埼玉新聞
2018/4/29 埼玉新聞

26 よみうり文芸 川柳 西潟賢一郎選 【秀逸】寄居町 西村房江
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～6日
県立川の博物館

投稿
観光

4 埼北花だより 金尾山ツツジ＇寄居町（ ※写真
観光
6 埼北5月ｉｎｆｏ 13日＇日（♦寄居北條まつり 玉淀河原ほか＇寄居町（
イベント情報
寄居城北高生 ブータン走る きょう初の陸上大会 東京五輪へ 交流深
24
地域
めて ＇1/30日経、1/31読売、3/18東京新聞と同内容（ ※写真
ながーい管のハチ 東秩父の中3発見 準絶滅危惧種「ウマノオバチ」
20㌢近い産卵管が特徴の「ウマノオバチ」を東秩父村の中学3年生が見つける 環

25 境省のレッドデータブックで準絶滅危惧種に指定 県立自然の博物館の半田学芸 環境
員は、県内での目撃例は2015年頃までほとんどなかったが、ここ数年寄居町や飯
能市で報告があるという
県内受賞者 ♦瑞宝小綬章 矢部伸昭 70 元公立養護学校長 寄 变位变勲
4 春の变勲
居 ＇ほか同日の朝日、読売、毎日、日経、産経、東京新聞の各紙に記事掲載（
サッカー女子 ＇第2日、28日・本庄第一高校ほか（ ▷2回戦 松 スポーツ＇高校（
7 県高校総体
山女7-0寄居城北
9 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
投稿

2018/4/30 埼玉新聞

まちの仕掛け人 ♢27 宗像神社氏子青年会会長 酒井雅之さん＇寄
連載
居（ 祭り通じ地域おこし ※写真2
ハンドボール 第3日、28日・くまがやドームほか 【女子】▷a スポーツ＇高校（
7 関東高校県予選
組代表決定戦 埼玉栄30-11寄居城北

2018/4/30 埼玉新聞

サッカー 29日 ＝各地区予選 【北部】＇寄居城北高ほか（ ▷A組 スポーツ＇高校（
7 県高校総体
1回戦 寄居城北6-0児玉白楊

2018/4/29 埼玉新聞

2018/5/2 毎日新聞

12

寄居城北高生 ブータンで躍動 初の陸上競技全国大会 女子部員が
参加 ブータンの首都ティンプーで4月28日、同国初の陸上競技全国大会 県立

18 寄居城北高3年の女子陸上部員2人が親善参加 山口夏生さん＇17（が100㍍と走 地域

2018/5/2 埼玉新聞

7

2018/5/2 埼玉新聞

12

2018/5/3 東京新聞

11

2018/5/4 埼玉新聞

6

り幅跳び、小林楓花さん＇17（が100㍍に出場 また400㍍リレーで準優勝し銀メダ
ルを獲得 ※写真
リトルシニア 〈北関東支部春季大会〉 リトルシニア関東連盟北関東支部の春
季大会兼埼玉新聞社旗争奪戦 4月29、30日 新座市営球場など ▷2回戦 宇都
宮7-0深谷彩北＇六回コールド（
寄り添う“双子”の花 大野さん宅のチューリップ 寄居 寄居町用土の会
社員大野師郎さん＇67（方で一つの茎から2輪の黄色いチューリップが開花 家族
や近所の人たちが“双子のチューリップ”と呼んで花観賞を楽しむ ※写真
世界選手権代表が会見 柔道 世界選手権＇9月・バクー（に出場する男女日
本代表が2日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで記者会見
女子70㌔級の新井千鶴＇三井住友海上（は「自分の柔道を出し切れば、しっかり勝
てる」と言い切る
♢サッカー 県シニア40リーグ＇4月29日・くまぴあほか（ ▷3部第4節 戸田2-2寄
居

スポーツ＇中学（
地域
スポーツ＇柔道（
スポーツ＇サッカー（

平成30＇2018（年 寄居町新聞記事索引
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2018/5/5 埼玉新聞

サッカー 3日 ＝各地区予選 【北部】＇早大本庄高ほか（ ▷A組2 スポーツ＇高校（
6 県高校総体
回戦 早大本庄3-1寄居城北

2018/5/5 埼玉新聞

昌平2年連続決勝へ 深谷は13年連続 関東高校県予選 ラグビー 第4
▷準決勝 昌平48-0浦和 【昌平】FW 坂本 ※坂本奨
7 日、4日・熊谷ラグビー場
スポーツ＇高校（
＇昌平高3年、寄居中出身（ ▷準決勝 深谷43-19立教新座 【深谷】FW 中沢 ※
中澤陸哉＇深谷高2年、寄居中出身（

2018/5/6 読売新聞
2018/5/6 埼玉新聞
2018/5/8 日本経済新聞

5日・宮崎延岡市西階陸上競技場
22 陸上・ゴールデンゲームズinのべおか
男子1万㍍ マラソン日本記録保持者の設楽悠太＇ホンダ（は途中棄権

寄居町 世帯
2 4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13,014 人口総数33,015 男16,347 女16,668

ベルク、低価格の新ＰＢ 食品など150品目で 節約志向に的 最大4割
埼玉県を中心に食品スーパーを展開するベルク プライベートブランド＇PB
29 安く
経済・産業
＝自主企画（を刷新、約150品目で新PBを投入 寄居町と美里町に自社の物流セ

2018/5/8 埼玉新聞

11

2018/5/9 埼玉新聞

7

2018/5/9 埼玉新聞

7

2018/5/10 毎日新聞

20

2018/5/10 産経新聞

22

2018/5/10 東京新聞

18

2018/5/10 埼玉新聞

9

2018/5/10 埼玉新聞

11

2018/5/10 埼玉新聞

13

2018/5/10 埼玉新聞

17

2018/5/11 埼北よみうり

1

2018/5/11 埼北よみうり

5

2018/5/11 埼北よみうり

6

2018/5/11 埼北よみうり

6

2018/5/11 毎日新聞

22

2018/5/11 毎日新聞

23

2018/5/11 産経新聞

24

2018/5/11 東京新聞
2018/5/11 埼玉新聞
2018/5/11 埼玉新聞

2018/5/12 埼玉新聞

2018/5/12 埼玉新聞

スポーツ＇陸上（

ンターを運営 在庫保管や配送を担える強みを生かせるとPB拡充に踏み切る
4強決定 寄居-城西川越 熊谷東-熊谷富士見 県中学ラグビー ラグ
ビーの第34回県中学生大会第2日 5日、熊谷ラグビー場 ▷準々決勝 寄居57-0
立教新座
リトルシニア 〈北部ブロックリーグ〉 4日、加須市田ケ谷サンスポーツランド 加
須10-4深谷彩北
全国スポーツ尐年団軟式野球大会予選 〈北部ブロック〉 第40回全国ス
ポーツ尐年団小学生軟式野球交流大会県予選兼第37回県スポーツ尐年団夏季
小学生軟式野球交流大会の北部ブロック予選会 6日、美里町遺跡の森総合公園
グラウンドなど ▷1回戦 上里コンドルズ15-0用土コルツ(寄居)＇三回コールド（ 横
瀬武甲17-3中町ジュニア(寄居)＇三回コールド（ 根住尐年野球(深谷)14-10オブス
マクラブ(寄居)＇四回コールド（ キングフィッシャーズ(寄居)25-0児玉尐年野球クラ
ブ(本庄)＇二回コールド（ マッキーズ(寄居)9-4川本南小(深谷)＇六回コールド（ ▷2
回戦 小鹿野カージナルス4-3キングフィッシャーズ 長瀞ジャイアンツ6-3マッキー
ズ＇五回コールド（
短歌 ■水野昌雄選 寄居・橋本秀樹
寄居で空き家全焼 9日午前4時55分ごろ、寄居町寄居の空き家から出火 木
造2階建て住宅が全焼 けが人なし 不動産会社が管理 寄居署が不審火の可能
性もあるとみて調べる
ほっとなび ●祭り ★寄居北條まつり＇埼玉（ 13日
県内お出かけ情報 イチオシの催し 北條まつり 13日、寄居 「第57回寄
居北條まつり」が13日、玉淀河原で行われる ※写真
関東高校県予選 剣道 最終日、9日・県武道館 ▷女子団体準々決勝 埼玉栄
4-0寄居城北 ▷同順位戦 本庄第一4-0寄居城北 ▷同7位決定戦 東農大三1-1
寄居城北＇本数勝ち（
寄居町 マンホールカード製作 鉢形城歴史館で配布 寄居町が下水道マ
ンホールのふたを図柄にしたマンホールカードを2千枚製作、鉢形城歴史館で配布
※カード画像
ニュースクリップ ♦空き家が全焼＇寄居（ ＇同日の産経新聞と同内容（
119年の歴史 秩父鉄道 地域の足として 秩父と群馬・館林を結ぶ鉄道敶設
計画 1899年に上武鉄道株式会社として設立 館林への計画は断念 1901年、熊
谷-寄居間の6駅でスタート
バラが見ごろを迎えます 中嶋さん宅オープンガーデン＇寄居町（ ※写真
エンタメ 上映会 四つの終止符 寄居町の大原秋年さんが脚本・監督 西村京
太郎原作の映画＇1990年製作（ 5月17日＇木（ 寄居町立図書館
5/13＇日（ 戦国時代の合戦再現 寄居北條まつり＇寄居町（ ＇5/10埼玉
新聞と同内容（ ※写真
インフォメーション ギャラリー ●入江友芳器展「新緑から初夏に映える白と
水色の器」 18～28日 小川町角山の家具スタジオ木の香 寄居町の陶芸家入江
さんの作品展
寄居町ふるさと大使 熊谷真実さんに委嘱 寄居町は「ふるさと大使」に俳
優の熊谷真実さん＇58（を委嘱すると発表 寄居町内を中心に撮影された「花の兄」
等に出演するなど町と縁 町出身のシンガー・ソングライター馬場俊英さんに続い
て2人目 ※写真

スポーツ＇中学（
スポーツ＇中学（

スポーツ＇小学（

投稿
事件・事故
イベント情報
観光
スポーツ＇高校（
行政
事件・事故
特集
イベント情報
イベント情報
観光
イベント情報
行政

【大人の遠足】 埼玉・深谷 寄居 星の王子さまPA 旅の疲れを癒やす
観光
世界観 ※写真2
13日 寄居北條まつり ＇5/10埼玉新聞と同内容（ 観光
22 戦国時代の合戦再現
※写真
5月3日＝松崎海音、中川翔太2本＇キングフィッシャーズ（
7 今週のホームラン
5月6日＝中川翔太＇キングフィッシャーズ（

スポーツ＇小学（

13 第57回寄居北條まつり 今、よみがえる鉢形城攻防戦 ※一面広告
観光
県高校総体 陸上 第1日、11日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 【男子】▷
走り幅跳び④木本＇聖望学園（6㍍91＝追い風参考 【女子】▷400㍍ ①吉田詩央
8 ＇埼玉栄（57秒71 ▷5000㍍競歩 ④松本＇本庄東（24分26秒26 1位取れた嬉し スポーツ＇高校（
い 女子400㍍で初優勝した吉田詩央＇埼玉栄（ ※コメント ※木本吏哉
＇聖望学園高3年、男衾中出身（吉田詩央＇埼玉栄高2年、城南中出身（、松本優澄
＇本庄東高3年、男衾中出身（
11 まちひとであい 映画 ♦ミニ・シアター＇寄居（ 17日、町立図書館
イベント情報
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2018/5/13 産経新聞

「酒どころ」浸透へ懸命 清酒出荷量 全国5位 ※図 経済・産業
21 埼玉経済ウォッチ
-県内の蔵元に「㉜白扇」

2018/5/13 東京新聞

寄居町委嘱へ 町舞台の映画出演
22 ふるさと大使に熊谷真実さん
＇5/11毎日新聞と同内容（

行政

2018/5/13 埼玉新聞

5 埼玉俳壇 星野光二選 (寄居)石澤無涯 (寄居)吉澤紀子
投稿
設楽悠が欠場
仙台国際ハーフマラソン
＇4/25朝日、同日のスポーツニッ
7 ポンと同内容（
スポーツ＇陸上（

2018/5/13 埼玉新聞

昌平 逆転で初優勝 深谷を19-12で下す 関東高校県予選 ラグビー
▷決勝 昌平19-12深谷 【昌平】FW 坂本 ※坂本
9 最終日、12日・熊谷ラグビー場
スポーツ＇高校（
奨＇昌平高3年、寄居中出身（ 【深谷】FW 中沢 ※中澤陸哉＇深谷高2年、寄居中

2018/5/13 埼玉新聞

出身（

2018/5/13 埼玉新聞

バレーボール 11、12日・越谷総合体育館ほか ▷女子2回 スポーツ＇高校（
9 関東高校県予選
戦 川越女2-0寄居城北

2018/5/13 埼玉新聞

バスケットボール 第1、2日、11、12日・くまがやドームほ
9 関東高校県予選
か ▷女子1回戦 寄居城北95-67南稜

スポーツ＇高校（

特別招待選手でエントリー 設楽悠は欠場 13日号砲の仙台国際ハーフマ
2018/5/13 スポーツニッポン

ラソン 特別招待選手としてエントリーしていた男子マラソン日本記録保持者の設

8 楽悠太＇26＝ホンダ（は体調不良を理由に欠場 川内＇優輝（との直接対決はお預 スポーツ＇陸上（

2018/5/14 朝日新聞

21

2018/5/14 読売新聞

29

2018/5/14 産経新聞
2018/5/14 東京新聞

20
18

2018/5/14 埼玉新聞

1

2018/5/14 埼玉新聞

8

2018/5/14 埼玉新聞

9

け 今月5日の「ゴールデンゲームズｉｎのべおか」で1万㍍に出場したが途中棄権
するなど東京マラソン後は苦闘が続く
鉢形城の合戦、再現 寄居北條まつり 「寄居北條まつり」が13日、寄居町
の玉淀河原で開かれた ※写真
秀吉との攻防 再現 「寄居北條まつり」 ＇同日の朝日新聞と同内容（ ※写
真
鉢形城攻防500人で再現 ＇同日の朝日新聞と同内容（ ※写真
情報ファイル 催し物 ♦四つの終止符上映会 17日 寄居町立図書館
手作り甲冑勇ましく 寄居北條まつり 河原で合戦再現 ＇同日の朝日新
聞と同内容（ ※写真
県高校総体 陸上 第3日、13日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 【女子】▷
800㍍ ③福田＇東農大三（2分16秒43 ⑥吉田＇埼玉栄（2分16秒75 ※福田舞菜
＇東農大三高2年、城南中出身（、吉田詩央＇埼玉栄高2年、城南中出身（
郷土力士星取表 【三段目】 湊竜＇寄居（ や0-0 ※夏場所初日

観光
観光
観光
イベント情報
観光
スポーツ＇高校（
スポーツ＇大相撲（

体不自由でも楽しむキレイ バリアフリー美容室「ウェルビ」 寄居 開店
3年 介護家族も並んで散髪 寄居町の美容師、福島宏光さん＇57（は介護が
2018/5/14 埼玉新聞

14 必要な高齢者や身体障害者向けのシャンプー台などを備えたバリアフリーの美容 地域

2018/5/15 朝日新聞

25

2018/5/15 読売新聞

29

2018/5/15 埼玉新聞

6

2018/5/15 埼玉新聞

7

2018/5/15 埼玉新聞

バスケットボール ＇第3日、13日・上尾運動公園体育館ほ スポーツ＇高校（
7 関東高校県予選
か（ ▷女子2回戦 昌平84-45寄居城北

2018/5/15 埼玉新聞

県中学ラグビー 第34回県中学生大会第3日 13日、熊谷ラグ スポーツ＇中学（
7 寄居競り勝つ
ビー場 ▷準決勝 寄居17-14城西川越
9 埼玉歌壇 杜澤光一郎選 (寄居)田中広美
投稿
バラ開花の庭 来月まで開放 19、20日にイベントも 寄居町西ノ入、自営
12 業中嶋誠さん＇61（宅で今年もバラが咲き始める 6月3日まで一般開放 19、20日 地域

2018/5/15 埼玉新聞
2018/5/15 埼玉新聞

室を営む 1986年に寄居町で開業して以来、県内9店舗で美容室を経営 2015年6
月、ウェルフェア＇福祉（とビューティー＇美容（から「ウェルビ」と名付けた美容室を
寄居町に開く ※写真
ブータンで陸上競技交流 寄居城北の2人 知事に成績報告 ＇同日の埼
玉新聞と同内容（ ※写真
「ブータン陸上」活躍報告 寄居城北高の2選手 ＇同日の埼玉新聞と同内
容（ ※写真
郷土力士星取表 【三段目】 湊竜＇寄居（ ○1-0 ※夏場所2日目
県高校総体 陸上 最終日、14日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 【男子】
▷3000㍍障害 ①金子侯生＇坂戸西（9分36秒89 ▷三段跳び ③木本＇聖望学園（
14㍍20＝追い風参考 【女子】▷1600㍍リレー ①埼玉栄＇塩味、吉田、大野、鈴木（
3分51秒35 仲間の思い背負い快走 女子1600㍍リレーは埼玉栄が2位に約9
秒の差をつけ栄冠 11日に400㍍で優勝した2走吉田が差を広げる 金子が初の
栄冠 意地で追い抜く 男子3000SC 残り200㍍で隣の選手と先頭集団を抜
け出し、カーブでさらにギアをあげ追い抜いた ※金子侯生＇坂戸西高3年、男衾中
出身（、木本吏哉＇聖望学園高3年、男衾中出身（、吉田詩央＇埼玉栄高2年、城南
中出身（

地域
地域
スポーツ＇大相撲（

スポーツ＇高校（

はローズガーデンフェスタ 東日本大震災の復興チャリティー ※写真

2018/5/15 埼玉新聞

ブータンで陸上大会出場 寄居城北高生が知事表敬 東京五輪交流事
16 業の一環 ブータンで4月に開催された同国初の陸上全国大会に特別参加した 地域

2018/5/16 読売新聞

寄居城北高校の陸上部員2人が14日、県庁に上田知事を表敬、現地での交流など
について報告 ※写真
原口 心は折れない 決勝打 バット真っ二つ 本人も認める「きれいではな
21 いヒット」が2点適時二塁打になりチームの連敗を4で止めた 捕手にしては打てる スポーツ＇プロ野球（
それが原口の生きる道 ＇ほか同日の埼玉新聞と同内容（ ※写真
21 阪神2-1DeNA 阪神・金本監督「＇決勝打の原口は（詰まっても力で押し込んだ」 スポーツ＇プロ野球（

2018/5/16 東京新聞

18

2018/5/16 朝日新聞

ブータンで初開催 陸上全国大会で活躍 寄居城北高校生2人 五輪
キャンプ地縁で ＇5/2毎日新聞と同内容（ ※写真

地域

平成30＇2018（年 寄居町新聞記事索引

2018/5/16 埼玉新聞
2018/5/16 埼玉新聞

6 郷土力士星取表 【三段目】 湊竜＇寄居（ ●1-1 ※夏場所3日目
スポーツ＇大相撲（
寄居町出身の原口が決勝打 阪神 原口＇寄居町出身（が2点二塁打で均衡
7 破る 六回、二死満塁の場面で代打で登場 バットを折られながら左翼線に落ちる スポーツ＇プロ野球（

2018/5/16 埼玉新聞

8

2018/5/16 スポーツニッポン

2

2018/5/17 朝日新聞

25

2018/5/17 読売新聞

29

2018/5/17 埼玉新聞

6

2018/5/17 埼玉新聞

16

2018/5/18
2018/5/19
2018/5/20
2018/5/20

埼玉新聞
埼玉新聞
埼玉新聞
埼玉新聞

2019年5月修正

6
6
5
7

二塁打を放った ※阪神2-1DeNA、15日・甲子園
リトルシニア 〈関東連盟夏季大会〉 13日、さいたま市中央リトルシニアグラウン
ドなど ▷1回戦 練馬北7-2深谷彩北
原口 初代打Ｖ打 ＇同日の埼玉新聞と同内容（
寄居「ふるさと大使」 熊谷真実さんに委嘱 映画ロケで縁 ＇5/11毎日新
聞と同内容（ ※写真
自慢のバラ ご覧あれ 寄居の民家 400種 ＇5/15埼玉新聞と同内容（ ※
写真
郷土力士星取表 【三段目】 湊竜＇寄居（ や1-1 ※夏場所4日目
熊谷など7地点30度超今年最高 気象庁、熱中症に注意を 日本列島は
16日、全国的に季節外れの暑さ 県内では熊谷市、秩父市、寄居町が31.4度
郷土力士星取表 【三段目】 湊竜＇寄居（ ●1-2 ※夏場所5日目
郷土力士星取表 【三段目】 湊竜＇寄居（ や1-2 ※夏場所6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（ ●1-3 ※夏場所7日目

スポーツ＇中学（
スポーツ＇プロ野球（
行政
地域
スポーツ＇大相撲（
気象
スポーツ＇大相撲（
スポーツ＇大相撲（
投稿
スポーツ＇大相撲（

介護現場の人材確保 狙いは“専門外”学生 施設増で「資格者」不足
2018/5/21 東京新聞

2018/5/21 埼玉新聞

7

2018/5/21 埼玉新聞

9

2018/5/22 埼玉新聞

5

2018/5/22 埼玉新聞

6

2018/5/22 埼玉新聞

人材確保が課題の介護業界 大学や専門学校で福祉を学んでいない学生の採用
意欲高まる 施設数が増加 介護福祉士有資格者に絞った採用活動では職員数
が維持できない 19日、さいたまスーパーアリーナで開かれた新卒学生対象の合
同企業説明会 メーカーや商社など30社ほどの中に寄居町の社会福祉法人「栄寿
会」のブース 特別養護老人ホーム「あきやま苑」などを運営 かつては福祉系学
科のある大学からの採用 5年ほど前から新卒の学生が集まらない ※写真
郷土力士星取表 【三段目】 湊竜＇寄居（ や1-3 ※夏場所8日目
[関東高校県予選] ボクシング 最終日、20日・大宮公園体育館 ピン級は1
年生の篠田覇時が初優勝 ＝決勝記録 【男子】▷ピン級 篠田＇花咲徳栄（ 判定
関＇花咲徳栄（ 同門対決で硬く ピン級初優勝の篠田覇時の話 「高校生のうちに
全国優勝を3、4回はしたい」 ※篠田覇時＇花咲徳栄高1年、男衾中出身（
新理事長に若山氏 県理容組合 県理容生活衛生同業組合が21日、鴻巣市
内で通常総代会 主な役員 ▷常任理事 大関嗣久＇寄居（
郷土力士星取表 【三段目】 ★湊竜＇寄居（ ●1-4 ※夏場所9日目

福祉・医療

スポーツ＇大相撲（
スポーツ＇高校（
経済・産業

スポーツ＇大相撲（
ブータン陸上大会出場 寄居城北女子高生 27日に2人が報告会＇寄
11 居（ ブータンで陸上全国大会に特別参加した寄居城北高校3年の小林楓花さん 地域

2018/5/23 読売新聞

26

2018/5/23 産経新聞
2018/5/23 埼玉新聞

23
10

2018/5/23 埼玉新聞

19

2018/5/23 埼玉新聞

19

2018/5/24 読売新聞

28

2018/5/24 日本経済新聞

31

2018/5/24 埼玉新聞
2018/5/25 読売新聞
2018/5/25 埼北よみうり

9
25
4

2018/5/25 埼北よみうり

4

2018/5/25 埼北よみうり

6

2018/5/25 埼玉新聞

7

2018/5/25 埼玉新聞

9

と山口夏生さんが、27日に寄居町中央公民館で報告会を開く ※写真
設楽選手 射撃競技体験 東京五輪種目などＰＲ 2020東京五輪・パラリン
ピックなどに向けた県の推進委員会の会合 上田知事ら約200人が出席 設楽悠
太選手＇ホンダ（が射撃競技が朝霞市で開かれることをPRしようとビームライフルを
体験
83歳から詐欺未遂 容疑の2人逮捕 ＇同日の埼玉新聞と同内容（
郷土力士星取表 【三段目】 ★湊竜＇寄居（ や1-4 ※夏場所10日目
詐欺未遂容疑 男2人を逮捕 寄居署 寄居署は21日、詐欺未遂の疑いでい
ずれも自称、さいたま市の無職男性容疑者＇32（と東京都江東区露天商男性容疑
者＇38（を逮捕 氏名不詳者と共謀のうえ寄居町の女性＇83（方に電話 女性から現
金300万円をだまし取ろうとした疑い 21日午後0時50分ごろ、寄居町の金融機関
から通報 寄居駅付近を警戒中の警察官が2人を任意同行、逮捕
石渡勲氏 ＇いしわた・いさお＝元県議会副議長、寄居町名誉町民（ 21日死去
＇ほか同日の朝日、読売、毎日、産経新聞の各紙に同様記事（
2次予選進出チーム決定 小学生バレー県大会 第38回全日本バレー
ボール小学生大会の県大会1次予選が20日に終了 27日からの2次予選進出チー
ム決まる 【女子】▷A ③折原ジュニア ▷S ①用土JVC ＇アルファベットはブロック
名、丸数字はブロック内順位（ ※折原、用土ともに2次予選で敗退＇2次予選の結
果記事なし（
商店街振興 専門家が支援 県、8市町にチーム派遣 埼玉県は2018年
度、商店街に外部専門家チームを派遣して活性化策を進める「ＮＥＸＴ商店街プロ
ジェクト事業」を始める 熊谷、所沢、本庄、深谷、越谷、蕨、ふじみ野の7市と寄居
町の指定した地域内の商店街で実施 予算に7860万円を計上 外部専門家を集
めた「チーム寄添者＇よそもの（」地域ごとに編成
郷土力士星取表 【三段目】 ★湊竜＇寄居（ や1-4 ※夏場所11日目
寄居で自販機火災 ＇同日の埼玉新聞と同内容（
暑さに負けず BBQで野外満喫 日本の里＇寄居町（ ※写真
雤中の合戦劇 寄居北條まつり＇寄居町（ ＇5/14朝日新聞と同内容（ ※写
真
ｐｉｃｋ ｕｐ 作品展 入江友芳器展 寄居町にアトリエを構える入江友芳さんの作
品を展示・販売 開催中～5月28日＇月（ 家具スタジオ木の香＇小川町（
郷土力士星取表 【三段目】 ★湊竜＇寄居（ ●1-5 ※夏場所12日目
第40回埼玉県アマチュアゴルフ選手権大会2018 参加選手募集開始 一
覧-昨年の上位選手の成績 +11 ⑭タイ 代紀幸＇寄居（ 155＝80 75

その他
事件・事故
スポーツ＇大相撲（
事件・事故
訃報
スポーツ＇小学（

行政
スポーツ＇大相撲（
事件・事故
観光
観光
イベント情報
スポーツ＇大相撲（
スポーツ＇アマゴル
フ（

平成30＇2018（年 寄居町新聞記事索引

2018/5/25 埼玉新聞
2018/5/25 埼玉新聞

2019年5月修正

大好き」 女優の熊谷さん 町ふるさと大使に ＇5/11毎日 行政
11 「笑顔の寄居
新聞と同内容（ ※写真
自販機など焼く 不審火の可能性 寄居 23日午後9時35分ごろ、寄居町末
17 野の円良田湖駐車場で自動販売機から出火 1台の自販機が全焼、別の自販機と 事件・事故
ごみ箱の一部が燃える 寄居署が不審火とみて捜査

2018/5/26 埼玉新聞
2018/5/27 埼玉新聞
2018/5/27 産経新聞
2018/5/27 埼玉新聞
2018/5/27 埼玉新聞
2018/5/27 埼玉新聞
2018/5/28 埼玉新聞
2018/5/28 埼玉新聞
2018/5/28 埼玉新聞
2018/5/28 埼玉新聞

2018/5/29 日本経済新聞

6 郷土力士星取表 【三段目】 ★湊竜＇寄居（ や1-5 ※夏場所13日目
15 つれづれ 西城秀樹さん、お疲れさまです 大野順一＇寄居町、72歳（
体不自由でも美容楽しんで 寄居の福島宏光さん、バリアフリー対応
22
に ＇5/14埼玉新聞と同内容（ ※写真
7 郷土力士星取表 【三段目】 ★湊竜＇寄居（ や1-5 ※夏場所14日目
第68回県展入選者 日本画 松本喜美子 洋画 森香那海 荻原貴美 柴﨑恵子
保泉俊雄 村松泰弘 森下京子 彫刻 秋山幸一 松崎秀廣 浅見崇 吉田寿
9 西澤滿
美子 工芸 上田礼子 入江友芳 松崎秀廣 書 清水彩那 田中すみ子 小野田澄枝

スポーツ＇大相撲（
投稿
地域
スポーツ＇大相撲（
文化・芸術

神谷静江 津久井栄子 八鍬紀子 写真 木島宏
13 埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 (寄居)吉澤紀子

投稿
次世代商店街 8地域で集中支援 県、活性化へ専門家派遣 来月1日
1
行政
セミナー ＇5/24日本経済新聞と同内容（
8 郷土力士星取表 【三段目】 ★湊竜＇寄居（ ○2-5 ※夏場所千秋楽
スポーツ＇大相撲（
寄居 2年ぶりＶ ラグビー県中学大会 ラグビーの第34回県中学生大会の最
9 終日 27日、熊谷ラグビー場 寄居が熊谷富士見に快勝し、2年ぶり3度目の優勝 スポーツ＇中学（
▷決勝 寄居45-5熊谷富士見 ※出場メンバー
♢陸上 県長距離・跳躍・投てき記録会＇27日・上尾運動公園陸上競技場（ 【女
9 子】▷800㍍ ①福田舞菜＇東農大三（2分16秒00 ※福田舞菜＇東農大三高2年、城 スポーツ＇高校（
南中出身（

老朽店舗、最新鋭に変身 武蔵野銀・寄居支店が新築移転 電子記帳
台/テレビで相談 武蔵野銀行が28日、寄居支店を新築移転 旧支店は1952年

31 の同行創業時から営業も老朽化 新店舗には最新の設備 隣接地には23日に食 経済・産業
品スーパーのベルクが開業 ※写真

2018/5/29 埼玉新聞

武蔵野銀 寄居支店を新築移転 駐車場、モールと共同利用 開店に先
5 立ち同行の加藤頭取、花輪寄居町長らがテープカット ＇ほか同日の日本経済新 経済・産業
聞と同内容（ ※写真

2018/5/29 埼玉新聞

案内スタッフを子ども7人体験 県立川の博物館＇寄居（ 県立川の博物
11 館が26日、子どもが案内スタッフになって仕事を体験する「こども交流員」を実施 4 地域
～12歳までの7人が参加しワークショップと展示解説 ※写真

千鳥ケ淵墓苑に 新たに1852柱納骨 寄居の塚越さん献花 第2次大戦
2018/5/29 埼玉新聞

2018/5/29 スポーツニッポン

中に海外などで亡くなった身元不明の戦没者を慰霊する厚生労働省主催の拝礼
式 28日、東京都千代田区の千鳥ケ淵戦没者墓苑 新たに遺骨1852柱を納骨 こ
17 れまでに納められた遺骨と合わせ36万9166柱 遺族代表の一人として献花した埼 社会
玉県寄居町の塚越重吉さん＇80（は1945年9月に父親がフィリピンで戦死 「さまざ
まな地域で多くの戦没者が取り残されたまま 遺族の高齢化が進んでいるので、政
府は全力で収集事業に臨んでほしい」と話す ※写真

カトパン突撃‼ 東京五輪伝説の胎動 東京マラソン16年ぶり日本新 1
22 億円男が進む規格外ロード 設楽悠太 我がままに走る ※加藤綾子ア

連載特集

ナウンサー＇33（による設楽悠太選手へのインタビュー、写真4

2018/5/30 毎日新聞
2018/5/30 埼玉新聞
2018/5/31 埼玉新聞

「スポーツで通じ合えた」 ブータン陸上大会参加 寄居城北高生 知事
地域
に結果報告 ＇5/15埼玉新聞と同内容（ ※写真
〈北部ブロックリーグ〉 27日、佐野リトルシニアグラウンド 佐野
9 リトルシニア
スポーツ＇中学（
11-5深谷彩北

24

彩の国・埼玉ピアノコンクール 多彩な音色で埼玉を豊かに 彩の国・
埼玉ピアノ新人演奏会 「第25回彩の国ピアノ新人演奏会」出演者11人のイン 文化・芸術
タビューを紹介 連弾部門上級 岡部有紀 関田彩夏 表-曲目リスト ※岡部有紀
＇寄居（、写真2

2018/6/1 朝日新聞

設楽悠太＇ホンダ（が6月22日からの日本選手権
23 ▶設楽悠も日本選手権欠場
スポーツ＇陸上（
を欠場 31日、自身のツイッターで明らかに

2018/6/1 毎日新聞

イベント ●お伽座第66回公演「落語芝居」 10、17、24
22 インフォメーション
日、7月1日 寄居町鉢形の劇団お伽座

2018/6/1 スポーツニッポン

交流戦で3連敗 阪神 9回2死満塁、原口が左翼へ大飛
7 不運…浜風が逆
球を放つがわずかにスタンドに届かず 甲子園の浜風の向きがいつもと逆だった

イベント情報
スポーツ＇プロ野球（

東京写真館 ▶第256回 東京新聞賞 ダッシュ 武内道直＇埼玉県寄居町（ 評
2018/6/3 東京新聞

25 東京新聞賞に選ばれた武内さんの「ダッシュ」は、埼玉県小川町の町立八和田小
投稿
学校の田んぼで撮影した一枚 「代かき」を兼ねたリレー競走で、泥水を跳ね上げ
て＇※小学生が（走る姿と表情を捉えた ※作品写真、撮影データ

2018/6/3 東京新聞

歯止めを 活性化へ外部の目 県が8市町に専門家派遣 行政
26 消える商店街
＇5/24日本経済新聞と同内容（

2018/6/3 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
[関東高校大会] ボクシング 3日、第2日・茨城水戸桜ノ牧高校常北校体育館
13 ＝各組準決勝 【男子】▷ピン級A組 篠田＇花咲徳栄（ 判定 田中＇神奈川・保土ヶ スポーツ＇高校（

2018/6/4 埼玉新聞

谷（ ※篠田覇時＇花咲徳栄高1年、男衾中出身（

2018/6/4 埼玉新聞

深谷の農園を視察 上田知事がとことん訪問 3市1町で意見交換 上田
15 知事の「とことん訪問」 1日、熊谷、本庄、深谷、寄居の3市1町 寄居町の「ウェル 行政
ビ」を訪れる

平成30＇2018（年 寄居町新聞記事索引

2018/6/5 読売新聞

2019年5月修正

商店街復活へ「請負人」 県、深谷など8地域に派遣 店舗誘致やイベ
31 ント仕掛け グラフ-■県内の商店街と大型店舗の数の推移 ＇5/24日本経済新 行政
聞と同内容（

[関東高校大会] ボクシング 県勢7階級で制す 最終日、4日・茨城水戸桜
2018/6/5 埼玉新聞

男子ピン級A組の篠田覇時が決勝で判定勝ちし初優勝
7 ノ牧高校常北校体育館
【男子】▷ピン級A組決勝 篠田＇花咲徳栄（ 判定 鈴木＇千葉・沼南（ ※篠田覇時

スポーツ＇高校（

＇花咲徳栄高1年、男衾中出身（

2018/6/5 埼玉新聞

役場でテスト対策講座 進学に向け中学生サポート＇寄居（ 寄居町教育
11 委員会が2日、3日の2日間、町内の中学3年生を対象に中間テストの対策講座を 行政
町役場で実施 ※写真

2018/6/6 朝日新聞
2018/6/6 読売新聞

23 設楽悠太選手に狭山市特別顕彰 ＇同日の読売新聞と同内容（ ※写真
受賞・表彰
設楽選手 特別顕彰 「狭山のために記録更新を」 狭山市は5日、東京マ
24 ラソン2018で日本記録をマークした市内在住の設楽悠太選手＇26（＇ホンダ（に同市 受賞・表彰
初の特別顕彰を贈った ※写真

2018/6/6 毎日新聞

設楽悠太さんに狭山市特別顕彰
21 男子マラソン記録16年ぶり更新
＇同日の読売新聞と同内容（ ※写真

受賞・表彰

五輪へ「おもてなし」充実 ホストタウンの首長ら初会議 政府は6日、
2018/6/7 埼玉新聞
2018/6/7 埼玉新聞
2018/6/7 埼玉新聞
2018/6/7 埼玉新聞
2018/6/8 埼北よみうり

1 2020年東京五輪・パラリンピックの海外選手らと交流を深める「ホストタウン」に登
行政
録している自治体の首長らが参加する会議を首相官邸で初めて開催 県内から県
とさいたま市、所沢、新座、三郷、鶴ヶ島、三芳、寄居の7市町が参加
イベント ♦緑をお家に持って帰ろう＇寄居（ 23日、県立川 イベント情報
7 県内お出かけ情報
の博物館
県シニア40リーグ3部7節＇3日・彩湖道滿グリーンパーク（ ロク0-0寄
10 ♢サッカー
スポーツ＇サッカー（
居

マラソン日本記録16年ぶり更新 狭山市で初
14 設楽選手に特別顕彰
受賞・表彰
＇6/6読売新聞と同内容（ ※写真
第32回読売旗争奪県北尐年野球選手権大会 地区予選結果 8月11日
3 から開催される「第32回読売旗争奪県北尐年野球選手権大会」の地区予選を突破
スポーツ＇小学（
して本大会に出場する12チームを紹介 大里 開催日：5月27日、6月2日、3日 会
場：江南総合グラウンド キングフィッシャーズスポーツ尐年団 ※写真

ブータンの陸上大会に参加 高校生2人が報告会＇寄居町（ ブータンで
2018/6/8 埼北よみうり
2018/6/8 東京新聞
2018/6/8 埼玉新聞
2018/6/8 埼玉新聞

2018/6/10 朝日新聞

陸上全国大会に出場した県立寄居城北高の女子生徒2人が、体験したことなどを5

8 月27日、寄居町中央公民館での報告会で話す 同高陸上部3年の小林楓花さん、 地域
山口夏生さんと、同行した為末大さん、写真家の関健作さんを交えてのトーク
ショー ※写真
初の市特別顕彰 狭山市 東京マラソンで日本記録 ＇6/6読売 受賞・表彰
22 設楽さん
新聞と同内容（ ※写真
新議長に岡本氏 副議長は鈴木氏 寄居町議会 寄居町議会は7日まで
2 に、新議長に岡本安明氏＇64（＝無所属、3期目＝、新副議長に鈴木詠子氏＇54（＝ 町議会
公明、2期目＝をそれぞれ選出
「寄居が大好き」 熊谷さん大使に 町中央公民館で委嘱式 2人目の寄
13 居町ふるさと大使に女優の熊谷真実さんが就任 委嘱式が中央公民館で行われ 行政
る ※写真

女子、三井住友海上がＶ 柔道 全日本実業団対抗大会 ライバル対決
新主将の意地 9日、福岡・久留米アリーナ 体重別5人制の女子1部は三井住

13 友海上が4チームのリーグ戦を制し2年ぶり8度目の優勝 コマツとのライバル対決 スポーツ＇柔道（

2018/6/10 読売新聞
2018/6/10 毎日新聞

27
20

2018/6/10 日本経済新聞

28

2018/6/10 産経新聞

22

2018/6/10 東京新聞

21

2018/6/10 埼玉新聞

5

2018/6/10 埼玉新聞
2018/6/10 埼玉新聞
2018/6/10 スポーツニッポン
2018/6/12 朝日新聞

では副将戦で新井が田代に支え釣り込み足で一本勝ち この春からキャプテンを
務める新井は「負けられなかった」と気迫がみなぎっていた
三井住友海上Ｖ 女子1部 ＇同日の朝日新聞と同内容（
★三井住友海上が2年ぶり優勝 ＇同日の朝日新聞と同内容（
三井住友海上 8度目の優勝 柔道全日本実業団体女子 世界選手権70
㌔級で2連覇を目指す新井千鶴が全試合で一本勝ちする活躍 ＇ほか同日の朝日
新聞と同内容（
◎三井住友海上が2年ぶり優勝 ＇同日の朝日、日本経済新聞と同内容（
柔道 三井住友海上 2年ぶり優勝 全日本実業団体 ＇同日の朝日、日本
経済新聞と同内容（
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

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（

投稿
女子1部 新井 全試合一本勝ち 三井住友海上Ｖに導く 柔道全日本実
6
スポーツ＇柔道（
業団体 主将「攻め貫けた」 ＇同日の朝日、日本経済新聞と同内容（ ※写真
読者の声 サッカーW杯 テーマ投稿 西野Ｊの底力見たい 大野順一
11 けやき
投稿
＇72歳・寄居町（
8 三井住友海上 全勝8度目Ｖ ＇同日の朝日、日本経済新聞と同内容（
スポーツ＇柔道（
村岡選手らの県表彰 提案先送り 議会側調整終わらず 設楽悠太選手
29 らの表彰について11日、上田知事が記者会見で6月18日の定例会初日に議案提
県議会
出できない見込みと明らかに 斉藤議長に提案を打診してきたが議会各会派間の
調整が終わらず、受けられないと言われる

2018/6/12 読売新聞

提案延期 知事「議会内会派の調整で」 ＇同日の朝日 県議会
33 村岡選手ら表彰
新聞と同内容（
息子かたり詐欺未遂 容疑の男2人再逮捕 寄居署は11日、詐欺未遂の疑

2018/6/12 産経新聞

22 いで無職の男性容疑者＇32（＝さいたま市＝と自称露天商の男性容疑者＇38（＝東
事件・事故
京都江東区＝を再逮捕 5月21日午前9時40分ごろ、寄居町の無職男性＇89（方に
次男をかたって電話をかけ現金を詐取しようとした
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2018/6/12 埼玉新聞

彩の国功労賞贈呈 開会日の議案提出見送り
2 知事会見採録＇11日（
＇同日の朝日新聞と同内容（

2018/6/12 埼玉新聞

ハンドボール 第2、3日、9、10日・草加記念体育館ほか 【女子】 スポーツ＇高校（
9 県高校総体
▷ｃ組2回戦 寄居城北32-6筑波大坂戸 ▷同代表決定戦 三郷北24-16寄居城北

2018/6/12 埼玉新聞
2018/6/13 朝日新聞
2018/6/13 朝日新聞
埼玉尐年尐女スポーツ
2018/6/13 読売新聞

県議会

町の四季切手に 81郵便局で販売 日本郵便＇寄居（ 日本郵便関東支社
15 はオリジナルフレーム切手「寄居町の四季Vol.2」を1000シート製作、11日から寄居 経済・産業
町や周辺市町村の計81郵便局で販売を開始 ※写真
●イベント ♦劇団お伽座公演「落語芝居」 17、24、7月1日 寄 イベント情報
26 埼玉マリオン
居町鉢形の「劇団お伽座」

寄居中2年ぶりＶ 県中学校ラグビーフットボール大会 熊谷富士見に
1 快勝 寄居中が圧倒 ▶どこからでもトライできる寄居 【決勝トーナメントの記

スポーツ＇中学（

録】 ＇5/8、15、28埼玉新聞と同内容（ ※写真3

○○ ホッと絵手紙 檜木秀子 65 寄居町 ※絵手 投稿
28 Ｗｅｄｎｅｓｄａｙさいたま
紙の投稿

2018/6/13 埼玉新聞

▷正七位瑞宝単光章 元寄居町立桜沢小学校長 秋山重雄氏＇82（＝
2 变位变勲
变位变勲
寄居町鉢形＇5月16日死去（ ＇6/14読売新聞に同様記事（

2018/6/13 埼玉新聞

♦詐欺未遂容疑で男2人再逮捕＇寄居署（ ＇6/12産経 事件・事故
13 ニュースクリップ
新聞と同内容（

2018/6/14 日本経済新聞

柔道女子 世界選手権へ合宿 ＇同日の埼玉新 スポーツ＇柔道（
35 新井「2連覇取りに行く」
聞と同内容（

2018/6/14 東京新聞

女子国際合宿公開 柔道 ＇同日の埼玉新聞と同 スポーツ＇柔道（
13 新井、世界連覇目指す
内容（ ※写真
新井「2連覇取る」 柔道女子 国際合宿を公開 柔道の女子日本代表が13

2018/6/14 埼玉新聞
2018/6/15 毎日新聞
2018/6/15 埼玉新聞
2018/6/15 埼玉新聞
2018/6/15 埼玉新聞

2018/6/16 毎日新聞

2018/6/16 埼玉新聞
2018/6/16 埼玉新聞
2018/6/16 埼玉新聞

世界選手権70㌔級で2年連続優
9 日、東京・文京区の講道館での国際合宿を公開
スポーツ＇柔道（
勝を狙う新井千鶴＇寄居町出身、児玉高出、三井住友海上（は「2連覇を取りにいく
つもり」と充実した表情で話す ※写真
ギャラリー ●10周年寄居総合美術展 22日～24日 寄居
22 インフォメーション
町中央公民館
寄居町 世帯
2 5月1日現在の県内市町村別推計人口＇県統計課調べ（
数13,042 人口総数32,999 男16,346 女16,653
佳作 全13点 風布川をそめる＇撮影
10･11 第27回さいたま森林フォトコンテスト
地・寄居町（ 島田英夫さん＇滑川町（ ※作品写真
♦住宅が全焼＇寄居（ 14日午前7時35分ごろ、寄居町鉢
19 ニュースクリップ
形、会社員男性＇36（方から出火 木造2階建て住宅が全焼
五輪マラソン代表選考レース 神宮外苑周辺で発着 日本陸上競技連盟
は15日、2020年東京五輪マラソン代表選考会、マラソングランドチャンピオンシップ
＇MGC（を19年9月15日に行うと発表 コースは発着点付近を除き東京五輪と同じ
20 新国立競技場が建設中のため近くの明治神宮外苑で発着 MGC出場権を獲得し
ているのは男子は2月の東京マラソンで日本記録を更新した設楽悠太＇Ｈｏｎｄａ（ら
13人 ※コース図、発着点イメージ図
北関東高校陸上 第1日、15日・正田醤油スタジアム群馬 【女子】▷400㍍ ③
6 吉田＇埼玉栄（57秒35 ▷5000㍍競歩 ④松本＇本庄東（ ※吉田詩央＇埼玉栄高2
年、城南中出身（、松本優澄＇本庄東高3年、男衾中出身（
劇団お伽座が落語寄席を開催 寄居であすから 寄居町鉢形を拠点に活
10 動している劇団お伽座が17日、24日、30日と7月1日に落語寄席をお伽座で行う
第66回公演 脚本・演出はお伽座代表の関本三芳さん＇68（
展示 ♦10周年寄居総合美術展＇寄居（ 22日-24日 寄居中
10 まちひとであい
央公民館

イベント情報
統計
文化・芸術
事件・事故

スポーツ＇陸上（

スポーツ＇高校（
文化・芸術
イベント情報

2018/6/17 埼玉新聞

後半6市町が任期満了 無投票で再選も 寄居町 選挙
1 18首長選展望♦上♦
▷7月24日告示、29日投開票＇任期満了日・8月27日（ ※写真

2018/6/17 埼玉新聞

5 埼玉俳壇 内野修選 (寄居)石澤無涯 (寄居)吉澤祥匡 (寄居)吉澤紀子
投稿
県高校総体
バスケットボール
16日＇第2日・越谷総合体育館ほか（ ▷女子1
9 回戦 児玉78-72寄居城北
スポーツ＇高校（

2018/6/17 埼玉新聞
2018/6/18 朝日新聞

県政ウオッチ 知事選・県議選来年に控え 上田氏VS.自民 攻防は
21 きょうから県議会 村岡桃佳選手と設楽悠太選手の表彰に同意を求める議案
は議会の都合で提出時期未定
きのうきょう 半世紀 埼玉県寄居町 大久保三郎 70 無職
情報ファイル 展覧会 ♦10周年寄居総合美術展＇会員展（ 22～24日、寄居町
中央公民館
北関東高校陸上 第3日、17日・正田醤油スタジアム群馬 【女子】▷800㍍ ④
福田＇東農大三（2分13秒16 ※福田舞菜＇東農大三高2年、城南中出身（
つれづれ 半世紀 大久保三郎＇寄居町、70歳（
●村岡選手ら表彰の同意議案、県議会に提案 ＇同日の埼玉新聞と同内
容（
村岡選手ら表彰 議決最終日 県議会開会、6議案提出 ＇同日の埼玉新
聞と同内容（
村岡選手ら表彰 県が追加提案へ 議会運営委 ＇同日の埼玉新聞と同内
容（
自民、知事選にらみ対決姿勢 ＇同日の埼玉新聞と同内容（

2018/6/18 産経新聞

12

2018/6/18 東京新聞

22

2018/6/18 埼玉新聞

8

2018/6/18 埼玉新聞

13

2018/6/19 朝日新聞

31

2018/6/19 読売新聞

23

2018/6/19 毎日新聞

23

2018/6/19 産経新聞

23

2018/6/19 東京新聞

県が議案提出の意向
18 設楽、村岡両選手に彩の国功労賞を授与へ
＇同日の埼玉新聞と同内容（

県議会
投稿
イベント情報
スポーツ＇高校（
投稿
県議会
県議会
県議会
県議会
県議会
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設楽悠選手 村岡選手 県功労賞を贈呈へ 議会に提案、同意求める
2018/6/19 埼玉新聞

県は18日、6月定例県議会の議会運営委員会で、男子マラソンの日本記録を更新

1 した寄居町出身の設楽悠太、平昌パラリンピックで5個の金メダルを獲得した深谷 県議会

2018/6/19 埼玉新聞

2

2018/6/19 埼玉新聞

6

2018/6/19 埼玉新聞

6

2018/6/19 埼玉新聞

6

2018/6/19 埼玉新聞

11

2018/6/19 埼玉新聞

11

2018/6/19 埼玉新聞

13

2018/6/20 朝日新聞

24

2018/6/20 埼玉新聞

7

2018/6/21 朝日新聞

2018/6/22 埼北よみうり

市出身の村岡桃佳の両選手に「彩の国功労賞」を贈呈することに同意を求める議
案を追加提出する方針を示す 最終日の7月6日に上程される
立候補予定説明会 現職陣営のみ出席 寄居町長選 寄居町選挙管理委
員会が18日、町長選、町議補選の立候補予定者説明会 町長選には現職の1陣
営のみが出席 町議補選は2陣営が出席
北関東高校陸上 最終日、18日・正田醤油スタジアム群馬 【男子】▷三段跳び
⑥木本＇聖望学園（13㍍96 【女子】▷1600㍍リレー ①埼玉栄＇塩味、吉田、大野、
鈴木（3分44秒33＝大会新 ※木本吏哉＇聖望学園高3年、男衾中出身（、吉田詩
央＇埼玉栄高2年、城南中出身（
県高校総体 バレーボール 第1日、18日・所沢市民体育館ほか ▷女子1回戦
浦和北2-1寄居城北
♢ソフトボール 第18回全日本中学生大会県予選＇10、17日・北本総合公園多目
的広場（ ▷女子準決勝 埼玉ウィンズ＇寄居（12-0草加VICTORY ▷同決勝 埼玉
ウィンズ2-0埼玉レッドスティード＇川口（ ＇埼玉ウィンズは全国大会＝8月11～13
日・大阪＝に出場（
田貝＇熊谷高（さんに感謝状 襟抑え犯人検挙に協力＇寄居（ 警察官と
一緒に不審者を追跡、犯人検挙に協力したとして寄居署は17日、寄居町在住で県
立熊谷高校2年の田貝幸祐さん＇16（に感謝状を贈呈 5月21日、詐欺未遂事件で
捜査活動中の警察官に協力 ※写真
小中高生が花植え 駅のホームに設置＇寄居（ 寄居城北高校と寄居中学
校、桜沢小学校の児童生徒66人が13日、プランターに花を植え、秩父鉄道桜沢駅
ホームに設置 2002年から続けている ※写真
県北部で働こう 高3対象に合同説明会 深谷 県北部の3市4町が15日、
2019年3月に卒業予定の高校3年生を対象に合同企業説明会 深谷公民館 7市
町にある19校の620人が出席 同じく60社が説明 ※写真
埼玉マリオン ●イベント ♦お家に緑を持って帰ろう 23日、県立川の博物館
ハーバリウムなどを作る体験イベント ※写真
ギャラリー情報 ♦入江友芳 暮らしを彩る器展＇秩父（ 7月12～16日 矢尾百
貨店 入江さんは寄居町在住の陶芸家

選挙
スポーツ＇高校（
スポーツ＇高校（
スポーツ＇中学（

受賞・表彰
地域
行政
イベント情報
イベント情報

南84チーム・北74チーム闘志 第100回全国高校野球選手権記念南・
22 北埼玉大会 来月7日開会式 ※北埼玉大会トーナメント表 寄居城北-三郷 スポーツ＇高校（
工技 ＇ほか同日の読売、毎日、産経、東京、埼玉新聞、スポーツニッポンの各紙
に同様記事（

お祭り情報 7/7＇土（、8＇日（ 女性みこしが人気 寄居夏まつり＇寄居
4 町（ 「寄居夏まつり」が7月7日＇土（、8日＇日（、寄居町市街地で行われる 女性の 観光
みで担ぐ「女性みこし」も練り歩く ※写真

2018/6/22 埼北よみうり
2018/6/22 埼北よみうり
2018/6/22 埼北よみうり
2018/6/22 毎日新聞
2018/6/22 埼玉新聞
2018/6/23 埼玉新聞
2018/6/23 スポーツニッポン

協力して駅に花設置＇寄居町（ ＇6/19埼玉新聞と同 地域
4 近隣の小・中・高生
内容（ ※写真
6 埼北7月ｉｎｆｏ 7日＇土（、8日＇日（ ♦寄居夏まつり 寄居市街＇寄居町（
イベント情報
6 ｐｉｃｋ ｕｐ 作品展 10周年寄居総合美術展 6月22日＇金（～24日＇日（ 寄居町
イベント情報
中央公民館 イベント お家に緑を持って帰ろう 6月23日＇土（ 県立川の博物館
イベント ●かわはくで緑に親しもう・緑をお家にもって帰ろ イベント情報
22 インフォメーション
う 23日 県立川の博物館
小川町営G開設記念中学校野球大会 第50回小川町営グラウンド開設記
8 念中学校野球大会 ▷1回戦 東松山北12-2城南＇寄居（＇五回コールド（ 東松山
8
10

2018/6/24 埼玉新聞

5

2018/6/25 埼玉新聞

6

2018/6/26 埼玉新聞

13

2018/6/26 埼玉新聞

13

2018/6/27 朝日新聞

30

2018/6/27 埼玉新聞

7

東4-2寄居
♢陸上 第73回県選手権第1日＇22日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場（ 【女
子】▷400㍍ ③吉田＇埼玉栄（57秒42 ※吉田詩央＇埼玉栄高2年、城南中出身（
マラソン日本記録 設楽 レジェンドつくる 2月の東京マラソンで日本記録を
マークした設楽悠太＇26（が22日、所属先ホンダの高級セダン、レジェンドの納車記
念式典に参加 新記録のご褒美 設楽は「マラソンでいろいろと伝説をつくりたい」
と気合を入れた
埼玉俳壇 内野修選 (寄居)吉澤紀子 (寄居)石澤無涯 (寄居)吉澤祥匡
♢陸上 第73回県選手権最終日＇24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＇本庄東高（23分55秒45 ▷1600㍍リレー ①埼玉栄＇塩
味、吉田、植竹、豊泉（3分47秒40 ※松本優澄＇本庄東高3年、男衾中出身（、吉
田詩央＇埼玉栄高2年、城南中出身（
緑に触れて親しむ 川の博物館でイベント＇寄居（ 県立川の博物館は23
日、コケ玉やミニ盆栽などを作って緑に親しむ体験イベント「お家に緑を持って帰ろ
う」を実施 ※写真
桜をテーマに荒川塾で対談 大久保さんと横田さん＇熊谷（ 政治や文化
など多彩なテーマで語り合う「荒川塾」の例会が熊谷で開かれ、寄居町で桜の植栽
活動に取り組む荒川グリーングリーン代表、大久保和勇さん＇61（と、熊谷市を中心
に熊谷桜の普及活動をする桜ファンクラブ会長の横田透さん＇67（が対談 ※写真
変わる国民健康保険 表-■国保税を10年以上据え置いてきた市町村 2008
年度(最後に値上げした年) 寄居町
リトルシニア 〈北関東支部夏季大会〉リトルシニア関東連盟北関東支部の夏季
大会兼住協カップ争奪戦 24日、上尾市民球場など ▷2回戦 熊谷5-1深谷彩北

スポーツ＇中学（
スポーツ＇高校（
受賞・表彰
投稿
スポーツ＇高校（
文化・芸術
地域
福祉・医療
スポーツ＇中学（

平成30＇2018（年 寄居町新聞記事索引

2018/6/27 埼玉新聞
2018/6/28 埼玉新聞
2018/6/29 毎日新聞

2019年5月修正

催し ♦川の日記念・七夕かざりつくり＇寄居（ 7月8日 県立川 イベント情報
11 まちひとであい
の博物館
剣道 第2、最終日、25、26日・県武道館 ▷女子団体準々決勝 星 スポーツ＇高校（
9 県高校総体
野2-1寄居城北
インフォメーション ギャラリー ●入江友芳 暮らしを彩る器展 7月12～16日
26 秩父市、矢尾百貨店 約10年前に東京都内から寄居町に移住した陶芸作家による イベント情報
作品展 ※写真＇展示予定作品（

2018/6/30 朝日新聞

熱中症の搬送相次ぐ 37.5度を記録した寄居町をはじ 気象
25 梅雤明けのち猛暑
め、熊谷市や秩父市で今年一番の暑さ

2018/6/30 朝日新聞

最速梅雤明け 気象庁は29日、関東甲信地方が梅雤明けしたと
39 もう夏の空
発表 1951年以降、同地方で最も早い 山形市と埼玉県寄居町で37.5度を記録

2018/6/30 読売新聞
2018/6/30 読売新聞
2018/6/30 毎日新聞

31 寄居37.5度 ＇同日の朝日新聞〈25〉と同内容（
気象
35 関東梅雤明け 酷暑続く ＇同日の朝日新聞〈39〉と同内容（
気象
梅雤明け
寄居で今年最高37.5度
熊谷、秩父、鳩山も猛暑日
＇同日の
27 朝日新聞〈25〉と同内容（
気象

2018/6/30
2018/6/30
2018/6/30
2018/6/30

30
20
29
18

毎日新聞
産経新聞
東京新聞
埼玉新聞

最速梅雤明け 関東甲信 ＇同日の朝日新聞〈39〉と同内容（
猛暑で熱中症 搬送24人 ＇同日の朝日新聞〈25〉と同内容（
史上最速の夏 関東、6月に梅雤明け ＇同日の朝日新聞〈25〉と同内容（
西日本中心 大雤の恐れ ＇同日の朝日新聞〈25〉と同内容（

気象

気象
気象
気象
気象

