平成30（2018）年 寄居町新聞記事索引

掲載日

掲載紙

2018/7/1 埼玉新聞
2018/7/1 埼玉新聞

紙面

2019年10月修正

記事見出し・概要

件名

2018/7/2 埼玉新聞

2 今月の選挙 ♢寄居町長選・同町議補選▷24日告示、29日投開票
選挙
5 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
高齢者叙勲
（1日）▷瑞宝双光章 元寄居町立寄居小学校長 高井稔氏＝寄居
2 町赤浜 （7/5読売新聞にも同様記事）
叙位叙勲

2018/7/3 毎日新聞

[企業とスポーツ] 都市対抗出場・トップに聞く ホンダ 八郷隆弘社長
7 （59） 1番へのこだわり ホンダのこだわりは「夢を追い、1番になることだ」 2月 連載特集

2018/7/3 埼玉新聞
2018/7/4 朝日新聞
2018/7/5 埼玉新聞

の東京マラソンでは陸上競技部の設楽悠太選手が日本人トップでゴール
高齢者スポーツ大会（寄居） 第47回寄居 福祉・医療
13 650人の参加で体動かし交流
町高齢者スポーツ大会が6月29日、町立総合体育館で開催された ※写真
●アート ♦入江友芳 暮らしを彩る器展 12日[木]～16日[月] イベント情報
20 [埼玉マリオン]
秩父市の矢尾百貨店 寄居町に「風の陶房」を構える入江さんの作品展
私募債発行 ♦建設業の寄居建設（寄居町、高田徹社長） 3月20日付で寄贈品
4 付私募債1億円を発行 財務代理人は埼玉りそな銀行 寄贈先は寄居中学校ラグ 経済・産業
ビー部

第100回全国高校野球選手権記念大会 南・北埼玉大会 7日開幕 158
チーム挑む頂点 トーナメント表、登録選手名簿 ※寄居町内中学出身者が登
2018/7/6

朝日新聞
別刷り特集

2018/7/6 毎日新聞
2018/7/6 埼玉新聞

録メンバーに入っている高校（学校名･人数） 南大会 越生（男衾･1） 北大会 熊

- 谷工（城南･1）、熊谷商（城南･1）、児玉白楊・児玉・鳩山（寄居･1）、不動岡（寄居･ スポーツ（高校）
1）、秩父（寄居･1、城南･1）、秩父農工科（城南･1）、東農大三（城南･2、男衾･1）、
寄居城北（寄居･1） （7/3～6毎日、同日の埼玉(第2部)、7/7読売新聞(高校野球特
集)に同様記事）
[インフォメーション] イベント ●山岡鉄舟展 剣豪鉄舟わが町で雄筆-山岡
22 鉄舟と小川町- 12～22日 ①小川町立図書館②割烹旅館二葉 「寄居町 羽黒神 イベント情報
社幟旗」などを図書館で展示
一流の走り 伝授 設楽悠選手、母校で陸上教室 寄居・男衾中 男衾中
17 学校は4日、同校出身で、東京マラソンで日本新記録を樹立した設楽悠太選手
地域
（26）を招き3年生の陸上教室を行った ※写真

2018/7/7 朝日新聞

後輩にお手本 設楽選手 寄居・男衾中で陸上教室
27 日本新の走り
（7/6埼玉新聞と同内容） ※写真

地域

2018/7/7 読売新聞

29 村岡選手ら表彰 県議会が同意 （同日の埼玉新聞と同内容）
22 村岡選手と設楽選手に彩の国功労賞を贈呈へ 議案可決 （同日の埼

県議会

2018/7/7 東京新聞

玉新聞と同内容）

県議会

村岡[深谷市出身]設楽[寄居町出身]選手に「彩の国功労賞」贈呈へ
2018/7/7 埼玉新聞

6月定例県議会は6日、平昌パラリンピックで日本人初の5個のメダルを獲得した深

1 谷市出身の村岡桃佳、男子マラソンで16年ぶりに日本記録を更新した寄居町出身 県議会
の設楽悠太の両選手に「彩の国功労賞」を贈呈することに同意を求める議案を全
会一致で可決 ※写真
県内週間日誌 6日 ♢村岡、設楽両選手に「彩の国功労賞」贈呈へ
今週のこよみ 14日（土） 【県内】▷よりい夏まつり（15日まで、寄居町・市街地通
り）
埼玉俳壇 星野光二選 (寄居)石澤無涯
郷土力士星取表 【三段目】 湊竜（寄居）○1-0 ※名古屋場所2日目

2018/7/8 埼玉新聞

4

2018/7/8 埼玉新聞

4

2018/7/8 埼玉新聞
2018/7/10 埼玉新聞

13
9

2018/7/10 埼玉新聞

第100回全国高校野球 南北埼玉大会 ○第2日○ 窮地脱し左腕が本
11 領 [上尾市民] ○寄居城北 7年ぶりの初戦突破 立役者エース馬場 13奪三 スポーツ（高校）

2018/7/11 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ
2018/7/11
2018/7/12
2018/7/12
2018/7/12

埼玉新聞
産経新聞
東京新聞
埼玉新聞

2018/7/12 スポーツニッポン

3
7
17
8
9

25

2018/7/13 埼玉新聞

6

2018/7/13 埼玉新聞

14

2018/7/13 埼玉新聞

17

2018/7/14 読売新聞

その他
投稿
スポーツ（大相撲）

文化・芸術
スポーツ（大相撲）
スポーツ（陸上）
スポーツ（陸上）
スポーツ（大相撲）

東京マラソン 大迫出場を表明 ナイキイベント 設楽も検討「外せない
8 大会」 男子マラソンの大迫傑が来年3月の東京マラソン出場を表明 11日、都内 スポーツ（陸上）

2018/7/13 読売新聞

2018/7/14 毎日新聞

振完封 ▽1回戦・北 寄居城北5-0三郷工技 ※写真 （ほか朝日、読売、毎日、
産経、東京新聞、スポーツニッポンの各紙に試合結果記事）
硬筆 平成30年度第57回埼玉県硬筆中央展覧会の受賞者 ▷小・中学生の入賞
者 【県書写書道教育連盟賞】 大さわしほ（寄居男衾小2） 川田真由（寄居用土
小6）
郷土力士星取表 【幕下・三段目】 湊竜（寄居）○2-0 ※名古屋場所3日目
東京マラソン 大迫が出場へ （同日のスポーツニッポンと同内容）
大迫 東京に意欲 （同日のスポーツニッポンと同内容）
郷土力士星取表 【幕下・三段目】 湊竜（寄居）や2-0 ※名古屋場所4日目

その他

ナイキのイベント 日本記録保持者の設楽悠太も参加 設楽は「東京マラソンは外
せない大会。ファンは対決を見たいと思っているはず」とコメント
Ｆｒｉｄａｙさいたま レジャー 花火大会特集 ♦寄居玉淀水天宮祭花火大会 8
月4日 寄居町玉淀河原
郷土力士星取表 【幕下・三段目】 湊竜（寄居）●2-1 ※名古屋場所5日目
夏の秩父路峠道ハイキング開催 参加者募集 22日 秩父路峠道ハイキ
ング「皆野・長瀞・寄居四峠縦走ハイキング」
つれづれ どうぞ 大野順一（寄居町、72歳）

イベント情報
スポーツ（大相撲）
イベント情報

投稿
第100回全国高校野球選手権記念南北埼玉大会組み合わせ（3回戦
26
スポーツ（高校）
以降） 北埼玉 寄居城北-本庄東
県警航空隊ヘリ 部品紛失 県警は13日、航空隊のヘリコプター「みつみね」
のネジ状の留め金1個を紛失と発表 同日午前のパトロール中に落下の可能性
35 ヘリは航空自衛隊入間基地を同日午前9時50分頃に出発 日高市、小川町、寄居 事件・事故
町、長瀞町、東松山市、川越市、狭山市、入間市の上空を約1時間かけて飛行
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2019年10月修正

大里郡市 5ＪＡ合併ならず 執行体制、手数料で相違 JAくまがやと同ふ
2018/7/14 埼玉新聞

かや、埼玉岡部、榛沢、花園の5農業協同組合（JA）で組織した「大里郡市広域JA

1 合併協議会」が解散 来年4月1日の広域合併に向け協議したが、執行体制や販売 経済・産業
手数料の調整が難航 農畜産物販売高で県内最大規模となる予定だった JAふ
かやが離脱を決め、6月1日付けで解散

2018/7/14 埼玉新聞
2018/7/14
2018/7/15
2018/7/15
2018/7/16

埼玉新聞
埼玉新聞
埼玉新聞
埼玉新聞

2018/7/16 埼玉新聞
2018/7/16 埼玉新聞
2018/7/16 埼玉新聞

第100回全国高校野球 北埼玉大会 ○第5日○ [上尾市民] 変化球よ
かった ○寄居城北・馬場投手 （5回1安打） ※コメント ▷2回戦 寄居城北18-0

7 鷹・橘・吉（5回コールド） ※鷹・橘・吉＝上尾鷹の台・上尾橘・吉川美南の合同
9
5
9
5

チーム （ほか朝日、読売、毎日、産経、東京新聞、スポーツニッポンの各紙に試
合結果記事）
郷土力士星取表 【幕下・三段目】 湊竜（寄居）や2-1 ※名古屋場所6日目
郷土力士星取表 【幕下・三段目】 湊竜（寄居）や2-1 ※名古屋場所7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
県内週間日誌 13日 ♢大里郡市の5JA合併ならず 執行体制や手数料で相違

スポーツ（高校）
スポーツ（大相撲）
スポーツ（大相撲）
投稿
その他

第100回全国高校野球 北埼玉大会 ○第7日○ [熊谷公園] 5回コー
6 ルドも13人で戦い抜く ●寄居城北 11失点、無得点でコールド負け それでも スポーツ（高校）

部員13人で戦い抜いた ▷3回戦 本庄第一11-0寄居城北（5回コールド） （ほか朝
日、読売、毎日、産経、東京新聞、スポーツニッポンの各紙に試合結果記事）
8 郷土力士星取表 【幕下・三段目】 湊竜（寄居）●2-2 ※名古屋場所8日目
スポーツ（大相撲）

江戸無血開城150年記念 雄筆でたどる鉄舟と小川町 きょう講演も 幟
小川町立図書館と割烹旅館「二葉」で山岡鉄舟展「剣豪鉄舟
12 旗や書簡を展示
文化・芸術
わが町で雄筆-山岡鉄舟と小川町-」 22日まで 寄居町羽黒神社の幟旗など展示
※写真

2018/7/17 埼玉新聞
2018/7/17 埼玉新聞
2018/7/17 埼玉新聞
2018/7/18 読売新聞

2018/7/18 読売新聞
2018/7/18 産経新聞

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）
数13,062 人口総数32,985 男16,347 女16,638

9 郷土力士星取表 【幕下・三段目】 湊竜（寄居）●2-3 ※名古屋場所9日目
17 熊谷38.2度 今年最高 全国で猛暑 5人死亡、1900人搬送 16日 県内

統計
スポーツ（大相撲）
気象

では8観測点がいずれも猛暑日を記録 寄居町で37.8度
2020強化最前線 東京「金」へ競争促す MGC出場権を獲得するため、直近
の五輪や世界選手権でトラック種目の代表だった若手スピードランナーが続々とマ
19 ラソンに転向 設楽悠太（ホンダ）が男子の日本記録を16年ぶりに更新 図-東京 連載特集
五輪 今後2年間のロードマップと有力代表候補 東京マラソンで日本新＝MGC出
場権 設楽悠太 ※写真
待機児童1552人 2年連続増 584人 新基準で算出 4月1日時点の県内
前年比294人増の1552人 2年連続増加 厚労省が昨
25 保育所などへの待機児童
福祉・医療
年3月に通知した新基準が全体数を押し上げ 表-■県内の市町村別待機児童数
（人、4月1日時点） 寄居町0（0） ※（ ）内は前年比
17日、県内の全8観測地点で35度以上の猛暑日 熊谷
22 全観測地点で猛暑日
気象
市37.8度、寄居町37.4度など

ため池危険地図 公表35％ 農水省まとめ 老朽化、決壊リスク増 県内
4施設、公表2カ所 ハザードマップ（危険予測地図）の作成が必要な46道府県
2018/7/18 埼玉新聞

1 の1万1360カ所の「防災重点ため池」 公表は約4千カ所（約35％）にとどまる 農水 行政

2018/7/18 埼玉新聞

8

2018/7/18 埼玉新聞

8

2018/7/18 埼玉新聞

11

2018/7/19 朝日新聞

25

2018/7/19 朝日新聞

25

2018/7/19 読売新聞

33

2018/7/19 毎日新聞

26

2018/7/19 毎日新聞
2018/7/19 日本経済新聞
2018/7/19 産経新聞
2018/7/19 産経新聞
2018/7/19 東京新聞

省のデータ 県は円良田湖（寄居町）、飯倉池（本庄市）など4施設を「防災重点た
め池」に指定 全てでハザードマップを作成しているが、公表は円良田湖、飯倉池
の2施設
郷土力士星取表 【幕下・三段目】 湊竜（寄居） や2-3 ※名古屋場所10日目
国体予選少年 陸上 1位記録 「西部」（11、14、15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）14㍍24 「北部」（14、15日・熊
谷スポーツ文化公園陸上競技場） 【高校女子】 ▷800㍍ 福田舞菜（東農大三）2
分17秒47 ▷1600㍍リレー 東農大三（秋山、福田、藤沢、小高）4分1秒57 ※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）
[まちひとであい] 展示 ♦寄居水彩画会夏季展 31日まで くましん寄居支店
村岡選手と設楽選手 やっと彩の国功労賞 （同日の埼玉新聞と同内容）
※写真
熊谷38.9度 各地で今夏最高 （同日の埼玉新聞と同内容）
設楽、村岡選手 県功労賞 お互いに刺激、飛躍誓う （同日の埼玉新聞
と同内容） ※写真
俳句 星野光二選 寄居・町田節子

スポーツ（大相撲）
スポーツ（高校）
イベント情報
受賞・表彰
気象
受賞・表彰

投稿
「彩の国功労賞」に設楽・村岡両選手 知事「沸きに沸き、踊りに踊っ
27
受賞・表彰
た」 （同日の埼玉新聞と同内容） ※写真
県が贈呈式 （同日の埼玉新聞と同内 受賞・表彰
29 設楽・村岡選手に「彩の国功労賞」
容）
（同日の埼玉新聞と同内容）
22 設楽選手・村岡選手に彩の国功労賞贈呈
※写真

受賞・表彰

22 ◇ 18日 県内の最高気温 （同日の埼玉新聞と同内容）
気象
「受賞
県民のおかげ」
彩の国功労賞
設楽、村岡両選手に
（同日の埼
24 玉新聞と同内容） ※写真
受賞・表彰
「結果で恩返しを」 設楽、村岡選手に彩の国功労賞 県は18日、2月の東

2018/7/19 埼玉新聞

1 京マラソンで日本記録を更新した設楽悠太選手（26）と、平昌冬季パラリンピックで 受賞・表彰
5個のメダルを獲得した深谷市出身の村岡桃佳選手（21）に「彩の国功労賞」を贈
呈 ※設楽悠太選手コメント、写真
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2018/7/19 埼玉新聞
2018/7/19 埼玉新聞

2019年10月修正

2018/7/19 埼玉新聞

1 「今年一番」熊谷38.9度 18日 県内の最高気温 寄居町38.4度
気象
5 郷土力士星取表 【幕下・三段目】 ★湊竜（寄居）●2-4 ※名古屋場所11日目 スポーツ（大相撲）
県内花火特集 表-2018年 主な県内花火大会 8/4㊏19：00 観光
14 [ぐるっと埼玉]
～21：00 寄居玉淀水天宮祭 花火大会 約5,000発 玉淀河原

2018/7/19 埼玉新聞

熊谷38.9度 県内は18日も気温が上昇 熊谷市で38.9度、
18 かき氷店大繁盛
寄居町で38.4度を観測

朝日新聞
2018/7/20
別刷り特集

第59回埼玉県吹奏楽コンクール 心一つ 旋律に磨き 出場団体と演奏
5 曲 地区大会 【中学B】■北部地区 8月1日 本庄市民文化会館 寄居町立寄居 文化・芸術

2018/7/20 読売新聞
2018/7/20 埼玉新聞

26
8

2018/7/21 読売新聞

27

2018/7/21 読売新聞

28

2018/7/21 埼玉新聞

8

2018/7/22 読売新聞

26

2018/7/22 さいたま報知

投稿
スポーツ（大相撲）
イベント情報
スポーツ（高校）
スポーツ（大相撲）
スポーツ（高校）

2 負け 決勝の相手は昨年と同じ 練習増やし一体感 週1回だった練習を3、4回に スポーツ（中学）

4

2018/7/22 埼玉新聞

4

2018/7/22 埼玉新聞

5

埼玉新聞
埼玉新聞
朝日新聞
読売新聞
読売新聞
毎日新聞
東京新聞

中 滝口響子(指揮者) 火の伝説(演奏曲) 【高校C】■7月31日 さいたま市文化
センター 寄居城北高 知久望(指揮者) 交響詩「森の詩」(演奏曲)
よみうり文芸 俳句 辻桃子選 【佳作】寄居町 町田節子
郷土力士星取表 【幕下・三段目】 ★湊竜（寄居）や2-4 ※名古屋場所12日目
Ｓａｔｕｒｄａｙさいたま レジャー イベント ♦かわはく夏まつり 29日 県立川の
博物館
[高校総体2018] 30種目に出場 26日から 県選手団名簿 【陸上競技】♢
男子 木本吏哉（聖望学園） ♢女子 吉田詩央（埼玉栄）、松本優澄（本庄東）、福
田舞菜（東農大三） ※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）、福田舞菜（東農
大三高2年、城南中出身）
郷土力士星取表 【幕下・三段目】 ★湊竜（寄居）○3-4 ※名古屋場所13日目
[高校総体2018] 県選手団名簿 【ソフトテニス】♢男子▷団体 松山（一関健
樹） ▷個人 一関健樹（松山） 【バスケットボール】♢男子 正智深谷（松本大輝）
【ボクシング】篠田覇時（花咲徳栄） ※一関健樹（松山高3年、寄居中出身）、松本
大輝（正智深谷高3年、寄居中出身）、篠田覇時（花咲徳栄高1年、男衾中出身）

歓喜の完封雪辱 埼玉ウィンズ 昨年決勝同じ相手に逆転負けで悔し
涙 ＫＯから1年 滝上果4回ピシャリ 5年ぶり4度目Ｖ 昨年は決勝で再逆転

2018/7/22 埼玉新聞

2018/7/22
2018/7/22
2018/7/23
2018/7/23
2018/7/23
2018/7/23
2018/7/23

気象

9
16
25
27
27
26
18

増やす 目指すは前回超え 5年前の全国大会では準優勝 今回の目標は当然そ
の上 ※決勝スコア、メンバー氏名、写真3 （スコアは6/19埼玉新聞と同内容）
[県中学総体] 柔道 21日（第1日・県武道館） 女子個人を行い、57㌔級は井田
侑希（寄居）が栄冠 ▷女子57㌔級決勝リーグ ①井田侑希（寄居） 3勝
[県中学総体] 寄居が決勝へ 熊谷富士見も ラグビー 21日（第3日・熊谷
荒川ラグビー場） 寄居は深谷岡部に40-12で快勝 ▷準決勝 寄居40-12深谷岡
部
郷土力士星取表 【幕下・三段目】 ★湊竜（寄居）や3-4 ※名古屋場所14日目
（本紙「○」だが読売新聞等により「や」に修正）
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
熊谷38度 猛暑続く 21日 寄居37.3度
寄居町長選は無投票の様相 あす告示 （同日の埼玉新聞と同内容）
熱中症か2人死亡 （同日の埼玉新聞と同内容）
寄居町長選あす告示 町議補選も （同日の埼玉新聞と同内容）
寄居町長選あす告示 町議補選も （同日の埼玉新聞と同内容）
寄居町長選あす告示 町議補選も （同日の埼玉新聞と同内容）

スポーツ（中学）
スポーツ（中学）
スポーツ（大相撲）
投稿
気象
選挙
気象
選挙
選挙
選挙

寄居町長選あす告示 空洞化進む中心市街地 現職の無投票再選も
2018/7/23 埼玉新聞

1

2018/7/23 埼玉新聞

4

2018/7/23 埼玉新聞

6

2018/7/23 埼玉新聞

15

2018/7/24 朝日新聞

25

2018/7/24 読売新聞

29

2018/7/24 毎日新聞

25

2018/7/24 産経新聞

22

2018/7/24 東京新聞

18

2018/7/24 埼玉新聞

1

任期満了に伴う寄居町長選 24日告示、29日投開票 立候補表明は再選を目指
す無所属で現職の花輪利一郎氏（73）＝自民、公明推薦＝のみ 無投票再選は28
年ぶり 長年の懸案だった中心市街地の活性化事業をスタート 5カ年計画でにぎ
わい再生を掲げるが一朝一夕にはいかない 町議補選（欠員1）の24日告示 元職
と新人が出馬準備 有権者数は6月1日現在、2万9142人（男1万4406人、女1万
4736人） ※写真
県内週間日誌 16日 熊谷で38.2度 今年最高記録を観測 寄居町で37.8度
18日 ♢「結果で恩返しを」 設楽、村岡選手に彩の国功労賞 ※写真
郷土力士星取表 【幕下・三段目】 ★湊竜（寄居）や3-4 ※名古屋場所千秋楽
全国237地点で猛暑日 寄居38.4度、熊谷37.8度 22日 県内では寄居
38.4度などいずれも今年最高を記録
各地で史上最高気温 熊谷41.1度 （同日の読売新聞と同内容）
熊谷41.1度 4地点 過去最高気温 県内は23日、熊谷市で国内観測史上最
高の41.1度を記録 寄居町で39.9度（全国5位タイ）を記録するなど4地点で観測史
上最高を更新 記録的な猛暑 表-■県内の観測点の7月23日の最高気温 寄居
39.9度※ 1位(歴代順位) 15：03(時間) 39.5度（2007年8月15日）(これまでの最高
気温、年月日) ※は過去最高を更新
4人死亡、熱中症か 県内 全観測地点で猛暑日 （同日の読売新聞と同内
容）
熊谷41.1度 猛暑リスク 犠牲11人 10日連続100人以上搬送 （同日の
読売新聞と同内容）
所沢など史上最高気温 県内各地で記録的猛暑 （同日の読売新聞と同
内容）
熊谷41.1度 国内最高 記録更新 熱中症疑い3人死亡 （同日の読売新聞
と同内容）

選挙

その他
スポーツ（大相撲）
気象
気象
気象

気象
気象
気象
気象

平成30（2018）年 寄居町新聞記事索引
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2018/7/24 埼玉新聞

バスケットボール 第2、3日、22、23日・桶川サンアリーナ ▷男 スポーツ（中学）
7 [県中学総体]
子2回戦 戸田笹目77-58寄居

2018/7/24 スポーツニッポン

[東京五輪あと2年] 川内＆設楽のそっくり芸人 誰より早く マラソン
2 コース走ってきました‼ 設楽悠太にそっくりのアスリート芸人、ポップライン萩

その他

原（36） ※写真

2018/7/24 スポーツニッポン

日本新41.1度 図-23日の各地の最高気温 5位
17 やっぱり暑いぞ！熊谷
寄居町（埼玉）39.9℃

2018/7/25 朝日新聞

無投票で再選 町議補選は2氏立候補 （同日の埼玉新 選挙
25 花輪・寄居町長
聞と同内容） ※写真、略歴、町議補選立候補者名

2018/7/25 読売新聞

花輪氏再選 無投票 （同日の埼玉新聞と同内容） ※写真、略
27 寄居町長
歴、町議補選立候補者名

2018/7/25 毎日新聞

無投票で再選 町議補選29日投開票 （同日の埼玉新聞 選挙
27 花輪・寄居町長
と同内容） ※写真、略歴、町議補選立候補者名

2018/7/25 産経新聞

寄居町長選 （同日の埼玉新聞と同内容） ※町議補 選挙
22 花輪氏が無投票再選
選立候補者名

2018/7/25 東京新聞

花輪さん無投票再選 （同日の埼玉新聞と同内容） ※写真、
22 寄居町長選
略歴、町議補選立候補者名

気象

選挙

選挙

花輪氏 無投票で再選 寄居町長選 任期満了に伴う寄居町長選は24日告
2018/7/25 埼玉新聞

示され、無所属で現職の花輪利一郎氏（73）＝自民、公明推薦＝の他に立候補届

1 け出がなく無投票再選 1990年以来28年ぶり 町議補選（欠員1）も同日告示され、 選挙
いずれも無所属の新人と元職が届け出 ※花輪氏略歴、公約、写真、町議補選立
候補者名

2018/7/25 埼玉新聞
2018/7/25 埼玉新聞
2018/7/26 埼玉新聞

[時の人] 寄居町長選に無投票で再選した花輪利一郎さん 「暮し続け
連載コラム
たい」町に ※写真
14 熱中症搬送2万2千人 図-23日の各地の最高気温 5(位) 寄居町（埼玉）
気象
39.9℃
[県中学総体] 寄居に栄冠 ラグビー 最終日、24日・熊谷荒川ラグビー場
9 寄居が熊谷富士見を47-14で下し2年ぶり3度目の栄冠を獲得 ▷決勝 寄居47-14 スポーツ（中学）
2

熊谷富士見

2018/7/27 埼北よみうり
2018/7/27 埼北よみうり
2018/7/27 埼北よみうり
2018/7/27 埼北よみうり

4 暑さを吹き飛ばせ 祭りだ 花火だ 寄居玉淀水天宮祭（寄居町） ※写真
6 埼北8月ｉｎｆｏ 4日（土）♦寄居玉淀水天宮祭 玉淀河原（寄居町）
部活 頑張る県北の小中高生 第255回 寄居町立寄居中学校 女子ソ
7
フトボール部 「さわやかマナー はつらつプレー」 ※写真
寄居とろとろナス 町の新たな特産品に（寄居町） 寄居町内で昨年から本
8 格栽培されている「寄居とろとろナス」の試食会が18日、男衾コミュニティーセンター

観光
イベント情報
連載
経済・産業

で開かれた ※写真

2018/7/28 朝日新聞

[平成とは ＠埼玉] 秩父リゾート構想[上] バブル期 地域振興に「夢」
1987年5月に総合保養地域整備法、通称リゾート法が成立 埼玉県も現在の秩父
29 市と小鹿野、皆野、長瀞、横瀬、寄居の5町と東秩父村をエリアとする「秩父リゾー 連載特集
ト地域整備構想」をまとめる

2018/7/28 朝日新聞

選挙

2018/7/28 読売新聞

29 あす寄居町議補選 （同日の埼玉新聞と同内容）
27 寄居町議補選 あす投開票 （同日の埼玉新聞と同内容） ※町議補選立候

2018/7/28 毎日新聞

あす投開票 （同日の埼玉新聞と同内容） ※町議補選立候
21 寄居町議補選
補者名

選挙

2018/7/28 東京新聞

あす投開票 （同日の埼玉新聞と同内容） ※町議補選立候
18 寄居町議補選
補者名

選挙

2018/7/28 埼玉新聞

補者名

選挙

寄居町議補選 あす投開票 寄居町議補選は29日投開票 いずれも無所属
1 の新人と元職の2人が立候補 有権者数は23日現在、2万9146人（男1万4426人、 選挙
女1万4720人） ※町議補選立候補者名

2018/7/28 埼玉新聞

舌もとろける？とろとろナス 寄居・特産品 今年も販売 「寄居とろとろナ
12 ス」 町内3カ所のJAふかや農産物直売所で販売 昨年5月に研究会が発足 今年 経済・産業
は14農家で500本の苗を植え付ける ※写真

2018/7/28 埼玉新聞

ＩＨ機器を使い親子でクッキング 深谷 「第10回親子deカンタンＩＨクッキング
18 教室＆農産物収穫体験会」が27日、深谷市の三菱電機ホーム機器で開かれた
地域
寄居町の小学3年生、笠原萌恵さん、母親の祐子さん ※コメント、写真

2018/7/29 朝日新聞

[平成とは ＠埼玉] 秩父リゾート構想[中] 大手企業頼みの「地方主
県の政策評価書 04年9月時点の計画施設整備率（供用中のみ）は53％、
23 導」
連載特集
民間に限れば39％ 県は継続する積極的理由が見つからないとして、06年に構想
を廃止

2018/7/29 埼玉新聞
2018/7/30 朝日新聞

5 埼玉俳壇 星野光二選 (寄居)石澤無涯 (寄居)吉澤紀子 (寄居)吉澤祥匡
投稿
[平成とは ＠埼玉] 秩父リゾート構想[下] 官と民 持続可能な道探る
23 秩父リゾート構想の7市町村は全て高齢化率30％超 民間機関の推計で「消滅可 連載特集
能性都市」とされた

2018/7/30 朝日新聞

当選者決まる 寄居町議補選（被選挙数1）が29日投開票され 選挙
23 寄居町議補選
議席が確定 当日有権者数2万8767人、投票率20.57％ 表-寄居町議補選の得票

2018/7/30 読売新聞

23 寄居町議決まる （同日の朝日新聞と同内容）

選挙

平成30（2018）年 寄居町新聞記事索引

2019年10月修正

ホンダ、狭山工場一転存続 基幹部品の生産継続 ホンダが2021年度を
メドに閉鎖する方針だった狭山工場を存続させる方針を固める 四輪車の生産は

2018/7/30 日本経済新聞

2018/7/30
2018/7/30
2018/7/30
2018/7/30
2018/7/31

産経新聞
埼玉新聞
埼玉新聞
埼玉新聞
毎日新聞

燃料電
5 寄居工場に集約するが、22年度以降も一部の部品生産は狭山で続ける
経済・産業
池車（FCV）など先端車両を生産し、基幹部品に詳しい人材を抱える狭山の機能を

20
1
4
4
27

残すことが競争力維持に必要と判断 ※写真（狭山工場）、図（ホンダの国内四輪
工場の分布図）
寄居町議に笠原氏 （同日の朝日新聞と同内容）
開票作業続く 寄居町議補選 ※開票率0.0％の紙面
県内週間日誌 24日 ♢花輪氏が無投票当選 寄居町長選
今週のこよみ 4日（土） 【県内】▷寄居玉淀水天宮祭（寄居町・玉淀河原）
寄居町議補選 新議員決まる （7/30朝日新聞と同内容）

選挙
選挙
その他
その他
選挙

ホンダ狭山工場存続へ 地元安堵も拭えぬ不安 生産機能や期間など
具体的な計画見えず 地元では一定の安堵感も存続は一部にとどまる見通し

2018/7/31 日本経済新聞

31 地元経済への影響は不透明 狭山市は今年3月、影響を最小限に抑えるなど配慮 経済・産業

2018/7/31 東京新聞

を求める要望書をホンダに提出していた 市は再編の全体像把握や地元経済への
影響を抑えるための対応を続ける方針 ※写真（狭山工場）
22 寄居町議補選 新議員が決まる （7/30朝日新聞と同内容）
選挙

2018/8/1 朝日新聞

とろとろナス「寄居の特産に」 食感柔らか 淡い緑の長卵型 町が登録
21 商標出願 2年目の今年は町が名称の登録商標を出願 （ほか7/28埼玉新聞と 経済・産業
同内容） ※写真

2018/8/1 朝日新聞

県吹奏楽コンクール ♢地区大会の結果（31日） 【高校C】 文化・芸術
21 [響ハーモニー]
優秀賞＝寄居城北

2018/8/1 読売新聞

ブータン陸上チーム支援 寄居町 ボランティア募集 寄居町は東京五輪
24 直前に町でキャンプを張るブータンの陸上チームを応援するため、交流イベントの
行政
手伝いや選手の英語通訳をするボランティア「ブータンサポーター」を町内外から
募る ※写真

2018/8/1 毎日新聞

ラグビー ＫＯＢＥＬＣＯ杯 ラグビーのKOBELCOカップ第8回全国高校女子合
16 同チーム大会 31日 【女子決勝リーグ】関東24-0東海 ※杉田生璃（東海代表： スポーツ（高校）
東海大静岡翔洋高1年、寄居中出身）出場

2018/8/1 東京新聞

「水天宮祭」彩る 寄居で4日 「関東一の水祭り」と呼
18 万灯と花火5000発
ばれる寄居玉淀水天宮祭が4日夜、玉淀河原で開かれる ※写真

2018/8/2 毎日新聞
2018/8/2 埼玉新聞

ＫＯＢＥＬＣＯ杯 第2日・1日 【女子決勝リーグ】中国14-5東海 九州 スポーツ（高校）
18 ラグビー
12-0東海 ※杉田生璃（東海代表：東海大静岡翔洋高1年、寄居中出身）出場
県内全8観測地点で猛暑日 1日、各地で気温が上昇 寄居町 気象
17 熊谷38.3度
で37.9度

2018/8/3 毎日新聞

ＫＯＢＥＬＣＯ杯 最終日・2日 【女子決勝リーグ】近畿15-0東海 ⑤ スポーツ（高校）
17 ラグビー
東海 ※杉田生璃（東海代表：東海大静岡翔洋高1年、寄居中出身）出場

2018/8/3 埼玉新聞

バスケットボール ▷男子1回戦 正智深谷106-68四日市工 スポーツ（高校）
12 [2018東海総体]
（三重） ※松本大輝（正智深谷高3年、寄居中出身）出場

2018/8/3 埼玉新聞

ボクシング ▷ピン級1回戦 篠田覇時（花咲徳栄） 判定 鈴木 スポーツ（高校）
12 [2018東海総体]
優志（千葉・沼南） ※篠田覇時（花咲徳栄高2年、男衾中出身）
県スポ少中学生軟式野球交流大会 県民総合体育大会第41回県スポーツ

2018/8/3 埼玉新聞

14 戦 中町ジュニア（寄居）5-3杉戸フェニックス（六回コールド） ▷準々決勝 中町

少年団中学生軟式野球大会 7月29日まで 皆野スポーツ公園野球場など ▷1回

2018/8/4 埼玉新聞

7

2018/8/4 埼玉新聞

7

2018/8/5 埼玉新聞

1

2018/8/5 埼玉新聞

5

2018/8/5 埼玉新聞

8

2018/8/5 埼玉新聞

8

2018/8/5 埼玉新聞

8

2018/8/5 埼玉新聞

11

2018/8/6 朝日新聞

23

2018/8/6 読売新聞
2018/8/6 産経新聞

25
20

2018/8/6 埼玉新聞

2

ジュニア8-3川里レッドソックス（鴻巣）（六回コールド） ▷準決勝 妻沼ホーマーズ
（熊谷）12-5中町ジュニア（五回コールド）
[2018東海総体] バスケットボール ▷男子2回戦 中部大第一（愛知）108-71
正智深谷 ※松本大輝（正智深谷高3年、寄居中出身）出場
[2018東海総体] 陸上 2日の結果 【女子】▷400㍍予選 「4組」⑤吉田詩央
（埼玉栄）57秒22＝落選 ※吉田詩央（埼玉栄高2年、城南中出身）
舟山車 川面行き交う 寄居で玉淀水天宮祭 「寄居玉淀水天宮祭」が4日、
行われた 荒川に浮かぶ5隻の舟山車と夜空を彩る花火が競演 ※写真
埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 (寄居)吉澤祥匡 (寄居)吉澤紀子
[2018東海総体] ボクシング ▷ピン級2回戦 武市大樹（愛媛・新田） 判定 篠
田覇時（花咲徳栄） ※篠田覇時（花咲徳栄高2年、男衾中出身）
[2018東海総体] ソフトテニス ▷男子個人2回戦 河原・友田（岡山理大付）40小村・一関（松山） ※一関健樹（松山高3年、寄居中出身）
[2018東海総体] 陸上 3日の結果 【女子】▷5000㍍競歩予選 「1組」⑬松本
優澄（本庄東）26分5秒72＝落選 ※松本優澄（本庄東高3年、男衾中出身）
ミクロの世界体感 寄居の男衾小 顕微鏡写真展 男衾小学校で走査型電
子顕微鏡の写真とそれに関係する昆虫標本を展示する「ミクロな世界～電子顕微
鏡写真展」 10日まで 写真パネル63点、昆虫標本約200種600点 ※写真
●荒川で長男を助けようとして母親が死亡 5日午前11時25分ごろ、寄居
町桜沢の荒川で、川崎市のパートでフィリピン国籍の(女性)（61）が川に流された長
男（17）を助けようとして一緒に流された カヌーをしていた会社員（46）に2人は引き
上げられたが、女性は搬送先の病院で死亡
♦荒川で流され死亡 （同日の朝日新聞と同内容）
フィリピン人女性荒川で流され死亡 （同日の朝日新聞と同内容）
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13,083 人口総数33,013 男16,372 女16,641

観光

スポーツ（中学）
スポーツ（高校）
スポーツ（高校）
観光
投稿
スポーツ（高校）
スポーツ（高校）
スポーツ（高校）
文化・芸術
事件・事故
事件・事故
事件・事故
統計

平成30（2018）年 寄居町新聞記事索引

2018/8/6 埼玉新聞
2018/8/7 東京新聞

陸上 4日の結果 【女子】▷800㍍予選 「7組」⑦福田舞菜
8 [2018東海総体]
（東農大三）2分18秒83＝落選 ※福田舞菜（東農大三高2年、城南中出身）

2019年10月修正

スポーツ（高校）

★寄居町の荒川で女性おぼれ死亡 （8/6朝日新聞と 事件・事故
18 [NEWSフラッシュ]
同内容）
[2018東海総体] 陸上 【男子】▷三段跳び予選 ㉕木本吏哉（聖望学園）13㍍

2018/8/7 埼玉新聞

42＝落選 【女子】▷1600㍍リレー準決勝 「1組」①埼玉栄（塩味、吉田、大野、鈴

8 木）3分45秒79＝決勝進出 ▷同決勝 ④埼玉栄（塩味、吉田、大野、鈴木）3分46秒 スポーツ（高校）

2018/8/7 埼玉新聞

8

2018/8/7 埼玉新聞

16

2018/8/8 読売新聞

31

2018/8/8 埼玉新聞

10

2018/8/9 読売新聞

24

2018/8/9 埼玉新聞

12

2018/8/10 朝日新聞

13

2018/8/10 読売新聞

17

2018/8/10 埼北よみうり

2018/8/10 埼北よみうり
2018/8/10 埼北よみうり

30 ※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）
[2018東海総体] 陸上 5日の結果 【女子】▷1600㍍リレー予選 「1組」②埼玉
栄（塩味、吉田、大野、豊泉）3分50秒36＝準決勝進出 ※吉田詩央（埼玉栄高2
年、城南中出身）
長男助けようと61歳母溺れ死亡 寄居の荒川 （8/6朝日新聞と同内容）
寄居 43万円詐欺被害 寄居署は7日、寄居町の女性会社員（43）が架空請求
の被害に遭い電子マネー計43万4000円分をだまし取られたと発表 1日午後、女
性の携帯電話にメール 記載の番号に電話すると、アダルトサイトの会費を支払っ
てほしいといわれ、深谷、寄居のコンビニ2店で電子マネーを購入、番号を伝えた
柔道世界選手権の壮行式 再び頂点に挑む 女子70㌔級・新井 全日
本柔道連盟が7日、東京都文京区の講道館で世界選手権（9月20～27日・バクー）
日本代表の壮行式を開く 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）は「一戦一戦、確実に勝って2連覇する」と決意表明
読売書法展入賞・入選者 ♢漢字部門♢〈入選〉【寄居町】坂本香山
[ニュースクリップ] ♦架空請求詐欺で43万円分被害（寄居） （8/8読売
新聞と同内容）
スポーツ短信 ■設楽悠はベルリン出場を断念 （同日の埼玉新聞と同内
容）
陸上 ♦設楽悠がベルリンマラソン回避 （同日の埼玉新聞と同内容）

スポーツ（高校）
事件・事故
事件・事故

スポーツ（柔道）
文化・芸術
事件・事故
スポーツ（陸上）
スポーツ（陸上）

8月11日（土・祝）～14日（火） 第32回読売旗争奪県北少年野球選手
権大会 熱戦プレイボール！ 第32回読売旗争奪県北少年野球選手権大会

1 11日に熊谷さくら運動公園野球場ほかで開幕 選手宣誓は、大会数の32番を引い スポーツ（小学）
たキングフィッシャーズスポーツ少年団（寄居町）の加藤雅大主将（6年）が行う ※
写真（32チームの主将）、トーナメント表
大会への意気込み！ キングフィッシャーズスポーツ少年団 加 スポーツ（小学）
2 キャプテン
藤雅大主将 ※写真

第32回読売旗争奪県北少年野球選手権大会 出場32チーム紹介 大
5 里 キングフィッシャーズスポーツ少年団（寄居町） ※写真2、監督コメン スポーツ（小学）
ト、選手・役員名簿

2018/8/10 埼北よみうり
2018/8/10 東京新聞
2018/8/10 埼玉新聞

【大里地区】用土コルツ、キングフィッシャーズ、オブ
8 第32回予選参加チーム
スポーツ（小学）
スマクラブ、中町ジュニア、マッキーズ

10 マラソン 設楽 ベルリン回避 （同日の埼玉新聞と同内容）
スポーツ（陸上）
ベルリン出場 設楽悠が回避 日本陸連の河野匡・長距離・マラソン・ディレク
9 ターは9日、9月16日のベルリン・マラソンに意欲を示していた男子日本記録保持者
スポーツ（陸上）
の設楽悠太（寄居町出身、武蔵越生高出、ホンダ）が出場を回避すると明らかにし
た 脚の故障で準備が整わなかった

2018/8/10 スポーツニッポン
2018/8/11 毎日新聞

9 ♦回避 （同日の埼玉新聞と同内容）
スポーツ（陸上）
[描かれた鉄路 今回の作品】 『東上線 各駅短編集』曠野すぐり 東
武東上線（東京都、埼玉県） 東上線は池袋駅（東京都豊島区）を起点として
17 埼玉県の中央を西北に進み、終着の寄居駅（埼玉県寄居町）まで75キロ38駅を走 連載特集
る東上本線と、坂戸駅から延びる越生線（7駅、10.9キロ）からなる ※小川町に関
する記事

2018/8/11 産経新聞

イベントや展示で相互交流 東京五輪・パラ
23 盛り上げるホストタウン
図-県内のホストタウン登録状況 寄居町 ブータン

2018/8/11 東京新聞

★33歳女性が列車にはねられ死亡 （同日の埼玉新 事件・事故
18 [NEWSフラッシュ]
聞と同内容）

2018/8/11 埼玉新聞
2018/8/11 埼玉新聞

2018/8/12 読売新聞
2018/8/12 埼玉新聞
2018/8/15 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ
2018/8/15 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

行政

9 [まちひとであい] 映画 ♦ミニシアター（寄居） 16日、町立図書館
イベント情報
[ニュースクリップ] ♦踏切で列車にはねられ女性死亡（寄居） 9日午後
9時半ごろ、寄居町用土のJR八高線用土-寄居駅間の踏切で、寄居町の無職女性

14 （33）が高崎駅発高麗川駅行き上り普通列車にはねられ死亡 女性は午後8時ごろ 事件・事故
に家を出たきり帰らず家族が探していた 事故で八高線の上下2本に最大76分の
遅れが生じ乗客約80人に影響
県北少年野球 「全力」を誓う 第32回読売旗争奪県北少年野球選手権大会
各地区予選を勝ち抜いた32チー
27 が11日、熊谷さくら運動公園野球場などで開幕
スポーツ（小学）
ムが出場 開会式でキングフィッシャーズスポーツ少年団の加藤雅大（6年）が選手
宣誓 ※写真
5 埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 (寄居)吉澤祥匡
投稿

寄居中が県3冠 県中学校総体ラグビーフットボール 熊谷富士見を破
2 る 津嶋貫汰が逆転トライ ▶6人で7トライ奪う攻撃力 【決勝トーナメントの記 スポーツ（中学）
録】 ▷準々決勝（7月17日） 寄居中49-7深谷南中 （ほか7/22、7/26埼玉新聞と
同内容） ※写真3
【女子個人戦の優勝者】▷57㌔級 井田侑希（寄居） （7/22埼
3 県中学総体柔道
スポーツ（中学）
玉新聞と同内容）

平成30（2018）年 寄居町新聞記事索引

2018/8/15 読売新聞
2018/8/15 東京新聞

2019年10月修正

県北少年野球選手権 ▷1回戦 キングフィッシャーズ6-3深 スポーツ（小学）
20 [埼玉スポーツ]
谷メッツ ▷2回戦 滑川野球10-5キングフィッシャーズ
阪神7-4広島 3-4と勝ち越された直後の八回、代打原口の
22 阪神、終盤に逆転
スポーツ（プロ野球）
中前打で同点
北部ブロック 19日開幕 31チームが熱戦 [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

2018/8/15 埼玉新聞

5 争奪第43回県ス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代 スポーツ（小学）

2018/8/16 毎日新聞
2018/8/17 読売新聞

表者会議 皆野町文化会館 出場31チームの組み合わせが確定 上位4チームが
県大会 ※トーナメント表（オブスマクラブ、中町ジュニア、キングフィッシャーズ、
マッキーズ、用土コルツ）
催し ♦2018・第14回「よりい平和と文化のつどい」（寄居） 24 イベント情報
10 [まちひとであい]
日-26日 中央公民館
22 短歌 ■水野昌雄選 寄居・橋本秀樹
投稿
26 よみうり文芸 川柳 西潟賢一郎選 【佳作】寄居町 柴崎真一
投稿

2018/8/17 埼玉新聞

[ハチを知る 県立自然の博物館特別展]＊5＊ 県内のハチ 新たな発
11 見と減少も 2016年に県内初記録となる希種、ミヤマツヤセイボウが寄居町で発 連載特集

2018/8/15 埼玉新聞

見された

2018/8/18 朝日新聞

[さいたまトーク] 林業の面白さ「教材」は森 木漏れ日感じながら学ん
24 で 自由の森学園中高教諭 石井徹尚さん（40）に聞く 自由の森学園中

学・高校（飯能市）で生徒と森林を間伐したりする「林業講座」を担当する農学（林
学）博士の石井徹尚（てつひさ）教諭 1978年寄居町生まれ ※プロフィール、写真
[まちひとであい] 講座 ♦第4回寄居町美術家協会主催の公開講座（寄居）
30日、カタクリ体育センター 講師、あーと・夢代表の高田早苗さん
埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 (寄居)吉澤紀子 (寄居)石澤無涯
[情報ファイル] 展覧会 ♦よりい平和美術展 24～26日、寄居町中央公民館
♦2018寄居青渉会第68回絵画展 9月7～9日 寄居町中央公民館 ※作品画像
（寄居青渉会）
アメリカで見聞広めてくるぞ 寄居の中学生オハイオ州で研修旅行 寄
居町の中学生10人が7日、米国オハイオ州メアリズビル市へ10日間の研修旅行に
出発 両市町の「中学生海外相互交流派遣事業」の一環 オリックスの「資源循環
子ども未来基金」を活用 2中学校の2、3年生（男子4人、女子6人） ※写真
[全国中学大会] 柔道 20日 ▷女子57㌔級2回戦 井田侑希（寄居） 合わせ技
霍本夕佳（熊本城南） ▷同3回戦 渡辺菜月（高知・香長） 優勢 井田侑希
市町村職員共済組合囲碁 平成30年度埼玉県市町村職員共済組合囲碁大
会 18日、さいたま共済会館 【名人戦】③坂本義明（寄居）

連載特集

2018/8/18 埼玉新聞

7

2018/8/19 埼玉新聞

5

2018/8/20 東京新聞

18

2018/8/21 東京新聞

18

2018/8/21 埼玉新聞

6

2018/8/21 埼玉新聞

12

2018/8/21 埼玉新聞

自然のつくる美 写真と標本で 県立川の博物館で夏期企画展（寄居）
14 県立川の博物館は9月2日まで、自然が織りなす造形美をテーマにした夏期企画展 文化・芸術

イベント情報
投稿
イベント情報
地域
スポーツ（中学）
文化・芸術

「ネイチャーアート-形・色・みかた-」を開催 写真パネル64点、標本83点 ※写真

2018/8/22 埼玉新聞

[埼玉ミュージアム] あなたの隣の博物館 県立川の博物館（寄居） 川
連載特集
と生きた暮らし体感 ※写真5
ギャラリー情報 ♦2018寄居青渉会68回絵画展（寄居） イベント情報
6 [埼玉ミュージアム]
9月7日～9日、中央公民館

2018/8/22 埼玉新聞

高校サッカー埼玉大会 1次予選 あす開幕 第97回全国高校サッカー選手
28組に分かれたトーナ
8 権埼玉大会の1次予選が23日、三郷工技高校などで開幕
スポーツ（高校）
メント 各組を勝ち上がったチームが決勝トーナメント α組 寄居城北-松伏 ※

2018/8/22 埼玉新聞

6

トーナメント表

●寄居の関越道で車横転し男児死亡、3人けが 22日午後4時25分ごろ、
2018/8/23 朝日新聞

寄居町用土の関越道下り線で、東京都あきる野市の(男性)（47）運転の乗用車が

25 左側のガードレールに衝突、弾みで追い越し車線上に横転 親子4人同乗 男児

2018/8/23 読売新聞

31

2018/8/23 埼玉新聞

7

2018/8/23 埼玉新聞

9

2018/8/24 埼北よみうり

3

（6）が死亡、男性の(妻)（46）が重傷、男性と男子中学生（12）が軽傷 花園ＩＣ～本
庄児玉ＩＣが通行止め
車横転6歳死亡 3人重軽傷 （同日の朝日新聞と同内容）
県内おでかけ情報 イベント ♦スポーツしよう～ラグビー・東京2020大会を楽
しもう～（寄居） 9月17日、県立川の博物館 「ARUKAS QUEEN KUMAGAYA」の選
手とラグビー体験、寄居町で東京2020オリンピックの事前キャンプをするブータン
について紹介
♢女子サッカー 県高校選手権第2日（22日・本庄高校） ▷予選リーグE組 熊谷
女8-0寄居城北
手作りいかだで荒川下り（寄居町） 手作りいかだで寄居町内の荒川を下る
「2018荒川いかだ下りが19日に行われた ※写真

事件・事故
事件・事故
イベント情報
スポーツ（高校）
地域

第32回読売旗争奪県北少年野球選手権大会 白球追い 4日間の熱戦
2018/8/24 埼北よみうり
2018/8/24 埼北よみうり

2018/8/24 毎日新聞

「第32回読売旗争奪県北少年野球選手権大会」が、11日から14日まで熊谷さくら

4 運動公園野球場ほかで開催され出場32チームが熱戦 ※キングフィッシャーズ出 スポーツ（小学）
場、写真、トーナメント表
作品展 よりい平和美術展 8月24日（金）～26日（日） 寄居町中央 イベント情報
6 [エンタメ]
公民館
[インフォメーション] イベント ●第14回よりい平和と文化のつどい 24～26日
寄居町中央公民館 公募展「よりい平和美術展」で絵画など約140点を展示 「より
22 い平和のひろば」では25日に広島の被爆者、小谷孝子さんの講演「アッチャンと語 イベント情報
るヒロシマ被爆」、26日に「九条の会」事務局長の小森陽一東大教授の講演「子ど
もたちの未来に向けて」など

平成30（2018）年 寄居町新聞記事索引

2019年10月修正

[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43回県スポーツ少年団小学生軟式野
2018/8/24 埼玉新聞

球交流大会の北部ブロック予選会 19日、皆野スポーツ公園広場など ▷1回戦

7 上里東8-7オブスマクラブ（寄居）（五回コールド） 中町ジュニア（寄居）8-8荒川少 スポーツ（小学）

2018/8/24 埼玉新聞

7

2018/8/24 埼玉新聞
2018/8/24 埼玉新聞

7
19

2018/8/25 埼玉新聞

1

2018/8/26 産経新聞
2018/8/26 埼玉新聞

24
5

2018/8/27 埼玉新聞

4

2018/8/28 埼玉新聞

6

2018/8/28 埼玉新聞

7

2018/8/28 埼玉新聞

10

2018/8/29 朝日新聞

21

2018/8/29 毎日新聞

2018/8/29 埼玉新聞

年野球（秩父）（中町ジュニアのタイブレーク勝ち） キングフィッシャーズ（寄居）9-8
長瀞ジャイアンツ（五回コールド） マッキーズ（寄居）8-3本庄エンゼルス（五回コー
ルド） 岡部（深谷）7-6用土コルツ（寄居）（六回コールド）
県スポーツ少年団柔道親善大会 第40回県スポーツ少年団柔道親善大会
兼第31回県民総合体育大会スポーツ少年団の部 19日、県立武道館 「個人」【男
子】▷小学3年 ②高橋未来（男衾柔道クラブ） ▷同6年 ②藤沢孝太（男衾柔道クラ
ブ） ▷中学3年 ③折笠海飛（男衾柔道クラブ） 【女子】 ▷小学2年 ②興津薫朱華
（男衾柔道クラブ） ▷同6年 ②伊藤美桜音（明道館）
[今週のホームラン] 8月19日＝新井結芽（オブスマクラブ）
乗用車が衝突 6歳男児死亡 寄居の関越道 （8/23朝日新聞と同内容）
東京五輪 自治体交流 パラ低調 埼玉なし、施設ネックか 2020年東京
五輪・パラリンピックの「ホストタウン」事業 これまで国に登録された253件のうち、
パラリンピック関連は26都道府県の41件で2割以下 埼玉は1件もない 県内ホスト
タウン8件 ▷寄居町（ブータン） 県内8件のうち、パラリンピックに特化した交流を
打ち出している事業はない
全観測地点で猛暑日 25日の県内 突き刺さるような暑さ 寄居町37.0度
埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 (寄居)吉澤紀子 (寄居)吉澤祥匡
[けやき] 読者の声 防災対策 テーマ投稿 再生可能エネ転換を 大野順一（72
歳・寄居町）
♢女子サッカー 県高校選手権第3日（26日・庄和高校ほか） ▷予選リーグE組
浦和西12-0寄居城北
[第97回全国高校サッカー 埼玉大会] 第2日、26日・川越東高校ほか 【1
次予選】▷α組準決勝 寄居城北4-2松伏
手製いかだで夏満喫 荒川 町内外から60人が参加（寄居） （8/24埼北
よみうりと同内容） ※写真
日本伝統工芸展 県内の22人入選 第65回日本伝統工芸展の入賞・入選者
29日付発表 県内から22人が入選 9月19日から10月1日まで東京・日本橋三越本
店 県内の入選者 【陶芸】原清（寄居町）

スポーツ（小学）
スポーツ（中学）
スポーツ（小学）
事件・事故
行政
気象
投稿
投稿
スポーツ（高校）
スポーツ（高校）
地域
文化・芸術

県北舞台に「大人」描く 「チョコレートボックス」映画第2弾 来月、寄居
で先行上映会 寄居町に拠点を置く島春迦監督らの映画制作会社「チョコレート

21 ボックス」製作の「おくれ咲き」が完成 「花の兄」に続く同社商業映画第2弾 9月16 文化・芸術
日以降、寄居町中央公民館などで先行上映 9月7日に彩の国さいたま芸術劇場で
完成披露試写会 ※写真（映画の一場面）
ギャラリー情報 ♦第26回寄居水彩画会作品展（寄居） イベント情報
5 [埼玉ミュージアム]
9月14～16日、中央公民館

[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] 来月2日準決勝・決勝 皆野×本庄ＬＰ キングＦ×川本南小 北部
ブロック 全労済カップ争奪第43回県スポーツ少年団小学生軟式野球交流大会
2018/8/29 埼玉新聞

6 の北部ブロック予選会 26日、皆野スポーツ公園広場など キングフィッシャーズ

（寄居）などが県大会出場を決める ▷2回戦 江南ファイターズ（熊谷）13-1中町
ジュニア（寄居）（四回コールド） キングフィッシャーズ（寄居）14-0児玉少年野球ク
ラブ（本庄）（三回コールド） 川本南小（深谷）7-3マッキーズ（寄居）（六回コールド）
▷準々決勝 キングフィッシャーズ7-1江南ファイターズ（六回コールド）

スポーツ（小学）

寄居町、ソフト事業で再生 官民、空き店舗活用や創業支援 駅周辺、
開発頼らず 寄居町で官民が中心市街地の再生に取り組む 町商工会が設立
2018/8/30 日本経済新聞

したまちづくり会社が寄居駅前に交流施設「レンタルベースまちタネ！」を開設 全 行政
33 国の町村で初の中心市街地活性化基本計画の認定 開発事業に頼らない活性化
経済・産業
策を模索 4月から5カ年計画で南口駅前広場と都市計画道路を整備 区画整理は

2018/8/30 埼玉新聞
2018/8/30 埼玉新聞

せず、創業支援や空き店舗活用、定住促進などソフト事業で活性化を図る 表-寄
居町の中心市街地活性化計画の主な目標数値 ※写真
埼玉大会] 1次予選最終日、29日・上尾鷹の台 スポーツ（高校）
8 [第97回全国高校サッカー
高ほか 各組代表決定戦 ▷α組 獨協埼玉1-0寄居城北
15 つれづれ 7月23日の暑さ 大野順一（寄居町、72歳）
投稿

2018/8/31 朝日新聞

27

2018/8/31 読売新聞

寄居発の映画第2弾完成 地元制作会社の「おくれ咲き」来月先行上
文化・芸術
映 （8/29毎日新聞と同内容） ※写真（映画の一場面）
27 よみうり文芸 川柳 西潟賢一郎選 【入選】寄居町 田中美枝子
投稿
Ｆｒｉｄａｙさいたま
カルチャー
ギャラリー
♦寄居青渉会68回絵画展 9月7～
27 9日 寄居町中央公民館
イベント情報

2018/8/31 毎日新聞

ギャラリー ●寄居青渉（せいしょう）会68回絵画展 9月 イベント情報
26 [インフォメーション]
7～9日 寄居町中央公民館

2018/8/31 読売新聞

ホンダＣＲ-Ｖ再び ＨＶも投入、ＳＵＶ市場開拓 ホンダは30日、多目的ス
2018/8/31 日本経済新聞
2018/8/31 埼玉新聞

ポーツ車（SUV）「CR-Ｖ」の国内販売を31日から始めると発表 国内で2年ぶりに復

11 活する新型 ハイブリッド車（HV）を設定 高い燃費性能を売りに成長が続くSUV市 経済・産業
場を開拓 ガソリンとの2タイプ用意 いずれも寄居工場で生産 ※写真 （寄居工
場の記述ないが、同日の朝日、読売、産経新聞にも同様記事）
県高校選手権第5日（29日・杉戸農高校ほか） ▷予選リーグE
6 ♢女子サッカー
組 庄和2-1寄居城北 ▷同最終順位 ④寄居城北 勝ち点0

スポーツ（高校）

平成30（2018）年 寄居町新聞記事索引

2019年10月修正

加須が優勝 新座8強 深谷彩北、所沢南は初戦敗退 [リトルシニア]
2018/8/31 埼玉新聞

日本リトルシニア中学硬式野球協会東北連盟
10 〈マツダボールチャンピオンシップ〉
スポーツ（中学）
岩手県支部のマツダボールチャンピオンシップ2018リトルシニア交流大会 岩手・

2018/8/31 埼玉新聞

10

2018/9/2 埼玉新聞

5

2018/9/3 朝日新聞

21

2018/9/3 毎日新聞

24

2018/9/3 東京新聞

18

2018/9/4 埼玉新聞

2

2018/9/4 埼玉新聞

10

2018/9/4 埼玉新聞

10

2018/9/5 朝日新聞

18

2018/9/5 朝日新聞

19

2018/9/5 埼玉新聞

7

2018/9/5 埼玉新聞

13

2018/9/6 朝日新聞

25

2018/9/6 読売新聞

29

2018/9/6 東京新聞

24

2018/9/6 埼玉新聞

花巻市営野球場など ▷2回戦 苫小牧（北海道）9-8深谷彩北
[リトルシニア] 〈秩父カップリトルシニア硬式野球大会〉 第7回秩父カップリトル
シニア硬式野球大会 25、26日、小鹿野町総合運動公園野球場 ▷1回戦 新座東
4-1深谷彩北
埼玉俳壇 内野修選 (寄居)吉澤祥匡 (寄居)石澤無涯
[響ハーモニー] 県合唱コン 7団体が関東へ 第61回県合唱コンクールの
大学職場一般部門と彩の国部門 2日、所沢市民文化センター 【彩の国部門】金
賞＝寄居城北高コーラス部（彩の国特別賞）
設楽悠太選手が母校で陸上教室 寄居・男衾中 （7/6埼玉新聞と同内容）
※写真
高齢女性を親子で救助 寄居署が感謝状を贈る 路上に横たわっていた
高齢者を適切な対応で救助 寄居署が寄居町の看護師鈴木圭一郎さん（44）と長
男の爽良さん（11）の親子に感謝状 8月10日夜、ウォーキング中に高齢女性が道
路上に突然横たわったのを目撃、110番 女性に声をかけながら通行車両を誘導、
パトカー導く ※写真
8月1日現在の県内市町村別推計人口（県統計課調べ） 寄居町 世帯
数13,085 人口総数32,971 男16,358 女16,613
時間貸しのサロンも 寄居駅前に交流施設（寄居） 「レンタルベースまちタ
ネ！」 イベントスペース、時間貸しのサロンスペース、チャレンジショップスペース
などの機能 まちづくり寄居が、県の「NEXT商店街プロジェクト」の一環としてオー
プンさせた （8/30日本経済新聞と一部同内容） ※写真
人命救助貢献 親子に感謝状 寄居署 （9/3東京新聞と同内容） ※写真
[埼玉マリオン] ●アート ♦寄居青渉会 絵画展 7日[金]～9日[日] 寄居町
中央公民館 ※作品画像（村松泰弘「入川渓谷」）
東部・北部地区組み合わせ決定 秋季高校野球 【北部地区】＝32チーム
寄居城北-秩父農工科 ※トーナメント表 （9/6毎日、埼玉新聞に同様記事）
[リトルシニア] 〈北部ブロックリーグ〉 深谷彩北リトルシニアグラウンドなど 栃
木下野12-9深谷彩北（タイブレーク八回）
海なし県・埼玉発！ 未来の海を守ろう 海と埼玉研究所 県内の小学生
が海と海に繋がる河川について学ぶ「海なし県・埼玉発！未来の海を守ろう 海と
埼玉研究所」 8月16、17日の2日間 初日、川の博物館（寄居町）を訪れ荒川の地
形や歴史を学ぶ 同館の近くを流れる宮川で生息する生き物を採取 ※写真
深谷のＪＡ二つ 来春合併へ調印 販売高、県内2位の規模 （同日の読
売新聞と同内容）
ＪＡふかや、榛沢 合併へ 来年4月 販売高県内2位に 「ＪＡふかや」と「Ｊ
Ａ榛沢」の2農協が合併することになり、5日、合併調印式 来年4月に合併予定 名
称は「ふかや農業協同組合（ＪＡふかや）」 寄居町も含むＪＡふかやとＪＡ榛沢は、
今年3月末時点で合わせた年間販売高が約84億2000万円 合併後は県内15農協
中2位 預金残高約1622億円、組合員数1万4184人 「ＪＡ埼玉岡部」「ＪＡ花園」「Ｊ
Ａくまがや」を加えた5農協が合併協議を進めたが不調、協議会が解散 ふかやと
榛沢が改めて協議 調印式では小島深谷市長、花輪寄居町長の立ち合いのもとＪ
Ａふかやの石沢組合長、ＪＡ榛沢の木暮組合長が合併契約書に署名 ※写真
一献傾け感じる「長瀞」 町内に日本酒蔵 販売や酒造りの見学も 長瀞
町の宝登山神社参道沿いに5日、「藤崎摠兵衛商店」の新しい醸造所「長瀞蔵」が
オープン 1728（享保13）年の創業 寄居町に本社を置き日本酒を製造 2015年に
鹿児島の「浜田酒蔵」傘下に入り醸造所を長瀞町に移す ※写真

スポーツ（中学）
投稿
文化・芸術
地域
受賞・表彰
統計
行政
経済・産業
受賞・表彰
イベント情報
スポーツ（高校）
スポーツ（中学）
環境
経済・産業

経済・産業

経済・産業

台風21号 県内路上倒木48件 県「想定以上の強風」 瞬間最大風速
1 所沢で25.3㍍ 熊谷地方気象台 4日の瞬間最大風速 寄居（15.7㍍）以外の 気象
7地点で20㍍以上を観測

2018/9/7 読売新聞
2018/9/7 東京新聞
2018/9/7 埼玉新聞

25 よみうり文芸 川柳 西潟賢一郎選 【入選】寄居町 西村房江
投稿
阪神最多20安打
阪神13-3広島 阪神が今季最多20安打 八回に代打原口が
10 3ランを放つ ※6日、マツダスタジアム
スポーツ（プロ野球）
来年度始動へ ふかや 榛沢 合併契約で調印式 （9/6読 経済・産業
2 新ＪＡふかや
売新聞と同内容） ※写真
[埼玉県Ｕ-10サッカー大会 スクール21カップ] 〈北部〉第3回スクール21

2018/9/7 埼玉新聞

2018/9/7 埼玉新聞

カップ県スポーツ少年団Ｕ-10サッカー大会の北部地区予選 熊谷さくら運動公園
など 「予選トーナメント」【B3組】▷1回戦 寄居FC1-1(PK3-2)深谷西 ▷決勝 寄居
FC2-0熊谷東 【D3組】▷1回戦 男衾SC（寄居）2-1籠原（熊谷） ▷決勝 男衾SC56 0横瀬 「代表決定リーグ」【B組】HFC（深谷）5-1寄居FC 江南南B（熊谷）4-0寄居 スポーツ（小学）
FC 「最終成績」③寄居FC（勝ち点0） 【D組】児玉ディパーチャFC（本庄）3-0男衾
SC 男衾SC4-0美里FC 「最終成績」②男衾SC（勝ち点3） ※写真（HFC-寄居
FC）
世界柔道 女子代表合宿 変則技を試行 70㌔級の新井 柔道の世界選
手権（20～27日・バクー）女子日本代表が6日、味の素ナショナルトレーニングセン
7 ターでの強化合宿を報道陣に公開 70㌔級で昨年女王の新井千鶴（寄居町出身、 スポーツ（柔道）
児玉高出、三井住友海上）は変則的な技を試行 「やるべきことをしっかりやれば
結果はついてくる」と自らに言い聞かせた

平成30（2018）年 寄居町新聞記事索引
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全国高校ラグビー埼玉大会あす開幕 Ｖ争い昌平、深谷が軸 ラグビー
2018/9/7 埼玉新聞

11日開幕 連覇を狙う第1シード昌平と昨年の雪辱
8 の第98回全国高校埼玉大会
スポーツ（高校）
に燃える第2シード深谷の実力が接近 昌平はナンバー8坂本に突破力 ※坂本奨
（昌平高3年、寄居中出身）、写真、トーナメント表

2018/9/7 埼玉新聞
2018/9/7 スポーツニッポン
2018/9/9 埼玉新聞
2018/9/9 埼玉新聞
2018/9/11 埼玉新聞
2018/9/11 埼玉新聞
2018/9/11 埼玉新聞
2018/9/12 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ
2018/9/12 読売新聞
2018/9/12 埼玉新聞
2018/9/12 埼玉新聞

2018/9/12 埼玉新聞

藤崎摠兵衛商店 長瀞蔵が開店 地域に愛される蔵に 地酒販売、所蔵
経済・産業
見学も（長瀞） （9/6東京新聞と同内容） ※写真
9 柔道女子代表合宿 新井 連覇へ気合 （同日の埼玉新聞と同内容）
スポーツ（柔道）
[秋季高校野球地区大会]
●北部
寄居城北3-3秩父農工科（降雨引き分け
5 再試合） （ほか朝日、読売、毎日新聞の各紙に試合結果記事）
スポーツ（高校）

15

7 埼玉俳壇 内野修選 (寄居)吉澤紀子 (寄居)吉澤祥匡
投稿
6 郷土力士星取表 【幕下～序ノ口】 湊竜（寄居）や1-0 ※秋場所2日目
スポーツ（大相撲）
[秋季高校野球地区大会]
●北部
秩父農工科12-7寄居城北 （ほか朝日、
7 読売、毎日新聞の各紙に試合結果記事）
スポーツ（高校）
12

県北の職業紹介所舞台 映画「おくれ咲き」完成 地元の会社製作 16
日から上映会（寄居） （8/29毎日新聞と同内容） ※写真（映画の一場面）
ピティナ・ピアノコンペティション 東日本埼玉2地区本選 第42回ピティ

3 ナ・ピアノコンペティション東日本埼玉2地区本選 8月8日、9日 彩の国さいたま芸 文化・芸術
術劇場 【B級（小学4年以下）】▷優秀賞 矢﨑俊（寄居町）
サッカー 県高校女子選手権大会予選リーグ（8月20～29日、 スポーツ（高校）
24 [記録ファイル]
東松山岩鼻グラウンドほか） ♢E ④寄居城北 （8/31埼玉新聞と同内容）
6 郷土力士星取表 【幕下～序ノ口】 湊竜（寄居）や1-0 ※秋場所3日目
スポーツ（大相撲）
♢サッカー
県シニア40リーグ3部第10節（9日・利根川総合運動公園葛和田サッ
6 カー場） 寄居2-0行田
スポーツ（サッカー）

[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] 皆野少年野球制す 北部ブロック 8日、皆野スポーツ公園広場 ▷準決

7 勝 キングフィッシャーズ（寄居）11-7川本南小（深谷）（五回コールド） ▷決勝 皆

野少年野球10-4キングフィッシャーズ（六回コールド） 【個人賞】▽優秀選手賞 加
藤雅大（キングフィッシャーズ） ※写真2
第40回埼玉県アマチュアゴルフ選手権大会2018 表-決勝第1ラウンド組
み合わせ イン【80名】 新井幸一 寄居 一覧-昨年の上位選手の成績 +11 ⑭(タ
イ) 代紀幸（寄居） 80(第1日) 75(最終日) 155(計) 一覧-予選からの進出者
7/24(火)森林公園GC 31人 新井幸一（寄居） ※写真
[まちひとであい] 映画 ♦映画上映会（寄居） 17日、町立図書館 第10回図書
館まつり 1984年のセミドキュメンタリー映画「声なき群唱」
川柳 石川蝶平選 寄居・橋本秀樹
♢陸上 県高校新人地区大会（12日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場） 1位記
録 【女子】▷1500㍍ 福田舞菜（東農大三）4分37秒75 ※福田舞菜（東農大三高2
年、城南中出身）
郷土力士星取表 【幕下～序ノ口】 湊竜（寄居）●1-1 ※秋場所4日目
水辺のレジャーにＴＲＹ！ カヌー 寄居町の玉淀湖 「カヌーリゾートたまよ
ど」 ※写真
[スポットライト] 柔道指導30余年 優秀指導者表彰も 男衾柔道クラブ代
表 笠原則夫さん（57・寄居町） ※写真
スポーツ吹矢 愛好家867人集結（熊谷市） 第29回スポーツ吹矢埼玉県大
会および第12回スポーツ吹矢関東オープン大会ｉｎさいたま 8月26日、くまがや
ドーム体育館 各部門優勝者 【女子8ｍ】鈴木政枝（エキナセア寄居） ※写真
[エンタメ] 上映会 声なき群唱 9月17日（月・祝） 寄居町立図書館

2018/9/12 埼玉新聞

8･9

2018/9/12 埼玉新聞

13

2018/9/13 毎日新聞

24

2018/9/13 埼玉新聞

8

2018/9/13 埼玉新聞

9

2018/9/14 埼北よみうり

1

2018/9/14 埼北よみうり

2

2018/9/14 埼北よみうり

3

2018/9/14 埼北よみうり

6

2018/9/14 埼北よみうり

県北西部ロケの映画「おくれ咲き」（寄居町）
7 9/16（日）から順次公開
（8/29毎日新聞と同内容） ※写真（映画の一場面）

2018/9/14 毎日新聞
2018/9/14 埼玉新聞

文化・芸術

イベント ●スポーツしよう～ラグビー・東京2020大会を
24 [インフォメーション]
楽しもう～ 17日、県立川の博物館

スポーツ（小学）

スポーツ（ｱﾏｺﾞﾙﾌ）
イベント情報
投稿
スポーツ（高校）
スポーツ（大相撲）
観光
連載コラム
スポーツ（その他）
イベント情報
文化・芸術
イベント情報

[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
6 季大会兼ミズノ旗争奪戦 9日、富士見リトルシニアグラウンドなど ▷1回戦 深谷 スポーツ（中学）
彩北10-0さいたま市中央（四回コールド）

2018/9/14 埼玉新聞
2018/9/14 埼玉新聞

8 郷土力士星取表 【幕下～序ノ口】 湊竜（寄居）○2-1 ※秋場所5日目
スポーツ（大相撲）
墨鮮やかに715点 16日まで埼玉書道展 「第62回埼玉書道展」が13日、県
9 立近代美術館で始まる 県内書家の作品や公募作計715点を展示 公募作品から 文化・芸術

2018/9/15 読売新聞

32

2018/9/15 産経新聞

20

2018/9/15 埼玉新聞

9

2018/9/15 埼玉新聞

9

2018/9/16 埼玉新聞
2018/9/16 埼玉新聞

5
8

選出された特選受賞者 【漢字】▷産経新聞さいたま総局賞＝神谷静峰
Ｓａｔｕｒｄａｙさいたま レジャー イベント ♦スポーツしよう～ラグビー・東京
2020大会を楽しもう～ 17日、県立川の博物館
力作715点に見とれる 県立近代美術館で「埼玉書道展」 産経新聞社さ
いたま総局賞には、漢字部門で特選となった寄居町の神谷静峰さんの「客中」が選
ばれた （ほか9/14埼玉新聞と同内容） ※写真
郷土力士星取表 【幕下～序ノ口】 湊竜（寄居）や2-1 ※秋場所6日目
♢陸上 県高校新人地区大会（14日・上尾運動公園陸上競技場） 1位記録 「南
部」【女子】▷400㍍ 吉田詩央（埼玉栄）57秒22 ※吉田詩央（埼玉栄高2年、城南
中出身）
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 【幕下～序ノ口】 湊竜（寄居）や2-1 ※秋場所7日目

イベント情報
文化・芸術
スポーツ（大相撲）
スポーツ（高校）
投稿
スポーツ（大相撲）
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♢陸上 県高校新人地区大会 15日 1位記録 「南部」【女子】▷800㍍ 吉田詩央
9 （埼玉栄）2分19秒65 ▷1600㍍リレー 埼玉栄（吉沢、吉田、植竹、塩味）3分52秒90 スポーツ（高校）
※吉田詩央（埼玉栄高2年、城南中出身）

2018/9/17 埼玉新聞
2018/9/18 日本経済新聞

6 郷土力士星取表 【幕下～序ノ口】 湊竜（寄居）○3-1 ※秋場所8日目
スポーツ（大相撲）
世界柔道20日から 女子は日本勢が2人出場する階級に注目 70㌔級の大野
31 は新井に直近2連勝し初代表 2枠目に滑り込み連覇を狙う新井と第一人者の座を スポーツ（柔道）
かけた激烈な争い 表-柔道日本代表

2018/9/18 埼玉新聞
2018/9/18 埼玉新聞
2018/9/19 読売新聞
2018/9/19 東京新聞

4 郷土力士星取表 【幕下～序ノ口】 湊竜（寄居） ○4-1 ※秋場所9日目
8 埼玉歌壇 沖ななも選 (寄居)田中広美
23 ■柔道世界選手権の日程 24日 女子70㌔級 新井千鶴
中日写真協会賞に武内さん 埼玉支部18年前期撮影会 中日写真協会
20 埼玉支部の2018年前期撮影会の審査結果 中日写真協会賞に武内道直さん（寄

2018/9/19 埼玉新聞

4･5

2018/9/19 埼玉新聞

8

2018/9/19 埼玉新聞
2018/9/20 毎日新聞
2018/9/20 埼玉新聞

9
22
6

2018/9/20 埼玉新聞

6

2018/9/20 埼玉新聞

15

2018/9/20 スポーツニッポン

9

2018/9/21 埼玉新聞

2

2018/9/21 埼玉新聞

7

2018/9/21 埼玉新聞

8

2018/9/22 埼玉新聞

6

2018/9/22 スポーツニッポン

2

2018/9/22 スポーツニッポン

2

2018/9/23 読売新聞

23

2018/9/23 埼玉新聞

5

2018/9/23 埼玉新聞

8

2018/9/24 埼玉新聞

6

2018/9/24 スポーツニッポン

2018/9/25 朝日新聞
2018/9/25 読売新聞
2018/9/25 毎日新聞

居町）の「取り入れの日」 埼玉の「農業」「農村風景」をテーマに作品募集 147点
を審査 10月10～14日、小川町立図書館で作品展示会 ※作品写真
2018年地価調査 県内基準地価 （同日の朝日、読売、毎日、日経(第2部)、
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〉 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 16、17日、浦和リトルシニアグラウンドなど ▷2回戦 所
沢南9-7深谷彩北
郷土力士星取表 【幕下～序ノ口】 湊竜（寄居）や4-1 ※秋場所10日目
短歌 ■水野昌雄選 寄居・福田秋子
郷土力士星取表 【幕下～序ノ口】 ☆湊竜（寄居）○5-1 ※秋場所11日目
新井2連覇へ意欲 世界柔道、大野ら初陣 柔道女子70㌔級で寄居町出身
の新井千鶴（児玉高出、三井住友海上）が18日、世界選手権への出発前に羽田空
港で取材に応じ、2連覇への意欲語る
つれづれ ふすまの漢詩 高橋正樹（寄居町、51歳）
連覇へ死角なし 新井 女子70㌔級 柔道世界選手権 今日開幕！ 柔道
の世界選手権（アゼルバイジャン・バクー）は20日に開幕 女子70㌔級の新井千鶴
（24＝三井住友海上）は日本女子6人目の2連覇を狙う 悔し第2代表 この1年間で
2度の反則負けも負けパターン見直しパワーアップ 表-日本代表メンバー、2017ブ
タペスト大会獲得メダル総数、大会スケジュール、写真
児玉郡市を同一選挙区に 本庄市議会で意見書可決 本庄市議会は9月
定例会最終日の20日、「県議会議員選挙区について児玉郡及び本庄市が同一選
挙区となるよう求める意見書」を全会一致で可決 県議選の区割りは北4区が深谷
市、美里町、寄居町で、北3区が本庄市、神川町、上里町
郷土力士星取表 【幕下～序ノ口】 ☆湊竜（寄居）や5-1 ※秋場所12日目
ラグビーＷ杯と東京五輪を応援 川の博物館で初イベント（寄居） 県立
川の博物館で17日、親子でラグビー体験などを楽しむスポーツイベント 寄居町が
東京五輪事前キャンプ地のブータンも紹介 ブータンブースは日本ブータン友好協
会も協力 ラグビー体験は「ARUKAS QUEEN KUMAGAYA」の選手5人とパスやア
タックを体験 ※写真
郷土力士星取表 【幕下～序ノ口】 ☆湊竜（寄居）や5-1 ※秋場所13日目
♢出場選手抹消 （21日） 【阪神】原口文仁捕手（左手第5中手骨骨折） （ほか
同日の埼玉新聞の各紙に同様記事）
[球界情報] 21日 ♦骨折 阪神・原口文仁捕手（26）が「左手第5中手骨骨折」で
出場選手登録を外れる 14日のヤクルト戦で負傷 （ほか同日の読売新聞に同様
記事）
民泊 届け出着々87件 法施行3か月 家主住居型75％ 住宅宿泊事業法
（民泊法）の施行から3か月が経過 県内では14日時点で87件の届け出受理 寄居
町3件
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 【幕下～序ノ口】 ☆湊竜（寄居）●5-2 ※秋場所14日目、本
紙は「や5-2」とあるも読売新聞で補正
郷土力士星取表 【幕下～序ノ口】 ☆湊竜（寄居）や5-2 ※秋場所千秋楽

尺上ズバッズバッ 実りの秋 重量感たっぷり‼ 連日良型連発 [ヘラブ
ナ大作戦] 埼玉・寄居町 円良田湖 「準山上湖」とも称される埼玉県寄居町

25 の円良田湖 秋ベラ釣りに突入して30～40㌢超級の良型が連日50～80匹超 今

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

県議会
スポーツ（大相撲）
地域
スポーツ（大相撲）
スポーツ（プロ野球）
スポーツ（プロ野球）
社会
投稿
スポーツ（大相撲）
スポーツ（大相撲）
スポーツ（その他）

後、新ベラの放流も予定されさらに強烈な引きと数釣りが楽しめそう ※写真2、釣
り場略図
柔道 世界選手権 24日 新井連覇 もう迷わない 女子70㌔級 アゼル
14 バイジャン・バクーで第5日の男女2階級があり、女子70㌔級で新井千鶴（三井住友 スポーツ（柔道）
海上）が2連覇を達成 ※写真
世界柔道女子70㌔級 攻めの姿勢戻る （同日の朝日新聞と同 スポーツ（柔道）
20 新井連覇
内容） ※写真
新井が決勝進出 女子70㌔級 柔道 世界選手権 柔道の世界選手権第5
日 女子70㌔級で2連覇を目指す新井千鶴（三井住友海上）は決勝進出を決め銀
17 メダル以上が確定 【女子】▷70㌔級2回戦 新井（三井住友海上） 合わせ技3分28 スポーツ（柔道）
秒 ハウエル（英国） ▷3回戦 新井 優勢4分13秒（延長） スコチマロ（ドイツ） ▷
準々決勝 新井 優勢 アルベアル（コロンビア）
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新井 Ｖ2へ準決勝進出 世界柔道 問われる真価 世界でも注目 女子
2018/9/25 埼玉新聞

6 70㌔級で2連覇を目指す新井千鶴（三井住友海上）＝寄居町出身、児玉高出＝は
スポーツ（柔道）
準決勝でリオ五輪銀メダルで世界女王3度のジュリ・アルベアル（コロンビア）に優

2018/9/25 埼玉新聞

10 埼玉詩欄 中原道夫選 ダンゴムシ 大野順一（寄居町）
投稿
新井連覇 日本人大会史上2人目 女子70㌔級 「自分信じて前に出た」
涙の金‼ 軽量級選手参考に未開拓の担ぎ技習得 貪欲姿勢が結実 4
8 大会連続Ｖ“不振”乗り越え 組み手不十分でも技を掛ける練習 未開拓だっ スポーツ（柔道）

勢勝ちし準決勝へ進む ※写真

2018/9/25 スポーツニッポン
読売新聞
（夕刊）
日本経済新聞
2018/9/25
（夕刊）
2018/9/26 朝日新聞
2018/9/25

3
12
27

2018/9/26 毎日新聞

14

2018/9/26 日本経済新聞

33

た担ぎ技は軽量級選手を参考にし貪欲に習得を目指した （ほか同日の朝日新聞
と同内容） ※写真、新井千鶴選手プロフィール
新井Ｖ2 進化の証し 強気に攻め難敵を撃破 （同日の朝日新聞と同内容）
※写真
[世界柔道]新井連覇 安堵の涙 包囲網 猛稽古で破る （同日の朝日新
聞と同内容） ※写真
長瀞に初の日本酒醸造所 （9/6東京新聞と同内容）
新井連覇 女子70㌔級 柔道 世界選手権 徹底マーク乗り越え ○…5
日の記録…○ 【女子】▷70㌔級準決勝 新井 大内刈り3分4秒 ペレス（プエルトリ
コ） ▷決勝 新井 合わせ技1分29秒 ガイー（フランス） （ほか9/25朝日新聞と同内
容） ※写真

スポーツ（柔道）
スポーツ（柔道）
経済・産業
スポーツ（柔道）

2018/9/26 産経新聞

[世界柔道]新井連覇 安堵の涙 女子70㌔級 包囲網突破、猛稽古実
スポーツ（柔道）
る （9/25朝日新聞と同内容） ※写真
新井連覇・大野銅 ■女子70㌔級 東京へ着実進化 （9/25朝 スポーツ（柔道）
20 世界柔道
日新聞と同内容） ※写真

2018/9/26 東京新聞

新井が連覇 柔道 世界選手権 技でなく「強い気持ち」
21 女子70㌔級
（9/25朝日新聞と同内容） ※写真、新井千鶴選手プロフィール

2018/9/26 埼玉新聞

スポーツ（柔道）

世界柔道 新井（児玉高出）2連覇 女子70㌔級 東京五輪エース候補
1 ほっとして涙が出た （9/25朝日新聞と同内容） ※写真、新井千鶴選手コメン スポーツ（柔道）
ト

2018/9/26 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
6 季大会兼ミズノ旗争奪戦 22～24日、行田市営球場など 「敗者復活トーナメント」 スポーツ（中学）
【C組】▷3回戦 越谷6-5深谷彩北（タイブレーク八回）

2018/9/26 埼玉新聞

2018/9/26 埼玉新聞

2018/9/26

The Japan
Times

2018/9/28 朝日新聞
2018/9/28 埼北よみうり
2018/9/28 毎日新聞
2018/9/28 埼玉新聞

2018/9/28 埼玉新聞

2018/9/29 朝日新聞

女子70㌔級 新井（児玉高出）がＶ2 上野雅以来、15年ぶり 世界柔道
7 正統派の真価証明 70㌔級の日本勢では、（新井）自身を見出した所属先の先 スポーツ（柔道）

輩、上野雅恵が2003年に達成して以来の2連覇 女王の意地見せた 増地克之・
女子日本代表監督の話 （ほか9/25朝日新聞と同内容） ※写真
東京の「金」狙って 祖父母、後輩ら歓喜 新井選手世界柔道Ｖ2 寄居
町在住の祖父新井八郎さん（81）は「良くやった」と目を細めた 八郎さんは菩提寺
優勝が決まった瞬間、妻イエさん（83）とハイタッチ 新井選手の両親
17 などで祈願
地域
は現地で見守った 県立児玉高校柔道部の女子部員はテレビで応援 男衾中卒
の2年小枝歩さん、1年長谷川実咲さん 男衾中の柔道部員 3年の石渡将記さん
と新井田由梨奈さんは「男衾中の誇り」と声を弾ませた ※写真3
Arai retains 70-kg world title BAKU
Chizuru Arai defended her title at the World Judo Championships on Monday,
becoming the first Japanese woman in 15 years to win back-to-back titles in the
10 70-kg division.
スポーツ（柔道）
Arai defeated Tbilisi Grand Prix winner Marie Eve Gahie of France in 90 seconds
in the final at National Gymnastics Arena, finishing off with a tate-shiho-gatame
hold-down to give Japan its fifth gold medal of the eight-day competition. ※写真

[県政ウォッチ] 3会派「1人区減らせ」 自民など「変更は不要」 来春県
27 議選 定数・区割り検討する協議会 県議会が27日、県議の定数や選挙区 県議会

割りの見直しを検討する協議会 表-■県内選挙区の定数と区割り 3人区 「深谷
市・美里町・寄居町」
1 埼北こだわりご当地ドリンク 寄居蜜柑（寄居町） ※写真
特集
今年の熊谷、猛暑日37日 7月13～24日は県内の8観測地点中7地点で12日
熊谷以外の1観測地点の猛暑日の日数（27日現在）も、
23 間連続の猛暑日を記録
気象
鳩山町36日▽久喜市30日▽寄居町29日▽秩父市28日▽越谷市26日▽さいたま
市23日▽所沢市18日を数えた
[県高校新人大会] 陸上 第1日、27日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
8 【女子】▷400㍍ ②吉田（埼玉栄）57秒97 ※吉田詩央（埼玉栄高2年、城南中出
スポーツ（高校）
身）

悲惨な事故最後へ 西郷さん呼び掛け 交通安全へ啓発人形設置（寄
居） 安全運転を 「これで悲惨な交通事故は最後（西郷）にしよう」と、寄居地方交

14 通安全ＰＳ（プロデュースサービス）委員会が交通安全を呼び掛ける76体目の交通 地域
安全啓発ドールを製作 寄居町桜沢の国道140号と同254号の交差点に設置 ※
写真
[全日本大学駅伝 50TH MEMORIAL] その1秒をけずりだせ 東洋大 近
19 年の3大駅伝成績 歴代のエース 設楽啓太（兄） 設楽悠太（弟） 双子の兄の啓 スポーツ（陸上）
太は主将 悠太は今年の東京マラソンで日本記録更新 ※写真
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世界柔道 女子躍進 男子は課題 鍛えた寝技で成果 個人戦の全員がメ
2018/9/29 読売新聞
2018/9/29 産経新聞
2018/9/29 埼玉新聞

2018/9/29 埼玉新聞

2018/9/29 埼玉新聞

増地監督が重視した寝技が成果 1月の国際大会から「合わ
20 ダルを獲得した女子
スポーツ（柔道）
せ技一本」が復活 それでも女子70㌔級で2連覇の新井千鶴（三井住友海上）は
「取り組んでいることを完成させたい」と気を引き締めた
個人戦金メダル 7人会見 柔道世界選手権の個人戦を制した日本代表7人が
18 28日、バクー市内で記者会見 女子70㌔級で2連覇の新井千鶴（三井住友海上）は スポーツ（柔道）
「まだ成長できる」と決意を新たに ※写真
日本が2連覇 混合団体 群抜く選手層で圧倒 柔道の世界選手権最終日
男女混合団体で、日本は決勝でフランスに4-1で快勝し2連覇 ※写
6 27日、バクー
スポーツ（柔道）
真、新井千鶴選手は決勝戦に出場せず （ほか同日の日経、東京新聞に同様記
事）
阿部兄弟が1位 新井は2位浮上 柔道世界ランク 国際柔道連盟（IJF）が
女子70㌔級の新井千鶴（三井住友海
6 28日までに最新の世界ランキングを発表
スポーツ（柔道）
上）＝寄居町出身、児玉高出＝は2位に浮上 （ほか同日の毎日、産経、東京新聞
の各紙に同様記事）

県北に元気 音楽のパンチ 来月7日熊谷でフェス 7市町のラップも披
露 県ゆかりのアーティスト50組以上が出演する音楽の祭典「ウエイク･アップ･フェ

12 ス」 10月7日、彩の国くまがやドーム 県北部7市町の魅力を歌詞に盛り込んだオ 地域

2018/9/30 読売新聞

22

2018/9/30 東京新聞

11

2018/9/30 埼玉新聞

5

2018/9/30 埼玉新聞

8

2018/9/30 埼玉新聞

8

2018/10/1 埼玉新聞

8

2018/10/1 スポーツニッポン

8

朝日新聞
（夕刊）
2018/10/2 朝日新聞
2018/10/1

2018/10/2 読売新聞

5
21

リジナルの「7市町ラップ」も披露 県北部地域地方創生推進協議会の依頼で制作
※写真
■陸上 ♦設楽がレース復帰 男子マラソン日本記録保持者の設楽悠太（ホン
ダ）が29日、東京都内で開かれた記録会で5月以来のレースに出場
日本代表充実の帰国 柔道 世界選手権 女子躍進 全員表彰台 表-柔
道世界選手権の日本選手成績 （同日の埼玉新聞と一部同内容）
埼玉俳壇 内野修選 (寄居)石澤無涯 (寄居)吉澤祥匡
世界一の新井ら帰国 世界柔道 活躍の日本勢 柔道世界選手権の日本
代表が29日、成田空港に帰国 個人戦メダリストらが記者会見 女子70㌔級で2連
覇の新井千鶴（三井住友海上）＝寄居町出身、児玉高出＝は充実感をにじませる
[県高校新人大会] 陸上 最終日、29日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
【女子】▷800㍍ ①吉田詩央（埼玉栄）2分15秒03 ▷1600㍍リレー ①埼玉栄（塩
味、吉田、大野、鈴木）3分48秒52＝大会新 ※吉田詩央（埼玉栄高2年、城南中出
身）
県内週間日誌 25日 児玉高出の新井が2連覇 世界柔道女子70㌔級 柔道の
世界選手権女子70㌔級で新井千鶴（24）＝寄居町出身、児玉高出、三井住友海上
＝が2連覇を達成 ※写真
来年3月東京マラソン2年連続日本新へ 設楽1億円の走り再び‼ 男子
マラソンの日本記録保持者、設楽悠太（26＝ホンダ）が30日、都内で子供を対象に
した「かけっこ教室」でコーチ役 11月の上尾ハーフを経て来年3月の東京マラソン
で2年連続の日本記録を目指す 再び1億円を狙う ※写真
設楽 戻ってきた 久々の実戦「上出来」 （9/30読売新聞、10/1スポーツニッ
ポンと同内容） ※写真
台風24号 けが16人 （同日の読売新聞と同内容）

スポーツ（陸上）
スポーツ（柔道）
投稿
スポーツ（柔道）

スポーツ（高校）

その他
スポーツ（陸上）
スポーツ（陸上）
気象

台風24号 3万1600戸停電 16人けが 瞬間風速 5観測点で最大 線路
脇の支柱傾く 秩父鉄道 台風24号は1日未明、県に最接近 県内8観測点の5

25 か所で観測史上最大の瞬間風速を更新 秩父鉄道は、寄居町桜沢で線路脇の架 気象

2018/10/2 埼玉新聞

1

2018/10/2 埼玉新聞

6

2018/10/2 埼玉新聞

11

2018/10/3 産経新聞

20

線を支える鉄製の支柱に、飛ばされてきた材木置き場の屋根が当たり傾く 熊谷
―三峰口間で一時運転を見合わせ ※写真
台風24号 強風、重軽傷16人 県内5地点 観測史上最大 総雨量は降り
始めの9月29日午前7時から1日午前6時までで寄居が136.5㍉ 台風の通過に伴い
1日は気温が上昇 寄居が33.0度
[2018福井しあわせ元気国体] バスケットボール 第3日、1日 福井県営
体育館ほか ▷少年男子1回戦 大阪（選抜）74-69埼玉（選抜） ※松本大輝（正智
深谷高3年、寄居中出身）出場
タカの渡り 黄金の情景 展望台に愛鳥家ら 寄居 タカなどの猛きん類の
渡りを見ようと、寄居町秋山の中間平緑地公園の展望デッキが双眼鏡やカメラを
持った愛鳥家らでにぎわう サシバなど10数種類を10月上旬まで見ることができる
※写真
熱中症搬送 過去最多6128人 全国4位 4割が「住居」で発症 総務省消
防庁が2日発表した今年4月30日～9月30日の熱中症による救急搬送者数 県内
は全国で4番目に多い6128人 県によると、人口1万人あたりの搬送者数では深谷
市消防本部が13.83人と最多

気象
スポーツ（高校）
地域

社会

2018/10/3 埼玉新聞

組み合わせ決定 21日熱戦開幕 [全労済カップ争奪 埼玉県スポーツ
5 少年団 小学生軟式野球交流大会] 全労済カップ争奪第43回県スポーツ少 スポーツ（小学）

2018/10/3 埼玉新聞

スポーツ（小学）

2018/10/3 埼玉新聞

年団小学生軟式野球交流大会の代表者会議と抽選会が9月30日行われた キン
グフィッシャーズ（寄居）-加治タイガース（飯能） ※写真、トーナメント表
第41回県スポーツ少年団中央大会女子（8月25、26日・北本ス
5 ♢ソフトボール
ポーツセンター） ▷1回戦 唐子マーメイド（東松山）4-3寄居ジュニア

柔道女子日本代表が躍進 初の女性理事を登用 他競技団体のモデ
6 ルに 柔道の世界選手権 日本女子は70㌔級で新井千鶴（三井住友海上）＝寄 スポーツ（柔道）
居町出身、児玉高出＝が2連覇を果たすなど7階級のうち5階級を制す 再生を遂
げ躍進した姿は他の競技団体のモデルケースとなりそう ※写真
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三井住友海上女子柔道部30周年式典 五輪、世界選手権で幾多のメダリ
7 ストを輩出した三井住友海上女子柔道部の創部30周年式典が2日、東京都内で行 スポーツ（柔道）

2018/10/4 朝日新聞

31

2018/10/4 読売新聞
2018/10/4 毎日新聞

35
18

2018/10/4 毎日新聞

25

2018/10/4 産経新聞

21

2018/10/4 東京新聞

29

われ、9月の世界選手権70㌔級で2連覇を果たした新井千鶴ら所属選手が出席
埼玉の民家 3人の白骨遺体 元住人、1人遺棄容疑で逮捕 （同日の埼
玉新聞と同内容）
埼玉の民家遺体 遺棄容疑再逮捕 （同日の埼玉新聞と同内容）
短歌 水野昌雄選 寄居・橋本秀樹 俳句 星野光二選 寄居・町田節子
死体遺棄容疑で元住人を再逮捕 深谷3遺体 （同日の埼玉新聞と同内
容）
男性の遺体遺棄の疑い 深谷3遺体 公判中の男再逮捕 （同日の埼玉
新聞と同内容）
死体遺棄容疑で元住人の男逮捕 深谷の白骨遺体 （同日の産経新聞と
同内容）

事件・事故
事件・事故
投稿
事件・事故
事件・事故
事件・事故

深谷白骨遺体 住人の男を再逮捕 男性1人の遺棄容疑で 知人へ暴
力 給料搾取も 深谷市の住宅敷地で、ブルーシートに包まれた3人の白骨遺体
2018/10/4 埼玉新聞

2018/10/5 東京新聞

2018/10/5 埼玉新聞

2018/10/5 埼玉新聞

2018/10/5 埼玉新聞

15 が見つかった事件 3日、うち1人の遺体遺棄容疑で住所不定、無職、(男性)容疑

者（51）＝窃盗罪などで公判中＝を再逮捕 2016年3月上旬ごろ、住所不定、無職
(男性)＝当時（66）＝の遺体を、群馬県伊勢崎市のアパートから寄居町富田の借
家に運び遺棄した疑い
搬送患者救護技術 迅速さなどを競う 深谷で審査会 深谷市消防本部で
22 2、3日、救急搬送患者の救護技術や迅速さなどを競う救急活動審査会 深谷、花 行政
園消防署と深谷市と寄居町の6分署の隊員が参加 ※写真

北関東支部4チーム 熊谷の8強が最高位 上毛新聞社杯中学生硬式
5 野球大会 第22回上毛新聞社杯中学生硬式野球大会 群馬・藤岡市民球場な

河畔砂丘保全して 県文化財保護審議会委員 本間さん 羽生で講演
9 古利根川沿いに点在 羽生市立郷土資料館主催のふるさと講座 寄居町（在 文化・芸術

2018/10/5 埼玉新聞

10

2018/10/6 朝日新聞

16

2018/10/6 読売新聞

29

2018/10/6 読売新聞

32

2018/10/6 埼玉新聞

4

2018/10/6 埼玉新聞

6

2018/10/6 埼玉新聞

11

2018/10/6 スポーツニッポン
2018/10/6 スポーツニッポン
2018/10/7 読売新聞

スポーツ（中学）

ど ▷1回戦 深谷彩北リトルシニア10-0太田ボーイズ（五回コールド） ▷2回戦 高
崎ボーイズ6-5深谷彩北リトルシニア
♢柔道 秋季北部支部高校大会（9月28、29日・熊谷市民体育館） 個人優勝者
【男子】▷73㌔級 新福大空（熊谷商） ▷81㌔級 天川智博（本庄東） ▷90㌔級 小
6 林隼（本庄東） 【女子】▷63㌔級 大谷彩実（児玉） ※新福大空（熊谷商高2年、寄 スポーツ（高校）
居中出身）、天川智博・小林隼（本庄東高1年、男衾中出身）、大谷彩実（児玉高2
年、寄居中出身）

2
2

住）の県文化財保護審議会委員、本間岳史さん（69）が「河畔砂丘を探る！桑崎砂
丘と中川低地の河畔砂丘群」と題して講演 ※写真
育てたスズムシを今期も子供たちに 元教諭、新井ぎんさん（寄居） 寄
居町用土の元小学校教諭新井ぎんさん（92）の育てたスズムシが、今シーズンも地
元の保育所や小学校などに届けられる ※写真
原口代打23安打 中日6-1阪神 ●原口（神） 八回に代打で中前安打 今季23
本目の代打安打で、2008年の桧山進次郎の球団最多に並ぶ ※原口文仁選手コ
メント
登録・抹消 （同日のスポーツニッポンと同内容）
Ｓａｔｕｒｄａｙさいたま レジャー イベント ♦文化の森まつり 8日、県立川の博
物館 県西部、北部の文化施設の関係者が参加して、和紙の折り染め教室などを
開催
16年製造品出荷額 前年比微減12.6兆円 県統計課が5日までに発表した
県工業統計調査結果確報 16年の県内製品出荷額等は前年比775億円（0.6％）減
の12兆6828億円 県内自治体別では狭山市が前年比28.1％増の1兆635億円で
トップ 町村別では寄居町が同70％増の3764億円 ホンダの寄居工場があり町村
ではトップ ホンダは21年度をめどに狭山工場を閉鎖し寄居工場に集約する方針
21年以降、狭山と寄居の出荷額変動が予想される
[2018福井しあわせ元気国体] ボクシング 第7日、5日 福井県産業会館
▷少年男子ピン級1回戦 杉本愛弥（北海道・旭川工高） 判定 篠田覇時（花咲徳栄
高） ※篠田覇時（花咲徳栄高1年、男衾中出身）
[ニュースクリップ] ♦事務所荒らしの容疑で男再逮捕（寄居署） 寄居署
は4日、住居侵入と窃盗容疑で寄居町西ノ入、無職(男性)容疑者（41）を再逮捕 8
月中旬から9月上旬にかけて寄居町寄居の会社事務所に侵入、現金約20万円を
盗んだ疑い 町内の別の店舗に侵入した容疑で9月13日に現行犯逮捕
原口が球団記録 代打23安打も… （同日の朝日新聞と同内容）
♢出場選手登録公示 （5日）【阪神】原口文仁捕手（左手第5中手骨骨折完治）

地域
スポーツ（プロ野球）
スポーツ（プロ野球）
イベント情報

経済・産業

事件・事故
スポーツ（プロ野球）
スポーツ（プロ野球）

春日部共栄、東農大三 決勝へ 秋の高校野球 関東大会出場決定 井
東農大三 東農大三は、先発井口が7回を2安打に抑える好 スポーツ（高校）
23 口好投7回2安打
投 ※井口真之介（東農大三高2年、男衾中出身） （ほか同日の埼玉新聞と同内
容）

2018/10/7 読売新聞
2018/10/7 産経新聞
2018/10/7 埼玉新聞

23 寄居でひき逃げ バイク79歳重傷 （同日の埼玉新聞と同内容）
事件・事故
タンクローリーがバイクをひき逃げ
79歳男性重傷
（同日の埼玉新聞と同
13 内容）
事件・事故
5 埼玉俳壇 佐怒賀直美選 (寄居)吉澤祥匡 (寄居)吉澤紀子

投稿

平成30（2018）年 寄居町新聞記事索引

2019年10月修正

[秋季高校野球県大会] 農大三 着実に加点 準決勝 東農大三6-2立教
2018/10/7 埼玉新聞

井口-飯島の継投で2失点にしのぐ ※井口真之介（東農大三高2年、男衾
9 新座
中出身）、準決勝戦スコア （ほか同日の朝日、毎日、産経、東京新聞、スポーツ

スポーツ（高校）

ニッポンの各紙に同様記事）

バイク男性重傷 ひき逃げで捜査 寄居 6日午前9時45分ごろ、寄居町富田
2018/10/7 埼玉新聞

15 の国道254号で、ミニバイクを運転していた同町の無職男性（79）がタンクローリー
車と衝突、頭を強く打ち重傷 車は救護措置を取らずに逃走 寄居署がひき逃げ

2018/10/8 朝日新聞
2018/10/8 読売新聞

27
25

2018/10/8 毎日新聞

25

2018/10/8 産経新聞

20

2018/10/8 埼玉新聞

17

2018/10/10 読売新聞

28

2018/10/10 読売新聞

28

2018/10/10 毎日新聞

事件として捜査 対向車線を走行していた男性が110番
●寄居でひき逃げ容疑、男逮捕 （同日の埼玉新聞と同内容）
■寄居ひき逃げ疑い 逮捕 （同日の埼玉新聞と同内容）
[ニュース24時] 寄居・ひき逃げ容疑で男を逮捕 （同日の埼玉新聞と同内
容）
寄居のひき逃げ 容疑で46歳逮捕 （同日の埼玉新聞と同内容）
ひき逃げ容疑 46歳男を逮捕 寄居署 寄居町富田で6日、ミニバイクの男性
がひき逃げされて重傷を負った事件 寄居署は7日、自動車運転処罰法違反（過失
傷害）と道交法違反（ひき逃げ）の疑いで、川崎市幸区、トラック運転手(男性)容疑
者（46）を逮捕 「衝突した認識ない」と供述
Ｗｅｄｎｅｓｄａｙさいたま ひろば [今週のテーマ 迷いました] 進学やめて
行商 坂本太志男 77 （寄居町）
春日部共栄15年ぶりＶ 秋季県高校野球 逆転で東農大三下す 7回、
東農大三はスクイズを試みるが三塁走者・井口はホームでタッチアウト ※井口真
之介（東農大三高2年、男衾中出身）、写真 （ほか同日の埼玉新聞と同内容）

事件・事故
事件・事故
事件・事故
事件・事故
事件・事故
事件・事故
投稿
スポーツ（高校）

マラソン報奨金ピンチ 大迫2時間5分台 日本記録更新 今年2人目 財
源枯渇も 大迫傑（ナイキ）が7日のシカゴ・マラソンで、2月の設楽悠太（Ｈｏｎｄａ）

18 に続く今年2度目の日本記録更新 日本実業団陸上競技連合のマラソン日本記録 スポーツ（陸上）
達成者に1億円を贈る制度 設楽が初めて報奨金1億円を獲得 財源は同連合の
拠出した基金と約30社の企業の協賛金 表-男子マラソン日本記録の変遷

2018/10/10 毎日新聞

春日部共栄15年ぶりＶ 東農大三、先制実らず [秋季県高校野球]県
21 大会 次戦も「気迫で押す」 東農大三 井口真之介投手（2年） 「今大会 スポーツ（高校）
の気迫をそのまま関東大会にぶるける」と必勝を誓う ※井口真之介（東農大三高
3年、男衾中出身）、写真 （ほか同日の埼玉新聞と同内容）

春日部共栄15年ぶりＶ 東農大三 逸機響く [秋季高校野球県大会] 決
勝 8日・県営大宮球場 Bシードの春日部共栄がノーシードの東農大三を4-1で下
2018/10/10 埼玉新聞

し優勝 臆せず「一番の投球」 先発・井口 東農大三の先発は準決勝に続いて井

5 口 背番号5 投手としての公式戦デビューが秋の地区大会からとは思えないほど スポーツ（高校）

2018/10/10 埼玉新聞

6

2018/10/11 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2

2018/10/11 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2

2018/10/12 読売新聞
2018/10/12 埼北よみうり

27
1

2018/10/12 埼北よみうり

6

2018/10/12 東京新聞
2018/10/12 東京新聞

落ち着いたマウンドさばき ※井口真之介（東農大三高2年、男衾中出身）、写真
2、決勝戦スコア （ほか同日の朝日、産経、東京新聞、スポーツニッポンの各紙に
同様記事）
シカゴマラソン 大迫 日本新で3位 設楽悠の記録破る シガゴマラソンで
7日、大迫傑（ナイキ）が日本新記録となる2時間5分20秒で3位 従来の記録は2月
の東京マラソンで設楽悠太（ホンダ）＝寄居町出身、武蔵越生高出＝がマークした
2時間6分11秒 （ほか10/9日経(夕)、同日の朝日、産経、東京新聞、スポーツニッ
ポンの各紙に同様記事）
野球 第47回小川町野球スポ少会長杯 【決勝トーナメントの記録】 ▷準々決勝
鳩山野球10-0オブスマクラブ
野球 ■2018年度中学リトルシニア硬式野球北関東支部秋季大会兼ミズノ旗争
奪戦の記録 （9/19埼玉新聞と同内容）
よみうり文芸 川柳 西潟賢一郎選 【佳作】寄居町 町田節子
にぎやか秋祭り 寄居秋まつり（寄居町） ※写真
10/20（土） 鉢形城公園でお月見の会 野点と箏・尺八（寄居町） 「お月
見の会」 20日、寄居町の鉢形城公園三の曲輪 当日は野点、箏と尺八の演奏、
鉢形城ガイドツアー、天体観測会が行われる ※写真

スポーツ（陸上）
スポーツ（小学）
スポーツ（中学）
投稿
特集
イベント情報

[アスリートの原風景] マラソン・設楽悠太選手 [8]武蔵越生高校陸上
連載特集
部 「野菜嫌い」改善の快走 ※設楽悠太選手プロフィール、写真
「農村」などテーマ 会員撮影力作50点 小川で中日写協作品展 中日
小川町立図書館 14日まで 同協会賞
24 写真協会埼玉支部の2018年前期作品展
文化・芸術
に輝いた武内道直さん（寄居町）の「取り入れの日」など、埼玉の「農村、農村風景」
4

をテーマにした作品約50点を展示 ※写真

2018/10/12 埼玉新聞

寄居町 世帯
2 9月1日現在の県内市町村別推計人口（県統計課調べ）
数13,100 人口総数32,962 男16,355 女16,607

統計

2018/10/12 埼玉新聞

獅子舞奉納 諏訪神社で秋季大祭（寄居） 寄居町用土の諏 地域
10 収穫に感謝
訪神社秋季大祭 8日 獅子舞など奉納 ※写真

2018/10/13 毎日新聞

五十子の戦い② 乱世開いた「享徳の乱」 図-享
18 [さいたま歴史散歩]
徳の乱における両勢力の概要 ※図中に鉢形城

連載特集

2018/10/13 埼玉新聞

危険業務従事者叙勲（埼玉） 県内から264人が受章 ▽瑞宝単光章 ♢
3 警察功労 山崎茂芳 72 元県警部補 寄居 （ほか同日の朝日、読売、毎日、日

叙位叙勲

2018/10/13 埼玉新聞
2018/10/14 埼玉新聞
2018/10/15 埼玉新聞

経、産経、東京新聞の各紙に同様記事）
展示 ♦第40回ユネスコ作品展と第13回「わたしの町のたか イベント情報
11 [まちひとであい]
らもの」絵画展（寄居） 20、21日 中央公民館
5 埼玉俳壇 佐怒賀直美選 (寄居)吉澤紀子 (寄居)石澤無涯
投稿
♢ラグビー
東日本中学大会県予選第2日（14日・熊谷ラグビー場） ▷2回戦 寄
7 居101-0深谷
スポーツ（中学）

平成30（2018）年 寄居町新聞記事索引

2018/10/16 読売新聞
2018/10/16 毎日新聞

2019年10月修正

[@オフィス] 体不自由な人へ美を提供 みかえり美人（寄居町） 福島宏
連載特集
光社長 57 ※写真
秋季関東地区高校野球 チーム紹介[上] 2投手の出来に期待 東農大
26 三 埼玉2位 飯島一徹投手（2年）、井口真之介投手（同）の二枚看板がチームを スポーツ（高校）
26

支える ※井口真之介（東農大三高2年、男衾中出身）

2018/10/16 産経新聞
2018/10/16 埼玉新聞

20 無免許で飲酒運転 容疑の68歳を送検 （同日の埼玉新聞と同内容）
事件・事故
県武術太極拳 329人が熱戦 上尾 県民総合体育居合会「第26回埼玉県武
県立武道館 各部門1位 ▷女子・24式太極拳C 藤波樹花
12 術太極拳選手権大会」
スポーツ（その他）
（寄居町武術太極拳協会） ▷女子・太極剣・刀 久米敦子（寄居町武術太極拳協
会） ▷集団 中村春香ほか8人（寄居町武術太極拳協会）

2018/10/16 埼玉新聞

[ニュースクリップ] ♦無免許、酒気帯び運転容疑で男逮捕（寄居署）
18 寄居署は15日、道交法違反（無免許、酒気帯び運転）の疑いで、寄居町西ノ入、無
事件・事故
職(男性)容疑者（68）をさいたま地検熊谷支部に送検 13日午後10時10分ごろ、寄
居町鉢形の町道で無免許と酒気を帯びた状態で運転した疑いで現行犯逮捕
[埼玉マリオン] ●アート ♦ユネスコ作品展 20日[土]、21日[日] 寄居町中央
公民館 小学生による「わたしの町のたからもの」絵画展も同時開催
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47回
会長杯争奪大会 小川町総合運動場など ▷2回戦 オブスマクラブ（寄居）4-1都
幾川アストロ（ときがわ）（四回コールド） 高坂イーグルス（東松山）9-2用土コルツ
（寄居）（五回コールド） ▷準々決勝 鳩山10-0オブスマクラブ（五回コールド）
（10/11朝日新聞埼玉少年少女スポーツと一部同内容）
♢サッカー 県シニア40リーグ3部第13節（14日・利根川総合運動公園葛和田サッ
カー場） 寄居3-1小川
[県中学新人大会] 17、18日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 【男子】▷
1500㍍ ⑤藤田（寄居）4分12秒89
秋季関東高校野球 あす開幕 勝負強く起こせ旋風 東農大三 北部地
区大会ノーシードから20年ぶりの県大会決勝に進んだ東農大三 関東大会でも台
風の目となるか ※井口真之介（東農大三高2年、男衾中出身）、県大会勝ち上が
り、打撃成績、投手成績、関東大会トーナメント表
140年ぶりに車輪修復 重文の山車、住民にお披露目（寄居） 寄居町重
要文化財「茅町諌鼓鶏山車」の車輪を約140年ぶりに修復 14日、宗像神社で安全
祈願 ※写真

2018/10/17 朝日新聞

25

2018/10/17 埼玉新聞

6

2018/10/17 埼玉新聞

7

2018/10/19 埼玉新聞

6

2018/10/19 埼玉新聞

6

2018/10/19 埼玉新聞

12

2018/10/20 毎日新聞

[さいたま歴史散歩] 五十子の戦い③ 上杉家中で「長尾景春の乱」
18 長尾景春 1476年、鉢形城（寄居町）で反旗を翻す 77年、鉢形城から五十子陣を 連載特集

イベント情報
スポーツ（小学）
スポーツ（サッカー）
スポーツ（中学）
スポーツ（高校）
地域

急襲 図-「長尾景春の乱」の勢力図 ※図中に鉢形城

2018/10/20 埼玉新聞
2018/10/21 産経新聞
2018/10/21 埼玉新聞
2018/10/21 埼玉新聞

全労済カップ争奪 第43回埼玉県スポーツ少年団小学生軟式野球交
8･9 流大会 県大会出場32チーム 北部ブロック キングフィッシャーズ（寄 スポーツ（小学）
居町） ※チームプロフィール、藤村政嗣監督・加藤雅大主将の抱負、写真
25 県戦没者追悼式に遺族ら1000人が参加 （同日の埼玉新聞と同内容）
5 埼玉俳壇 佐怒賀直美選 (寄居)吉澤紀子
投稿
戦没者の冥福と恒久平和を祈る 浦和区で県追悼式 遺族ら1057人出
14 席 本年度の県戦没者追悼式 20日 遺族を代表して寄居町の塚越重吉さん
行政
（81）が言葉 ※写真

2018/10/22 朝日新聞

東農大三は初戦で敗退 関東高校野球 勝ち越し打放ち 投球も固さ抜
25 け 先発・4番の井口選手 1-1の六回1死三塁の好機に東農大三の4番井口真 スポーツ（高校）

2018/10/22 毎日新聞

逆転負け 九回、1点差守れず [秋季高校野球]関東大会
23 東農大三
（同日の朝日、埼玉新聞と同内容） ※写真

2018/10/22 埼玉新聞

之介選手（2年）が左翼方向に引っ張り勝ち越し 投球では固さが目立った ※井口
真之介（東農大三高2年、男衾中出身）、写真 （ほか同日の埼玉新聞と同内容）

東農大三 粘れず惜敗 佐野日大に2-5 最終回、投手陣崩れる [秋季
高校野球関東大会] 21日・山日YBS球場 佐野日大（栃木）5-2東農大三 井

6 口 丁寧に低め突く 勝利目前「のまれた」 ※井口真之介（東農大三高2年、男衾

スポーツ（高校）

スポーツ（高校）

中出身）、個人成績、写真 （ほか同日の読売、産経、東京新聞、スポーツニッポン
の各紙に試合結果）

2018/10/22 埼玉新聞

2018/10/23 読売新聞

寄居と熊谷富士見 ともに決勝進出 東日本中学ラグビー埼玉・栃木県
6 予選 ラグビーの東日本中学生大会埼玉・栃木県予選第3日 21日、熊谷ラグ
スポーツ（中学）
ビー場 寄居と熊谷富士見が27日の決勝に進出、本大会の出場権獲得 ▷準決勝
寄居56-7熊谷東

障害者雇用 17機関 計上に誤り 昨年6月時点 法定率未達成19機関
31 表-障害者雇用者数の計上に誤りがあった機関と増減人数 （同日の毎日新聞と

行政

同内容）

障害者雇用水増し219人 県内 県教委など法定下回る 埼玉労働局が
2018/10/23 毎日新聞

2018/10/23 東京新聞

22日、中央省庁での障害者雇用の水増し問題を受け、県内自治体などの障害者
昨年6月1日時点の状況 障害者数を水増しする
23 雇用者数の再調査結果を公表
行政
不適切な計上が13機関で219.5人分にのぼる 表-再調査で障害者雇用率を訂正
した自治体など 寄居町 ▼1.41㌽(実雇用率増減) ▼2(障害者数増減) 3.5(不足人
数)

18

障害者雇用 県と市町村213人水増し 昨年6月時点 埼玉労働局が再
点検 （同日の毎日新聞と同内容）

行政

平成30（2018）年 寄居町新聞記事索引

2019年10月修正

[住宅ローン特集2018] ライフプランに合った選択を 住宅金融支援機構
2018/10/23 埼玉新聞

2018/10/24 埼玉新聞
2018/10/25 読売新聞
2018/10/25 日本経済新聞

2018/10/25 埼玉新聞

地域業務第二部 地域連携推進役 今田桂さん 地方公共団体と住宅支援機構が

8 協定を締結し、地方公共団体の補助金と併せて【フラット35】の金利を当初5年間、 特集
年0.25％引き下げる制度【フラット35】子育て支援型 表-■埼玉県内で連携してい
る地方公共団体と補助事業 大里郡寄居町 寄居町定住促進補助金
県内自治体で213人分 （10/23毎日新聞と同内 行政
17 障害者雇用水増し問題
容）
2人遺棄容疑 再逮捕へ 寄居の民家敷地に （同日の埼玉新 事件・事故
33 深谷3遺体
聞と同内容）
五輪代表争い 新世代ひしめく 2月の東京マラソンで16年ぶりに日本記録を
3度目のマラソンで2時間6分11秒 大迫と同学年
35 更新した設楽悠太（26、ホンダ）
スポーツ（陸上）
練習では40㌔走を好まず、レースで勝負勘を養いながら調整するスタイルを貫く
記録更新の期待 表-男子マラソン歴代10傑、ＭＧＣ出場権獲得者 ※写真

[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
5 会] 21日、さいたま荒川総合運動公園で開会式と1回戦16試合 ▷1回戦 加治タ スポーツ（小学）

2018/10/25 埼玉新聞

5

2018/10/25 埼玉新聞

12

2018/10/25 埼玉新聞

19

2018/10/26 朝日新聞

34

2018/10/26 読売新聞

27

2018/10/26 読売新聞
2018/10/26 埼北よみうり

32
4

2018/10/26 埼北よみうり

6

2018/10/26 埼北よみうり

6

2018/10/26 毎日新聞

27

2018/10/26 日本経済新聞

39

2018/10/26 産経新聞

25

2018/10/26 東京新聞

29

2018/10/26 埼玉新聞

1

2018/10/26 埼玉新聞

13

2018/10/26 埼玉新聞

19

2018/10/27 毎日新聞

24

2018/10/27 東京新聞

20

2018/10/28 毎日新聞

24

2018/10/28 産経新聞

23

2018/10/28 埼玉新聞

5

イガース（飯能）13-9キングフィッシャーズ（寄居）（五回コールド）
[リトルシニア] 〈北部ブロックリーグ〉 関東連盟北関東支部の北部ブロックリー
グ 20日、行田総合公園野球場 深谷彩北6-5行田 足利12-5深谷彩北（五回コー
ルド）
県北部ＮＰＯ紹介 来月3日に展示会 熊谷 県北部地域創造センターなど
が11月3日、立正大熊谷キャンパスで管内3市町で活動するNPO法人を紹介する
情報発信イベントを開催
遺棄疑い再逮捕へ 深谷白骨遺体 残る2人で 深谷市の住宅敷地内で2
月、ブルーシートに包まれた成人男性3人の白骨遺体が見つかった事件 県警はう
ち2人の死体遺棄容疑で、住宅に以前住んでいた住所不定無職(男性)容疑者（51）
＝監禁罪などで公判中＝を25日に再逮捕する方針 2016年3月、当時40代と70代
の男性の遺体を板橋区のアパートから寄居町の住宅に運び遺棄した疑い ※本紙
19面のみ日付が24日
2人遺棄容疑 再逮捕 埼玉 3人白骨遺体事件 （同日の埼玉新聞と同内
容）
寄居のミカン シーズン到来 寄居町の風布地区と小林地区にある21の観光ミ
カン園が25日、一斉に開園 12月中旬まで ※写真
■2遺体遺棄容疑 再逮捕 （同日の埼玉新聞と同内容）
秋色たのしもう！ 雀宮公園（寄居町） ※写真
埼北11月ｉｎｆｏ 3日（土・祝）・4日（日） ♦寄居秋まつり 寄居町市街地通り（寄居
町） 11日（日） ♦寄居町ふるさとの祭典市 寄居町市街地通り（寄居町）
[ｐｉｃｋ ｕｐ] 作品展 清澤正孝水彩画展 寄居町の水彩画家・清澤さんの作品
30～35点を展示・販売 開催中～11月4日（日） カフェギャラリー風の丘（長瀞町）
残り2人も遺棄 容疑の男再逮捕 埼玉民家3遺体 （同日の埼玉新聞と同
内容）
埼玉白骨遺体 男を再逮捕 死体遺棄疑い （同日の埼玉新聞と同内容）
全員の遺棄容疑で立件 深谷3遺体 公判中の男を再逮捕 （同日の埼
玉新聞と同内容）
残る2遺体も遺棄した疑い 深谷3遺体 男を再逮捕 （同日の埼玉新聞と
同内容）
三芳町17年連続1位 人口1人当たり図書貸し出し数 表-1人当たり年間
図書貸し出し冊数 5(順位) 寄居町 7.44(冊数) 県内平均 5.24
“食”を再発見 フェス開催中 来月18日まで（寄居） 寄居町の食を再発見
する「オクトーバーフェスティバルよりい」 11月18日まで 今年で4年目 32店舗が
限定メニュー 3千円分利用可能な1セット3枚つづりのチケットを2400円で販売
深谷3遺体 51歳男を再逮捕 79歳、41歳男性遺棄容疑 深谷市の住宅
敷地内で2月、ブルーシートに包まれた成人男性3人の白骨遺体が見つかった事件
深谷署特別捜査班は25日、うち2人の死体遺棄容疑で住所不定無職(男性)容疑者
（51）＝監禁罪などで公判中＝を再逮捕 2016年3月中旬から下旬ごろ、住所不定
無職男性2人の遺体を板橋区のアパートから寄居町の借家に搬送し、ブルーシー
トに隠して遺棄した疑い
[さいたま歴史散歩] 五十子の戦い④ 公方2人「戦国幕開け」象徴 図
-15世紀後半に併存した2人の公方 ※図中に鉢形城
「秩父離れ」歯止めを 深刻な人手不足、50社が面接会 秩父地域での
人材確保の難しさ深刻 秩父市の秩父宮記念市民会館で19日に開かれた合同就
職面接会 秩父地域に事業所を持つ企業や団体が参加 求職者は秩父地域内外
の116人が来場 寄居町の無職男性（20）は「祖父母が秩父市内に住んでおり、秩
父での就職を考えている。保険代理店で接客の仕事をしてみたい」と希望 ※写真
新春夢舞台へ力走 来月3日 東日本実業団駅伝 Ｈｏｎｄａ連覇狙う 注
目はＨｏｎｄａの設楽悠太選手（26） 今年の東京マラソンで16年ぶりに日本新記録
埼玉県寄居町の出身で、武蔵越生高から東洋大に進み、双子の兄・啓太選手とと
もに箱根駅伝の総合優勝などに貢献 ※写真
[春の高校バレー 全日本選手権] 地方大会開幕 第71回全日本バレー
ボール高校選手権大会の代表選考会を兼ねた県大会の地区予選 27日、4地区
17会場 【北部】▷2回戦 寄居城北2-0深谷 ▷準々決勝 寄居城北2-0熊谷西
埼玉俳壇 佐怒賀直美選 (寄居)石澤無涯 (寄居)吉澤祥匡

スポーツ（中学）
行政

事件・事故

事件・事故
観光
事件・事故
観光
イベント情報
イベント情報
事件・事故
事件・事故
事件・事故
事件・事故
行政
経済・産業

事件・事故

連載特集
社会

スポーツ（陸上）
スポーツ（高校）
投稿
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寄居、熊谷富士見下しＶ ラグビー東日本中学大会予選 ラグビーの東
8 日本中学大会埼玉・栃木県予選最終日 27日、熊谷ラグビー場 寄居が熊谷富士 スポーツ（中学）
見に快勝して栄冠を獲得 ▷決勝 寄居40-5熊谷富士見 ※メンバー表

2018/10/30 朝日新聞

[春の高校バレー 全日本選手権] 地方大会 男女64チームが県予選
スポーツ（高校）
進出 28日、4地区8会場 【北部】▷準決勝 本庄一2-0寄居城北
5 今週のこよみ 3日（土） 【県内】▷寄居秋まつり（4日まで、寄居町・市街地通り） その他
[第72回福岡国際マラソン] 設楽悠[前日本記録保持者]川内[ボストン
16 Ｖ]巻き返しなるか 12月2日号砲 12月2日開催の第72回福岡国際マラソン選 スポーツ（陸上）

2018/10/30 読売新聞
2018/10/30 埼玉新聞
2018/10/30 埼玉新聞

21
6
6

2018/10/30 埼玉新聞

6

2018/10/30 埼玉新聞

10

2018/10/29 産経新聞
2018/10/29 埼玉新聞

2018/10/30 スポーツニッポン

19

7

2018/10/31 朝日新聞

24

2018/10/31 産経新聞

21

2018/10/31 埼玉新聞
2018/10/31 埼玉新聞

手権大会の招待選手が29日、発表される 前日本記録保持者の設楽悠太（ホン
ダ）ら有力選手が集まる 表-■招待選手（国内、海外） ※写真
陸上 ♦設楽悠、川内ら招待 （同日の朝日新聞と同内容）
♦郷土力士新番付♦ 【三段目】湊竜（寄居・湊）
設楽、川内ら招待 福岡国際マラソン （同日の朝日新聞と同内容）
[第71回全国高校バレー埼玉大会] ♢北部地区予選（27、28日・くまぴあほ
か） （10/28、10/29産経新聞と同内容）
[市民編集部 熊谷らしい観光ガイド] ⑬田舎っぺうどん 私は寄居町で
オーガニック食材を扱う喫茶店を開いている 熊谷に移住して3年、市民編集部に
応募し「元祖田舎っぺうどん」を取材 （山田美紀子/どすこい喫茶やまこ代表）
福岡国際マラソン 設楽＆川内出場 （同日の朝日新聞と同内容）
埼玉マリオン ●アート ♦清澤正孝 水彩画展 11月4日[日]まで 長瀞町のカ
フェギャラリー風の丘 寄居町在住の清澤さんによる作品展 ※作品画像

スポーツ（陸上）
スポーツ（大相撲）
スポーツ（陸上）
スポーツ（高校）
連載特集
スポーツ（陸上）
イベント情報

県予選 組み合わせ決まる [春の高校バレー 全日本選手権] 地方大
スポーツ（高校）
会 ※トーナメント表 寄居城北-埼玉平成
7 全国への道 32校熱戦 対戦校決定 （同日の産経新聞と同内容）
スポーツ（高校）
♢ソフトボール 第17回県中学生大会（10月14、21日・新座市営馬場運動場）
埼玉ウィンズ（寄居）26-0CLUBINFINITY木崎（さいたま） ▷準決勝
8 「女子」▷1回戦
スポーツ（中学）
埼玉ウィンズ5-3火の鳥（上尾） ▷決勝 埼玉ウィンズ4-3埼玉レッドスティード（川
口）

2018/11/1 毎日新聞
2018/11/1 日本経済新聞

2018/11/1 埼玉新聞
2018/11/1 埼玉新聞
2018/11/1 埼玉新聞

2018/11/2 毎日新聞
2018/11/2 埼玉新聞
2018/11/2 埼玉新聞

20 俳句 岩淵喜代子選 寄居・町田節子
投稿
県、専門家派遣し活性化促進 商店街支援策、じわり効果 空き店舗の
39 解消進む 県が熊谷など7市と寄居町を選び、各商店街を集中支援する「NEXT 経済・産業

商店街プロジェクト事業」 8市町で6件の空き店舗が解消するなど成果が出始めた
※写真（寄居町の店舗）
「肌すべすべなんだ」 寄居の城南中 赤ちゃんと触れ合い 城南中学校
13 の3年生50人が乳幼児と触れ合い、命の大切さや子育てしている母親の気持ちな
地域
どを学ぶ NPO法人「ママの働き方応援隊」（本部・神戸市）が取り組む「赤ちゃん
先生プロジェクト」の一環 ※写真
舞台 ♦劇団お伽座第67回公演「賢治の芝居と音楽会」 イベント情報
15 県内おでかけ情報
（寄居） 18、24、25日、12月2日 鉢形の劇団お伽座
甘栗4.9万袋自主回収 カインズ 細菌混入の恐れ ホームセンターのカイ
18 ンズ（本庄市）は、8月1日から10月23日までに21都府県の161店舗で販売した「天
事件・事故
津むき甘栗」に細菌が混入した恐れがあるとして約4万9千袋の自主回収を開始
県内の店舗▷寄居桜沢など24店 ※商品画像

新春の夢舞台へ駆ける あす東日本実業団駅伝 Ｈｏｎｄａ軸に混戦模
18 様 Ｈｏｎｄａがロードシーズンに入り調子を上げている 10月20日の日体大記録会 スポーツ（陸上）
1万㍍では、設楽悠太が日本勢トップの28分11秒55で故障からの復調をアピール
〈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
6 [リトルシニア]
スポーツ（中学）
10月28日、所沢中央リトルシニアグラウンドなど ▷2回戦 深谷彩北8-1越谷

米メアリズビル市と交流の中学生報告会 「日本との懸け橋に」（寄居）
13 夏休みに米オハイオ州メアリズビル市を訪問した寄居町の中学2、3年生10人の帰 地域
国報告会が町役場で行われた ※写真

2018/11/2 埼玉新聞

名水 わが家と名水が巡り合ったのは約28年前、旅番組を見て寄居
15 つれづれ
投稿
町風布の「日本水」をくみに行ったことから始まる 青鹿美恵子（幸手市）

2018/11/3 読売新聞

レジャー イベント ♦ふるさとの祭典市 11日 寄居町市 イベント情報
25 Ｓａｔｕｒｄａｙさいたま
街地通り
7区 設楽兄弟対決 きょう東日本実業団駅伝 26チーム激突 2日、各

2018/11/3 毎日新聞

2018/11/3 埼玉新聞

チームのオーダーが決まる 前回優勝のＨｏｎｄａは男子マラソン歴代2位の記録を
双子の兄啓太（日立物流）も7区にエントリーし兄
18 持つ設楽悠太を最終7区に起用
スポーツ（陸上）
弟対決となる 表-オーダー表 ①Ｈｏｎｄａ 7区(12.9㌔) 設楽(悠太) ③日立物流
7区 設楽(啓太) ㉖埼玉医大グループ 2区(15.3㌔) 内田 ※内田健太（埼玉栄
高-国学院大出、城南中出身）
企業立地 1000件突破 県「経済効果は1兆3400億円」 県は2日、本格的
1 に企業誘致を開始した2005年1月以降、今年9月末までの企業立地件数の累計が
行政
1016件となり千件を超えたと発表 県北地域は204件 主な立地ではホンダが寄居
町に寄居工場を建設

平成30（2018）年 寄居町新聞記事索引

2019年10月修正

第69回全国高校男子駅伝県予選 第30回全国高校女子駅伝県予選
6日号砲 都大路目指し疾走 女子チーム紹介 男子チーム紹介 ※寄居
2018/11/3 埼玉新聞

町内中学出身者が登録メンバーに入っている高校（学校名･人数） ※女子 松山

8･9 女（寄居･1、男衾･1） 坂戸（男衾･1） 滑川総合（寄居･1） 東農大三（城南･1） 本 スポーツ（高校）

2018/11/3 埼玉新聞

10

2018/11/4 毎日新聞

18

2018/11/4 毎日新聞

25

2018/11/4 埼玉新聞

5

庄東（男衾･1） ※男子 松山（男衾･1） 秩父農工科（寄居･1） 熊谷農（城南･1）
武蔵越生（城南･2） 坂戸西（男衾･1、城南･1） 本庄第一（寄居･1） 北部混成C
（寄居･1）
秋の叙勲 県内関係者 ▽瑞宝中綬章 高野清純 88 筑波大名誉教授 寄居
（ほか同日の朝日、読売、毎日、日経、産経、東京新聞の各紙に同様記事掲載）
東日本実業団対抗駅伝 富士通19年ぶりＶ （同日の埼玉新聞と同内容）
東日本実業団駅伝 連覇逃しＨｏｎｄａ4位 （同日の埼玉新聞と同内容） ※
写真（設楽悠太選手）
埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 (寄居)石澤無涯 (寄居)吉澤祥匡 (寄居)吉澤紀子

叙位叙勲
スポーツ（陸上）
スポーツ（陸上）
投稿

ホンダ4位 連覇逃す 東日本実業団駅伝 設楽悠快走もチームに悔い
設楽啓は手応え 3日、埼玉県庁から熊谷スポーツ文化公園陸上競技場までの
2018/11/4 埼玉新聞

2018/11/4 スポーツニッポン

7区間、76.9㌔ ホンダはアンカー設楽悠が区間賞の走りで順位を二つ押上げ4位

7 日立物流でアンカーを担った設楽啓（寄居町出身）はチームの順位を一つ上げ10 スポーツ（陸上）

6

2018/11/5 読売新聞

23

2018/11/5 埼玉新聞

7

2018/11/5 埼玉新聞

9

2018/11/6 毎日新聞

24

2018/11/6 埼玉新聞

位でゴール 区間1位記録 ▷7区(12.9㌔)設楽悠太（ホンダ）37分42秒 ※写真（設
楽悠太選手） （ほか同日の朝日、読売、日経、産経、東京新聞の各紙に試合結果
記事）
12･2福岡マラソンへ ホンダ4位でも設楽納得区間賞 ホンダの設楽は区
間賞の走りで意地 次戦の福岡国際マラソンに向け調子は上向き
埼玉駅伝 中学校の部 第86回埼玉県駅伝競走大会（中学校の部） 4日、熊
谷スポーツ文化公園 ■男子11位以下 (57)寄居男衾 ■女子11位以下 (25)寄
居男衾
[第98回全国高校ラグビー埼玉大会] 第4日、4日・熊谷ラグビー場 ▷準々
決勝 深谷19-7川越東 【深谷】FW 中沢 ▷準々決勝 昌平64-0慶応志木 【昌
平】FW 坂本 ※中澤陸哉（深谷高3年、寄居中出身）、坂本奨（昌平高3年、寄居中
出身）
今週のこよみ 10日（土） 【県内】▷寄居秋まつり（～11日、寄居町・市街地通り）
11日（日） 【県内】 ▷ふるさとの祭典市（寄居町・市街地通り） ※原文ママ

スポーツ（陸上）
スポーツ（中学）
スポーツ（高校）
その他

[埼玉ビズ+α］ ホンダ、キッコーマン、グリコ… 県内進出1016社 補助
行政
金など県誘致奏功 （11/3埼玉新聞と同内容）
彩の国・埼玉りそな銀行第49回埼玉文学賞 「彩の国・埼玉りそな銀行 第
1 49回埼玉文学賞」の受賞者が決定 短歌部門 佳作 「クラペイロン・クラウジュス 文化・芸術
律」 水野勝浩（58）＝寄居町

2018/11/6 埼玉新聞

高校駅伝県予選 きょう号砲 女子 分厚い選手層の昌平 埼玉栄、本
9 庄東が肉薄 本庄東は、エース石原を軸に宮坂、松本の3年生が充実 ※松本 スポーツ（高校）
優澄（本庄東高3年、男衾中出身） ※写真

毎日新聞
2018/11/6
（夕刊）
2018/11/7 毎日新聞
2018/11/7 毎日新聞

死因不明 捜査難航 埼玉・深谷 白骨3遺体事件 遺棄容疑の男は黙
7 秘 深谷市の住宅の庭で白骨化した男性3人の遺体が見つかった事件 容疑者は 事件・事故
取り調べに黙秘を続けているとされ、死亡時期や死因も特定できず捜査は難航
事件発覚から9カ月 図-埼玉県深谷市の死体遺棄事件の流れ

死因不明 捜査難航 埼玉・深谷 白骨3遺体事件 遺棄容疑の男は黙
事件・事故
秘 （11/6同紙夕刊と同記事）
[全国高校駅伝]県予選 表-女子第30回全国高校駅伝競走大会県予選会の
20･21 成績、表-男子第69回全国高校駅伝競走大会県予選会の成績 （同日の埼玉新聞 スポーツ（高校）
20

と同内容）

2018/11/7 東京新聞

競技ダンス大会 2018年後期関東甲信越競技ダンス埼玉県大 その他
18 関東甲信越
会が4日、寄居町立総合体育館で開かれた ※写真
全国高校駅伝県予選 6日、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場および周辺の
特設コース 男子 ♢総合成績 ②武蔵越生 第4区(8.0875㌔) ②(通過順位) 小島
岳斗 ⑤(区間順位)25分46秒 ⑥坂戸西 第3区(8.1075㌔) 金子侯生 ⑦25分52秒
第5区(3㌔) ⑦ 山崎遼太 ⑥9分17秒 女子 ♢総合成績 ③本庄東 第5区(5㌔)松
本優澄③17分25秒 ⑥東農大三 第2区(4.075㌔)⑥福田舞菜⑦14分58秒 ※小島
岳斗（武蔵越生高1年、城南中出身）、金子侯生（坂戸西高3年、男衾中出身）、山
崎遼太（坂戸西高2年、城南中出身）、松本優澄（本庄東高3年、男衾中出身）、福
田舞菜（東農大三高2年、城南中出身）
「ねむの木賞」に保育士山田さん 障害者施設職員表彰 常陸宮さまが6
日、贈呈式に出席 ねむの木賞は皇后さまが作詞した「ねむの木の子守歌」の著
作権を「日本肢体不自由児協会」に贈ったことを記念し創設 同協会が障害児施設
などで働く職員らの活動をたたえ表彰 今年のねむの木賞は、寄居町の医療型障
害児入所施設「埼玉療育園」の保育士山田幸恵さん（60）らに贈られた
マラソン界は厚底シューズが熱い？ ※写真（設楽悠太選手）
短歌 水野昌雄選 寄居・橋本秀樹

2018/11/7 埼玉新聞

8

2018/11/7 埼玉新聞

18

2018/11/7 スポーツニッポン
2018/11/8 毎日新聞

22
22

2018/11/8 産経新聞

[春の高校バレー] 第71回全日本バレーボール高等学校選手権大会
23 11月10日・11日 埼玉県大会出場校紹介 女子バレー部 寄居城北高等 スポーツ（高校）

スポーツ（高校）

受賞・表彰
スポーツ（陸上）
投稿

学校

2018/11/8 埼玉新聞

ラグビー 第2日、7日・熊谷ラグビー場Bグラウンド ▷準々 スポーツ（中学）
6 [県中学新人大会]
決勝 寄居82-12深谷南

平成30（2018）年 寄居町新聞記事索引

2019年10月修正

感謝忘れずに 楽しく練習を 設楽悠らが講師 上尾で陸上教室 埼玉県
2018/11/8 埼玉新聞

2018/11/8 埼玉新聞
2018/11/9 埼北よみうり
2018/11/9 埼玉新聞
2018/11/9 埼玉新聞

陸上競技協会が4日、上尾運動公園陸上競技場で、男子マラソンの前日本記録保

7 持者の設楽悠太（武蔵越生高-東洋大出、ホンダ）らを講師に招き、陸上クリニック スポーツ（陸上）
設楽悠は「両親や周囲の人々への感謝の気持ちを忘れずに」と参加した小学生に
言葉を贈る ※写真
納税率全国平均を目指し県と市町村の連携を強化 表-平成29年度県内
8･9 市町村個人市町村民税納税率一覧 26(順位) 寄居町 96.4(納税率％) 図-平成29 行政
年度個人市町村民税納税率市町村地図
元Ｊリーガー 掛川誠さん 母校の寄居城北高で講演（寄居町） 熊谷市
8 出身でＪリーグ、ヴィッセル神戸などでゴールキーパーとして活躍した掛川誠さんが 地域
10月27日、母校の県立寄居城北高で講演 ※写真

男女32校 栄冠目指す あすから決勝トーナメント [全国高校バレー埼
スポーツ（高校）
玉大会] ※トーナメント表 寄居城北-埼玉平成
四雄激突 [全国高校ラグビー埼玉大会] 【昌平】 ロック坂本ら、 スポーツ（高校）
8 決勝へ
縦に強い ※坂本奨（昌平高3年、寄居中出身）
8

[リトルシニア] 〈フレッシュマン大会〉 リトルシニア関東連盟北関東支部のフ
2018/11/9 埼玉新聞

3、4日、浦和リトルシニアグラウンドなど ▷3回戦 新座7-4深谷
9 レッシュマン大会
スポーツ（中学）
彩北 〈北部ブロック長杯〉 リトルシニア関東連盟北関東支部の北部ブロック長杯
4日、行田総合公園野球場など ▷2回戦 前橋5-1深谷彩北

2018/11/9 埼玉新聞

見てよし 食べてよし 11・12日、秋のイベント（寄居） 寄居町内で10、11の
13 両日にイベント 第45回寄居町産業文化祭、ふるさとの祭典市やクラシックカーパ 地域
レードなど ※写真

2018/11/10 読売新聞
2018/11/10 読売新聞

27 Ｓａｔｕｒｄａｙさいたま イベント ♦かわはく秋まつり 14日 県立川の博物館
イベント情報
五輪・パラへ まち挙げて ホストタウン10自治体 東京五輪・パラリンピック
29 まで2年を切り、選手らと住民が交流するホストタウン登録自治体の活動が活発
行政
県内は県を含めて10自治体 表-ホストタウンに登録された自治体 寄居町 ブー
タン

子育て女性に仕事紹介 寄居町、在宅ワーク支援 寄居町は子育て中の
2018/11/10 日本経済新聞
2018/11/10 東京新聞
2018/11/10 埼玉新聞
2018/11/11 読売新聞
2018/11/11 東京新聞
2018/11/11 埼玉新聞
2018/11/11 埼玉新聞
2018/11/11 埼玉新聞
2018/11/11 埼玉新聞

女性の在宅ワークを支援する「ヨリママ」プロジェクトを始める 都内の企業が依頼

35 する仕事を東京の単価でできる機会を提供 アンダー・スタンド（東京・杉並）と連携 行政
町のタウンマネージャー上田嘉通氏とも協力 8日に町と同社、上田氏の3者で「女
性活躍に関する包括連携協定」を結ぶ
5 時事川柳 埼玉県寄居町 内田士郎
投稿
ラグビー東日本中学大会あす開幕 頂点目指し3校出場 ラグビーの第
埼玉・栃木予選で優勝した寄居が2年ぶり5度
9 38回東日本中学大会が11日、開幕
スポーツ（中学）
目の出場 今季県内4冠を達成した歴代最強の寄居は国学院久我山（東京3位）と
対戦 ※登録メンバー表、写真
キプチョゲが設楽らと練習 男子マラソン世界記録保持者のエウリド・キプチョ
24 ゲ（ケニア）が10日、日本のトップ選手と練習するイベント 前マラソン日本記録保 スポーツ（陸上）
持者の設楽悠太（ホンダ）らが参加
24 [脱衣室] （同日の読売新聞〈24〉と同内容）
スポーツ（陸上）

[話題スポット] 水切り 面白さ知って 国内外大会で8回優勝 朝霞の橋
1 本さん 川に石を投げて跳ねさせる「水切り」の腕前を競う国内や米国などの大 その他
会で計8回優勝 朝霞市の会社員橋本桂佑さん（26） 練習場所は寄居町の名勝・
玉淀河原 ※写真2
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13,100 人口総数32,962 男16,355 女16,607 ※原文ママ（数値が9月と同じ）
5 埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 (寄居)石澤無涯 (寄居)吉澤紀子
投稿

深谷 速さで圧倒 奪還へ 昌平 連覇へ快勝の7Ｔ 準決勝 [全国高校ラ
グビー埼玉大会] 第5日、10日・熊谷ラグビー場 ▷準決勝 深谷25-12浦和

7 【深谷】FW 中沢 ▷準決勝 昌平43-19立教新座 【昌平】FW坂本 ▷交代【昌】太田 スポーツ（高校）

2018/11/11 埼玉新聞

7

2018/11/11 埼玉新聞

7

2018/11/13 日本経済新聞

39

2018/11/13 東京新聞

18

2018/11/13 埼玉新聞

3

※中澤陸哉（深谷高3年、寄居中出身）、坂本奨、太田士（昌平高3年、寄居中出
身） （ほか同日の朝日、毎日新聞の各紙に試合結果記事）
[全国高校バレー埼玉大会] 第1日、10日・サイデン科学アリーナほか 【女
子】▷1回戦 埼玉平成2-0寄居城北 （ほか同日の産経新聞に同様記事）
寄居、城西川越 決勝へ [県中学新人大会] ラグビー 第3日、10日・熊谷
ラグビー場 準決勝を行い、寄居と城西川越がそれぞれ勝って決勝へ ▷準決勝
寄居66-19深谷明戸
創業5年以内の支援セミナー 武蔵野銀と日本公庫 武蔵野銀行と日本
政策金融公庫は26日、新都心ビジネス交流プラザ（さいたま市）で、創業後5年以
内の人を対象に「創業後ステップアップセミナー」を開く 中小企業診断士でカケハ
シ・スタイル（埼玉県寄居町）の田中大介社長が、顧客に選ばれ続けるためのポイ
ントについて講演
「全力の戦い」誓い 31チームが熱戦 東松山少年野球開幕 第30回東
松山市少年野球連盟会長杯争奪戦が10日、県内外の31チームが参加して開幕 ▷
1回戦 羽生南ウィングス4-2マッキーズ
10月1日現在の県内市町村別推計人口（県統計課調べ） 寄居町 世帯
数13,098 人口総数32,942 男16,340 女16,602 ※11日付け記事の訂正、再掲載

スポーツ（高校）
スポーツ（中学）

経済・産業

スポーツ（小学）
統計

[ニュースクリップ] ♦無免許で酒気帯び運転、容疑の男逮捕（寄居署）
2018/11/13 埼玉新聞

10 寄居署は11日、道交法違反（無免許、酒気帯び運転）の容疑で、小川町増尾、自
事件・事故
営業(男性)容疑者（20）を現行犯逮捕 11日午前2時25分ごろ、寄居町寄居の市道
(※原文ママ)で、酒気を帯びた状態で軽乗用車を無免許運転した疑い

平成30（2018）年 寄居町新聞記事索引

2019年10月修正

2018/11/13 埼玉新聞

ハンドボール 第1、2日、10、11日・吉川美南高校ほか
11 [県高校新人大会]
【女子】▷b組1回戦 大宮27-16寄居城北

スポーツ（高校）

2018/11/13 埼玉新聞

11 郷土力士星取表 【幕下・三段目】 湊竜（寄居） ●0-1 ※九州場所2日目
働くママ 町が応援 在宅ワーク推進、交流の場用意 寄居 企業と連携
23
技術向上へ講座も （11/10日本経済新聞と同内容） ※写真
7 郷土力士星取表 【幕下・三段目】 湊竜（寄居）○1-1 ※九州場所3日目
18 俳句 岩淵喜代子選 寄居・町田節子
6 郷土力士星取表 【幕下・三段目】 湊竜（寄居）や1-1 ※九州場所4日目
ポスター入選者 功労者を表彰 寄居地区防犯大会 深谷市の花園文化

スポーツ（大相撲）

2018/11/14 毎日新聞
2018/11/14 埼玉新聞
2018/11/15 毎日新聞
2018/11/15 埼玉新聞
2018/11/15 埼玉新聞

行政
スポーツ（大相撲）
投稿
スポーツ（大相撲）

会館アドニスで第24回寄居地区防犯大会と寄居地区暴力排除推進大会 約650人

13 が出席 寄居地域安全功労者・団体や防犯ポスター入選者など表彰 県防犯ポス 地域
ター展で管内の小中学生計17人が入選 小学校の部で小学2年生の千葉栞さん
の作品が優秀賞に選ばれた ※写真

2018/11/16 毎日新聞

[逸品土産 埼玉みやげラボ推薦] (69)完熟蜜柑ジュース 収穫地ごと
観光
に7種の味 里の駅アグリン館（寄居） ※写真
イベント ●劇団お伽座第67回公演 賢治の芝居と音楽 イベント情報
20 [インフォメーション]
会 18日･25日･12月2日 寄居町鉢形の劇団お伽座

2018/11/16 毎日新聞

身近なカモ 見て知って 寄居 川の博物館で特別展 県内で見られるカモ
20 について「見る・知る・獲る・食う」という視点から紹介する特別展「カモ・鴨-見・知・ 文化・芸術

2018/11/15 埼玉新聞

15

獲・食-」が県立川の博物館で開かれている 来年1月6日まで ※写真

2018/11/16 毎日新聞

21

[全国高校ラグビー] 県予選 あす決勝 全員一丸 昌平連覇か 堅い守
スポーツ（高校）
り 深谷奪還か （同日の埼玉新聞と同内容）
県スポ少野球北部ブロック結成記念大会 第37回県スポーツ少年団野球

2018/11/16 埼玉新聞

部会北部ブロック結成記念大会 熊谷市妻沼運動公園 ▷1回戦 本庄リトルジャ
ガーズ19-6オブスマクラブ（寄居）（四回コールド） マッキーズ（寄居）1-0川本北小
根住少年野球（深谷）15-0中町ジュニア（寄居）（三回コールド） ▷2回戦
7 （深谷）
スポーツ（小学）
マッキーズ9-7妻沼スラッガーズ（熊谷）（六回コールド） 用土コルツ（寄居）12-5花
園（深谷） ▷準々決勝 マッキーズ13-0本庄北泉ジェッターズ（四回コールド） 小
鹿野カージナルス12-2用土コルツ（五回コールド） ▷準決勝 小鹿野カージナルス
8-4マッキーズ（六回コールド） 【個人賞】▽優秀選手賞 南澄海（マッキーズ）
7 [今週のホームラン] 10月21日＝野口空吾（マッキーズ）
スポーツ（小学）

2018/11/16 埼玉新聞

あす決勝 [全国高校ラグビー埼玉大会] 昌平 縦横無尽の攻撃 深谷
8 堅実にＦＷ勝負 ●ＦＷ 昌平はロック坂本らの縦の強さは例年以上 深谷のフ スポーツ（高校）

2018/11/16 埼玉新聞

8

2018/11/16 埼玉新聞

16

2018/11/17 朝日新聞

33

2018/11/17 読売新聞
2018/11/17 毎日新聞

27
23

2018/11/16 埼玉新聞

ランカー中沢のタックルは相手の攻撃の芽を摘む ※坂本奨（昌平高3年、寄居中
出身）、中澤陸哉（深谷高3年、寄居中出身）
郷土力士星取表 【幕下・三段目】 湊竜（寄居）●1-2 ※九州場所5日目
ママが働きやすい町に 在宅ワーク推進へ協定（寄居） （11/10日本経済
新聞と同内容） ※写真
3遺体遺棄の罪 元住人を追起訴 深谷の事件 （同日の埼玉新聞と同内
容）
深谷3遺体遺棄 元住人の男起訴 （同日の埼玉新聞と同内容）
深谷・3遺体遺棄で追起訴 （同日の埼玉新聞と同内容）

スポーツ（大相撲）
行政
事件・事故
事件・事故
事件・事故

[さいたま歴史散歩] 五十子の戦い⑥ 上杉支配不満の「国人一揆」
2018/11/17 毎日新聞

長尾景春は、道灌が駿河今川氏の跡目相続を巡る内紛を収めるため駿河へ出兵

22 した1476年、五十子陣の十数㌔南方に鉢形城（寄居町）を築いて乱を起こし、翌77 連載特集
年に五十子陣を急襲して解体させた（五十子の戦い） 図-「長尾景春の乱」で蜂起
した国人領主らの主な拠点

2018/11/17 産経新聞

県の企業立地1000件達成 圏央道の恩恵大きく ホンダ･カルソニック
経済・産業
カンセイなど誘致 経済効果1兆3418億円 （11/3埼玉新聞と同内容）
深谷3遺体 （同日の埼玉新聞と同 事件・事故
18 3人の死体遺棄で元住人の男追起訴
内容）

2018/11/17 東京新聞

★深谷の住宅に白骨遺体、元住人の男追起訴
24 [NEWSフラッシュ]
（同日の埼玉新聞と同内容）

2018/11/17 日本経済新聞

31

事件・事故

2018/11/17 埼玉新聞

6 郷土力士星取表 【幕下・三段目】 湊竜（寄居）や1-2 ※九州場所6日目
スポーツ（大相撲）
関東高校駅伝 あす熊谷で号砲 出場校紹介 ▶男子 武蔵越生㉜(ゼッケ

2018/11/17 埼玉新聞

7 ㉟ 補 土橋駿太 1 寄居男衾 坂戸西㊱ 2 金子侯生 3 寄居男衾 6 山崎遼太 2

ン番号) 3(区)小島岳斗 1(年) 寄居城南(出身中) 補 小島陸駆 1 寄居城南 松山

2018/11/17 埼玉新聞

15

2018/11/18 朝日新聞

11

2018/11/18 毎日新聞

25

2018/11/18 埼玉新聞
2018/11/18 埼玉新聞

5
8

寄居城南 ▶女子 本庄東㉝ 3 松本優澄 3 寄居男衾 東農大三㊱ 4 福田舞菜 2
寄居城南
深谷白骨3遺体 遺棄罪で追起訴 さいたま地検 深谷市の住宅敷地内で2
月、ブルーシートに包まれた成人男性3人の白骨遺体が見つかった事件 さいたま
地検は16日、3人に対する死体遺棄の罪で、住所不定無職(男性)容疑者（51）＝窃
盗、詐欺罪などで公判中＝をさいたま地裁に追起訴 2016年3月ごろ、3人の遺体
を群馬や東京から寄居町内の借家に運んで遺棄 さらに17年4月下旬ごろから3人
の遺体を寄居町から深谷市内の借家に運んで遺棄
朝日俳壇 大串章選 （埼玉県寄居町）水野勝浩
[全国高校ラグビー]県予選 深谷2大会ぶりＶ 終了間際逆転トライ （同
日の埼玉新聞と同内容）
埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 (寄居)吉澤祥匡 (寄居)吉澤紀子
郷土力士星取表 【幕下・三段目】 湊竜（寄居）や1-2 ※九州場所7日目

スポーツ（高校）

事件・事故
投稿
スポーツ（高校）
投稿
スポーツ（大相撲）

平成30（2018）年 寄居町新聞記事索引

2018/11/18 埼玉新聞

深谷 雪辱の逆転Ｖ [全国高校ラグビー埼玉大会] ラスト10分意地の
猛攻 最終日、17日・熊谷ラグビー場 ▷決勝 深谷28-24昌平 【深谷】FW 中沢

9 【昌平】FW坂本 ※中澤陸哉（深谷高3年、寄居中出身）、坂本奨（昌平高3年、寄

2019年10月修正

スポーツ（高校）

居中出身） （ほか同日の朝日、読売、東京新聞、スポーツニッポンの各紙に試合
結果記事）

2018/11/18 埼玉新聞

城西川越3年ぶり頂点 前年覇者 寄居に38-26 [県中学新人大会] ラ
グビー ミスから失点 逆転負けに悔い 最終日、17日・熊谷ラグビー場 ▷決

9 勝 城西川越38-26寄居 寄居はミス絡みの失点が多く、試合終盤に連続トライを スポーツ（中学）
奪われた 新井監督は「最後は相手の勢いが上だった」と悔しさをにじませた ※メ
ンバー表、写真

2018/11/18 埼玉新聞

甘さと酸味 今年も豊作 晩秋の山里 ミカン盛り 寄居 北限の地でたわ
11 わ 寄居町の風布・小林両地区でオレンジ色に色付いたミカンが今年もたわわに 地域

2018/11/18 埼玉新聞

14

2018/11/19 読売新聞

29

2018/11/19 毎日新聞

23

2018/11/19 東京新聞

15

2018/11/19 埼玉新聞

6

2018/11/19 埼玉新聞

10

2018/11/19 埼玉新聞

14

2018/11/19 埼玉新聞

14 ♢平成30年度社会福祉およびボランティア功労者厚生労働大臣表彰
16日 【社会福祉事業従事功労者】▷島田和子（埼玉療育園保育士）

2018/11/19 スポーツニッポン

2018/11/20 読売新聞

受賞・表彰

スポーツ（陸上）

スポーツ（小学）
スポーツ（陸上）
スポーツ（大相撲）
受賞・表彰
スポーツ（陸上）
受賞・表彰

設楽充実前哨戦 上尾ハーフマラソン （同日の読売 スポーツ（陸上）
9 神野＆川内に勝利
新聞と同内容） ※写真
[全国高校サッカー] 前橋育英 連覇へ充実 総体の敗戦バネに 来月
30日開幕 サッカーの第97回全国高校選手権大会の組み合わせ抽選会 19日、

19 都内 連覇を目指す前橋育英は初戦の2回戦で宇和島東と対戦 前回の全国決勝 スポーツ（高校）

2018/11/20 毎日新聞

22

2018/11/20 東京新聞

5

2018/11/20 埼玉新聞

4

2018/11/20 埼玉新聞

6

2018/11/20 埼玉新聞

実る 寄居小学校が16日、風布みかん山で遠足を実施 児童276人がミカン狩りに
挑戦 ※写真
入賞児童72人を表彰 荒川図画コンクール 県内各地で作品展示 「荒
川図画コンクール」の表彰式 17日、浦和コミュニティーセンター 県内31市町156
校から1258点の応募 特選6人、優秀賞66人の計72人が表彰式に臨む 入選、佳
作を含めた全120点の作品を県内各地で展示 来年1月26日から2月17日まで寄居
町の県立川の博物館 【特選】沢井善太朗（寄居小6） 大北千尋（寄居桜沢小3）
【FM NACK5賞】内田早紀（寄居小6） 【県立川の博物館長賞】松本知恵（寄居小6）
【秩父市長賞】沢井進太朗（寄居小1） ※写真
8700人健脚競う 上尾マラソン 設楽「良い刺激」 第31回上尾シティマラソ
ン 18日、上尾運動公園陸上競技場発着 ハーフの部には寄居町出身の設楽悠
太選手が招待選手として参加 1時間1分59秒でフィニッシュ 「タイムは悪くない。
心肺機能には良い刺激になった」と感想 ※写真
7チームが参加 朝霞フレンズＶ ホンダ杯少年野球 社会人野球のホンダ
（狭山市）が17、18の両日、川越市のホンダ笠幡球場で「第7回ホンダカップ少年野
球大会」 同球場やホンダの関連施設がある狭山、和光、川越、小川、寄居、朝
霞、新座の7市町で予選を勝ち抜いた代表7チームが参加
上尾ハーフマラソン 招待選手・設楽悠 1時間1分59秒 （同日の読売新
聞と同内容） ※写真
郷土力士星取表 【幕下・三段目】 湊竜（寄居）○2-2 ※九州場所8日目
夏休み子供映画感想文 17人入選 鴻巣で表彰式 県内の小、中学生が
対象の「第5回埼玉夏休み子供映画作文コンクール」の表彰式 こうのすシネマ多
目的ホール 入選者 【中学年の部】▷優秀賞・GEO賞＝山口正宗（寄居・寄居小3
年） ※写真
設楽、川内選手ら快走 上尾シティマラソン 3種目に8700人参加 （同
日の読売新聞と同内容） ※写真

で後半ロスタイムに劇的なゴールを決めたFW榎本が攻撃の中心 U-18日本代表
にも選ばれた逸材 トーナメント表 ※榎本樹（前橋育英高3年、城南中出身）
中学ラグビー県新人兼県民総体 城西川越2度目Ｖ （11/18埼玉新聞と
同内容） ※写真
[発言] 家庭のしつけ 親の責任重大 無職 粕谷タマ 86 （埼玉県寄居町）
[私募債発行] ♦建設業、寄居建設（寄居町、高田徹社長） 10月31日付で無担
保私募債1億円を発行 調達資金は運転資金に充てる
郷土力士星取表 【幕下・三段目】 湊竜（寄居）○3-2 ※九州場所9日目

心のバリアフリー スポーツ通じ育む 寄居・男衾中で車いすバスケ体
11 験 県の「次代に語り継がれるレガシー創出事業」のモデル校に指定されている

2018/11/21 埼玉新聞

6

2018/11/22 埼玉新聞

4

2018/11/22 埼玉新聞

6

2018/11/22 埼玉新聞

6

2018/11/22 埼玉新聞

7

2018/11/23 埼北よみうり

8

2018/11/23 埼玉新聞

7

寄居町立男衾中学校で障害者スポーツ体験会 ※写真
郷土力士星取表 【幕下・三段目】 湊竜（寄居）や3-2 ※九州場所10日目
[私募債発行] ♦建設業、吉澤建設工業（寄居町、吉沢尚登社長） 9月28日付
で銀行保証付き私募債3千万円を発行 調達資金は運転資金に充てる
新井ら代表決定狙う あすから柔道GS大阪大会 柔道のグランドスラム大
阪大会 23～25日、丸善インテックアリーナ大阪 日本勢は9月の世界選手権優勝
者が優勝すれば、来年の同選手権（東京）代表に決まる 女子70㌔級2連覇の新
井千鶴（三井住友海上）＝寄居町出身、児玉高出＝は早期の代表確保を狙う ※
写真
郷土力士星取表 【幕下・三段目】 湊竜（寄居）や3-2 ※九州場所11日目
♢ソフトボール 都道府県対抗中学生大会県予選（11、18日・行田総合運動公
園） ▷女子準決勝 草加VICTORY1-0埼北ウィンズ（深谷） ※原文ママ
アイドルライブなど ふるさとの祭典市（寄居町） 寄居町商工会主催の「ふ
るさとの祭典市」 11日、寄居市街地 今年の目玉はアイドル4組のよるライブ 県
ゆかりの「愛ドールBRAVE」などが特設ステージでライブ ※写真
郷土力士星取表 【幕下・三段目】 ☆湊竜（寄居）○4-2 ※九州場所12日目

スポーツ（中学）
投稿
経済・産業
スポーツ（大相撲）
地域
スポーツ（大相撲）
経済・産業
スポーツ（柔道）
スポーツ（大相撲）
スポーツ（中学）
地域
スポーツ（大相撲）

平成30（2018）年 寄居町新聞記事索引

2018/11/23 埼玉新聞

魅力を若者の視点で まち歩きマップ作成 交流施設などで配布（寄
11 居） 寄居町若者会議が「まち歩きマップ」を5千部作成 町役場などで配布を開始 行政

2018/11/24 埼玉新聞

6

2018/11/24 埼玉新聞

14

2018/11/25 朝日新聞

17

2018/11/25 産経新聞

20

2018/11/25 東京新聞

21

2018/11/25 埼玉新聞

5

2018/11/25 埼玉新聞

8

2018/11/25 埼玉新聞
2018/11/25 スポーツニッポン
2018/11/26 埼玉新聞

9
8
7

2018/11/27 朝日新聞

2018/11/29 読売新聞

2019年10月修正

A3判の両面刷り ランチ編、寄り道グルメ編、寄り道見どころ編 若者感覚で寄居
駅周辺を紹介 ※写真
郷土力士星取表 【幕下・三段目】 ☆湊竜（寄居）や4-2 ※九州場所13日目
入賞30作品決まる 県の地域デビュー川柳 県は22日、「人生100年時代を
楽しむ×地域デビュー川柳コンテスト」の入賞作品を発表 7～9月に県内在住の
小学生以上を対象に公募 入賞者・作品 【大人部門】▷優秀賞 「チャレンジと 冒
険心に 定年なし」金太（寄居）
世界王者新井、隙なし 女子70㌔級 柔道 グランドスラム大阪 【女子】▷
70㌔級決勝 新井（三井住友海上） 優勢 ベルンホルム（スウェーデン） （ほか同
日の埼玉新聞と同内容） ※写真
新井 雑念捨て制覇 女子70㌔級 （同日の埼玉新聞と同内容）
女子70㌔級は新井 柔道 グランドスラム大阪 （同日の埼玉新聞と同内
容） ※写真
埼玉俳壇 鎌倉佐弓選 (寄居)吉澤祥匡 (寄居)石澤無涯 (寄居)吉澤紀子
女子70㌔級 新井が制す 柔道ＧＳ大阪 柔道のグランドスラム大阪大会第2
日 24日、丸善インテックアリーナ大阪 女子70㌔級は9月の世界選手権で2連覇
を達成した新井千鶴（寄居町出身、児玉高出、三井住友海上）が制し、全日本柔道
連盟の基準を満たして来年の世界選手権（東京）の代表に決まる （ほか同日の読
売、毎日、日本経済新聞の各紙に試合結果記事） ※写真
郷土力士星取表 【幕下・三段目】 ☆湊竜（寄居）や4-2 ※九州場所14日目
新井 冷静頂点 （同日の埼玉新聞と同内容）
郷土力士星取表 【幕下・三段目】 ☆湊竜（寄居）○5-2 ※九州場所千秋楽

スポーツ（大相撲）
受賞・表彰
スポーツ（柔道）
スポーツ（柔道）
スポーツ（柔道）
投稿
スポーツ（柔道）
スポーツ（大相撲）
スポーツ（柔道）
スポーツ（大相撲）

[第72回福岡国際マラソン] 前日本記録保持者 貫く自己流 設楽悠太
＝ホンダ 日本記録保持者の称号は7カ月ちょっとで大迫傑にさらわれた 18日

19 の上尾ハーフマラソンも61分59秒と良好な仕上がり 「記録を出す準備はしていな スポーツ（陸上）
いが、勝つための準備はしている」 ペースメーカーが離れる30㌔以降エンジン全
開となるか ※写真
赤ちゃんを抱っこ 命の大切さを学ぶ 寄居の中学生 男衾中学校で28
28 日、3年生84人が赤ちゃんとじかにふれ合うことで命の大切さや育児について学ぶ 地域
「赤ちゃん先生プロジェクト」が行われた ※写真

みんなで築こう人権の世紀 平成30年度全国中学生人権作文コンテス
ト 埼玉県大会優秀作品 平成30年度全国中学生人権作文コンテスト埼玉県
2018/11/29 埼玉新聞

10 大会の審査会が行われ、全国大会へ進出する最優秀賞（7人）などが決定 12月9 受賞・表彰

2018/11/29 埼玉新聞

13

2018/11/30 朝日新聞

25

2018/11/30 読売新聞

29

2018/11/30 毎日新聞

26

2018/11/30 毎日新聞

27

2018/11/30 毎日新聞

30

2018/11/30 産経新聞

23

2018/11/30 東京新聞

20

2018/11/30 東京新聞

30

2018/11/30 埼玉新聞

2018/11/30 埼玉新聞
2018/11/30 埼玉新聞

2018/11/30 埼玉新聞

日、さいたま市産業文化センターで表彰式 人権作文受賞者 【最優秀賞】「大切な
言葉」野口結衣（寄居中2年） 【奨励賞】鳥塚大輝（寄居城南中2年） ※最優秀賞
作品全文
[おひさしぶり！～同窓会だより～] 寄居中学校昭和43年度卒 クイズで思
い出懐かしむ
3遺体遺棄を元住人認める 深谷事件地裁公判 （同日の埼玉新聞と同内
容）
深谷3遺体遺棄 起訴事実認める （同日の埼玉新聞と同内容）
マニフェスト大賞 特別賞に寄居町議会 「議会だより」で読者増 日本
最大規模の政策コンテスト「第13回マニフェスト大賞」で、寄居町議会が特別賞（箭
内道彦選）を受賞 多くの町民が登場する「議会だより」を作製することで読者を増
やす ※写真2
被告、遺棄認める 深谷白骨3遺体 地裁公判 （同日の埼玉新聞と同内
容）
第13回マニフェスト大賞 特別賞 ▽箭内道彦選＝埼玉県寄居町議会
3遺体の遺棄認める 被告「日付覚えていない」 （同日の埼玉新聞と同内
容）
マラソンシューズ 厚底か薄底か 次々新作 メーカー開発競争 ナイキ
の厚底シューズが世界のマラソン界を席巻 設楽悠太（ホンダ）らが厚底を愛用
★3遺体の遺棄認める （同日の埼玉新聞と同内容）

連載
事件・事故
事件・事故
受賞・表彰
事件・事故
受賞・表彰
事件・事故
スポーツ（陸上）

事件・事故
ゾンガ語学び応援 東京五輪事前キャンプ地 ブータンに感謝伝えたい
9 （寄居） 寄居町は24日、ブータンの公用語を学ぶゾンガ語講座を町中央公民館 地域

で開講 ブータンサポーター10人が受講 講師は写真家でゾンガ語翻訳家の関健
作さん（35）と、留学生でブータン人のドルジ・ワンディさん（23） ※写真
長瀞七草寺俳句コンクール表彰式 長瀞七草寺俳句コンクールの表彰式
11 27日、長瀞の不動寺 主な入賞者 ▷特別賞（参議院議員行田邦子賞）・吉沢祥匡 受賞・表彰
（寄居町）
人権作文コンテスト 法務省が28日付で、第38回全国中学生人権作文コンテス
16 トの入賞作品を発表 奨励賞には、野口結衣さん（寄居町立寄居中2年）らが選ば 受賞・表彰
れた
3人の遺体遺棄認める 地裁公判で深谷の元住人 深谷市の住宅敷地で
3人の白骨遺体が見つかった事件 死体遺棄の罪に問われた住所不定、無職(男
被告が死体遺棄罪などの追
17 性)被告（51）の公判が29日、さいたま地裁で開かれ
事件・事故
起訴分について大筋で起訴内容を認める 2018年3月ごろ、3人の遺体を板橋区の
アパートから寄居町の借家に運搬、17年4月下旬～5月上旬に深谷市内の借家に
運んで遺棄

平成30（2018）年 寄居町新聞記事索引

2019年10月修正

第72回福岡国際マラソン 12月2日（日）午後0時10分号砲 日本選手14
年ぶり優勝なるか 11月30日、福岡市内で招待選手の記者会見 日本選手に

2018/12/1 朝日新聞

22 第58回大会以来となる優勝に期待 その一番手は前日本記録保持者の設楽悠太 スポーツ（陸上）

2018/12/1 毎日新聞
2018/12/1 東京新聞

（ホンダ） 設楽は「タイムは気にせず、優勝を目指したい」と、「タイムより順位」と強
調 表-■主な出場選手、■18年日本10傑 ※写真
[さいたま歴史散歩］ 五十子の戦い⑦ 「下克上」のさきがけ 1477年5
26 月、道灌が景春の本拠地・鉢形城（寄居町）に兵を動かすと、景春は進路を防ぐた
連載特集
め用土原（寄居町用土）に兵を移そうとした 図-太田道灌の進軍と長尾景春の敗
走 ※図中に用土原、鉢形城、写真（鉢形城跡本曲輪「田山花袋火漢詩碑」）
22 設楽悠「優勝目指す」 あす福岡国際 （同日の朝日新聞と同内容） ※写真 スポーツ（陸上）

2018/12/1 埼玉新聞

「勝つ準備できている」 福岡国際マラソン 設楽悠が決意表明 県勢の
7 Ｖ争いなるか あす号砲 気温20度超も 設楽悠太（ホンダ）や川内優輝（埼 スポーツ（陸上）

2018/12/1 スポーツニッポン

日本記録奪還よりも「タイトル獲る」 明日福岡国際マラソン
9 設楽悠
（同日の朝日新聞と同内容）

2018/12/2 埼玉新聞

5 埼玉俳壇 内野修選 (寄居)吉澤祥匡 (寄居)吉澤紀子 (寄居)石澤無涯
投稿
[第72回福岡国際マラソン] 設楽4位 悲観なし 骨折から復帰 32㌔す
ぎ失速 2日、福岡平和台陸上競技場発着 服部勇馬（トヨタ自動車）が日本勢で

2018/12/3 朝日新聞

2018/12/3

朝日新聞
定年時代

玉県庁）ら実力者が海外勢にどこまで迫れるか （ほか同日の朝日新聞と同内容）
※写真

スポーツ（陸上）

14年ぶりに優勝 設楽悠太（ホンダ）は4位 2月の東京で日本新記録（当時）をマー

12･13 ク後、右すねの疲労骨折が判明 「よくここまで戻ってきたなという感じ」と手応えも スポーツ（陸上）

4

口に 表-10位までの成績とスプリットタイム ④設楽悠太（ホンダ） 2.10.25(記録)
15.04(5㌔) 30.10(10㌔) 45.13(15㌔) 1.00.17(20㌔) 1.03.38(中間点) 1.15.19(25㌔)
1.30.56(30㌔) 1.46.35(35㌔) 2.02.56(40㌔) 表-■日本歴代10傑 ※写真
定年歌壇 選者 宮澤燁 埼玉・寄居町 安良岡正二

投稿

2018/12/3 読売新聞

初Ｖ 陸上・福岡国際マラソン ■設楽意地の4位 （同日の朝 スポーツ（陸上）
24 服部開花
日新聞と同内容）

2018/12/3 毎日新聞
2018/12/3 日本経済新聞

16 服部Ｖ 日本勢14年ぶり 設楽は失速4位 （同日の朝日新聞と同内容）
スポーツ（陸上）
服部勇
14年ぶり日本勢Ｖ
設楽悠4位「悔しい」
（同日の朝日新聞と同内
31 容）
スポーツ（陸上）

2018/12/3 産経新聞

終盤一気 福岡国際マラソン ★設楽、見せ場作れず （同日の
16 服部Ｖ
朝日新聞と同内容）

スポーツ（陸上）

2018/12/3 東京新聞

5 [発言] 笑ケース （寄居町 タマラナイ）
新星25歳服部 初Ｖ 日本勢14年ぶり 福岡国際マラソン 設楽は4位 故
17
障から復帰 （同日の朝日新聞と同内容） ※写真
服部 日本勢14年ぶり 優勝 設楽悠4位、川内10位 福岡国際マラソン
7
「悔いはない」復調に手応え （同日の朝日新聞と同内容）
1 服部勇馬 "ライバル〟設楽圧倒‼日本選手14年ぶり独走Ｖ （同日の朝

投稿

2018/12/3 東京新聞
2018/12/3 埼玉新聞
2018/12/3 スポーツニッポン
2018/12/3 スポーツニッポン

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）

福岡国際マラソン 設楽悠は4位 後輩Ｖに刺激 V候補だった設楽悠は32
6 ㌔付近で遅れ4位 東洋大の後輩、服部の優勝を「モチベーションになる」と評価 スポーツ（陸上）

2018/12/4 埼玉新聞

7

2018/12/5 朝日新聞

26

2018/12/5 読売新聞

26

2018/12/5 埼玉新聞

5

2018/12/5 埼玉新聞

9

2018/12/6 埼玉新聞

7

2018/12/6 埼玉新聞

10

2018/12/7 埼玉新聞

11

2018/12/7 埼玉新聞

13

2018/12/8 毎日新聞

27

次戦は3月の東京マラソンの予定 ※写真
服部 福岡国際マラソン初Ｖ 福岡国際マラソンで優勝した服部勇馬（トヨタ自
動車）が3日、取材に応じる 東洋大の先輩で前日本記録保持者の設楽悠太（ホン
ダ）＝寄居町出身、武蔵越生高出＝から「おまえ、強いな」と声を掛けられた
[埼玉マリオン] ●イベント ♦障がい者ウィークイベント 7日[金]～9日[日]、県
立川の博物館
[出場校紹介 全国高校サッカー] 関東 前橋育英（群馬）は、初優勝した前
回大会に続き戦力が充実 U-18日本代表のFW榎本らが中心 ※榎本樹（前橋育
英高3年、城南中出身）
♢ソフトボール 県民総合体育大会小学生（10月28日まで・深谷市利根川河川
敷グラウンドほか） 「女子」▷2回戦 寄居ジュニア4-2越谷スマイルスターズ ▷
準々決勝 深谷ジュニア18-0寄居ジュニア
[まちひとであい] 催し ♦障がい者ウィークイベント（寄居） 7～9日、県立川の
博物館
県内お出かけ情報 イルミネーション ♦かわはくイルミネーション（寄居） 7
日～来年1月14日 県立川の博物館
鳥谷、現状維持の年俸4億円で更改 原口は1千万円増 阪神 代打で勝
負強さを見せた原口文仁捕手（寄居町出身）は1千万円増の3千万円でサイン
県立川の博物館が特別展でカモ紹介（寄居） （11/16毎日新聞と同内容）
※写真
[ニュースクリップ] ♦寄居と深谷で詐欺被害 寄居署は5日、寄居町のパー
ト女性（62）が架空請求詐欺で電子マネー5万円分、深谷市の無職女性（72）が手
渡し詐欺でキャッシュカード3枚をだまし取られたと発表 11月29日午後3時半ごろ、
寄居町の女性の携帯電話に「未納料金発生」のメール 指定先に電話 男から「電
子マネーを購入し番号を教えて」と要求 女性は午後4時ごろ、美里町内のコンビニ
で電子マネー5万円分を購入し番号を教えた
[さいたま歴史散歩] 五十子の戦い⑧ 戦いに生涯費やした景春 「下剋
上のさきがけ」とされる長尾景春 1476年に鉢形城（寄居町）を築いて乱を起こす
系図-「長尾各氏らの系譜」 ※写真（渋川市隻林寺蔵 長尾景仲木像）

スポーツ（陸上）
イベント情報
スポーツ（高校）
スポーツ（小学）
イベント情報
イベント情報
スポーツ（プロ野球）
文化・芸術

事件・事故

連載特集

平成30（2018）年 寄居町新聞記事索引

2018/12/8 東京新聞
2018/12/8 埼玉新聞

2019年10月修正

5 時事川柳 埼玉県寄居町 内田士郎
投稿
760点の力作を展示 あすまで、県北美術展 第61回県北美術展 9日ま
11 で、深谷市内の3会場 工芸の部に出品した寄居町の岡本典子さんの作品が埼玉 文化・芸術
新聞社賞 ※写真

2018/12/9 朝日新聞
2018/12/9 毎日新聞
2018/12/9 埼玉新聞
2018/12/11 産経新聞

ラグビー トップリーグ 順位決定トーナメント（※兼日本選手権、秩父宮ラグ
13 ビー場） 8日 ▷準決勝 神戸製鋼31-19トヨタ自動車 ▷交代 【ト】高橋 ※高橋洋 スポーツ（ラグビー）
丞（寄居町(寄居中)出身、正智深谷高-大東文化大出） （ほか同日の読売、毎日、
日経、産経、東京新聞、スポーツニッポンの各紙に試合結果記事）
11日まで、東京都美術館 ▷全日本書道連盟
26 ♢第85回記念書壇院展入賞者
受賞・表彰
賞＝新井祥薫（寄居町）
5 埼玉俳壇 内野修選 (寄居)吉澤祥匡 (寄居)石澤無涯 (寄居)吉澤紀子
投稿
[住むなら埼玉
移住彩前線]▷上◁
人口増減
際立つ南北格差
図-県内
23 の市町村別人口減少率
連載特集

「日本代表になりたい」 高校サッカー連覇狙う榎本選手が寄居町訪問
2018/12/11 産経新聞

今年1月の全国高校サッカー選手権の決勝で自らの決勝点で優勝した前橋育英高
（群馬県）の榎本樹選手（18）が10日、出身地である寄居町の花輪利一郎町長を表
敬訪問 Ｊリーグの松本山雅ＦＣへの入団が内定 「（日本）代表になって、海外でも
プレーしたい」と意欲 中学3年までは主に東松山市のクラブチームで練習 卒業
後、群馬県の前橋育英高校に進学し活躍 寄居町特別功労賞も受賞 ※写真
小川で和紙マラソン 第26回記念小川和紙マラソン大会 9日 優勝者 ▷3㌔
中学女子 神谷咲希（寄居町） ▷2㌔小学男子 佐藤響（寄居町）
[住むなら埼玉 移住彩前線]▷中◁ 「東京捨てず、そこそこ田舎」 「市中
心部のすぐそばに荒川 近くの山々はトレッキングの名所」 9日、東京・有楽町
NPO法人「ふるさと回帰支援センター」の一室で開かれた県と東武鉄道による移住
に向けた住み替えセミナー 寄居町の活性化に取り組む同町出身の上田嘉通さん
は、参加者を前に地元の魅力を訴えた かつて「秩父往還」の宿場町だった県北西
部の町 人口は現在約3万3千人で、減少傾向に歯止めがかからない 東武東上
線などが通り池袋まで約90分 「東京を捨てなくていい点が寄居の強み 日常の先
に身近な存在としての田舎がある」
ニューイヤー駅伝 選手発表 （同日の埼玉新聞と同内容）
陸上 ♦旭化成は村山兄弟ら登録 （同日の埼玉新聞と同内容）
ホンダ 設楽ら登録 実業団対抗駅伝 エントリー選手発表 来年元日の
全日本実業団対抗駅伝 出場37チームのエントリー選手が12日に発表される 前
回2位のホンダはマラソンの前日本記録保持者の設楽悠太（寄居町出身、武蔵越
生高-東洋大出）がメンバー入り
旭化成3連覇へ 村山兄弟ら登録 元日ニューイヤー駅伝 （同日の埼玉
新聞と同内容）
3476人が完走 小川和紙マラソン（小川町） （12/11埼玉新聞と同内容）

2018/12/11 埼玉新聞

6

2018/12/12 産経新聞

22

2018/12/13 毎日新聞
2018/12/13 東京新聞

19
21

2018/12/13 埼玉新聞

7

2018/12/13 スポーツニッポン

6

2018/12/14 埼北よみうり

2

2018/12/14 埼北よみうり

ゾンガ語学ぶ（寄居町） （11/30埼玉新聞と同内容）
3 ブータンサポーター
※写真
寄居町特別功労者表彰榎本選手町長を訪問 Ｊ松本に入団内定
「チャンスをものに」 （12/11産経新聞と同内容） ※写真
フェイスブックでフォトコンテスト 来年1月15日から作品募集（寄居）

地域

スポーツ（中学）
スポーツ（小学）

連載特集

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（中学）
スポーツ（小学）
地域

2018/12/14 埼玉新聞

11

2018/12/14 埼玉新聞

13 第4回寄居町Facebookフォトコンテスト テーマは「寄ってみて！寄居の良いトコ こ 行政

2018/12/14 スポーツニッポン

4

2018/12/15 埼玉新聞
2018/12/16 埼玉新聞

13
5

2018/12/16 埼玉新聞

11

2018/12/17 毎日新聞

22

2018/12/17 埼玉新聞

1

2018/12/17 埼玉新聞

14

こにある」 来年1月15日～2月8日まで作品を募集
18年阪神全成績 打者 原口 .315(打率) 82(試合) 124(打席) 111(打数) 8(得
点) 35(安打) 2(二塁打) 0(三塁打) 2(本塁打) 43(塁打) 19(打点) .387(長打率)
27(三振) 8(四球) 5(死球) 0(犠打) 0(犠飛) 0(盗塁) .387(出塁率) .455(得点圏打率)
つれづれ 木枯らし1号 大野順一（寄居町、72歳）
埼玉俳壇 内野修選 (寄居)吉澤祥匡
一足早いＸマスコンサート楽しむ 寄居 熊谷商工信用組合が13日、「川口
早苗クリスマスコンサート」を寄居町中央公民館ホールで行った ※写真
「30畳凧」準備万全 元日向けロープなど調整 寄居 来年元日に寄居運
動公園で行われる「寄居大凧（たこ）揚げ」 新作の30畳凧が完成 住民グループ
「今市竹とんぼの会」が16日、凧を引っ張る40本のロープなどを最終調整 元日は
午後1時から3時ごろまで、ほか26畳と20畳の凧なども揚げる予定 ※写真
ゴルフ通し地域振興 寄居 石川遼選手らアマと交流 ゴルフ国内男子ツ
アーの新たな取り組みとして、ジャパンゴルフ選手会会長の石川遼選手（松伏町出
身）を中心に発足した「フューチャーＧＯＬＦツアー」の埼玉大会が15、16日、寄居町
の森林公園ゴルフ倶楽部で開催された ※写真
北海道地震義援金 ▶寄居ロータリークラブ・川本ロータリークラブ ※写真
遼「夢かなった」 中高生とプレー フューチャーゴルフツアー （同日の埼
玉新聞と同内容） ※写真

地域

スポーツ（プロ野球）
投稿
投稿
地域
地域

地域
その他

2018/12/17 スポーツニッポン

9

2018/12/19 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

城西川越中3年ぶりＶ 県中学校新人大会ラグビーの部 寄居中は逆
2 転許す ▶「勝ち続けるのは難しい」 昨年の新人戦優勝以来、県4冠と負けなしの スポーツ（中学）

2018/12/19 埼玉新聞

地域

寄居だったが、新井昭夫監督は「勝ち続けるのは難しい」と肩落とす 【決勝トーナ
メントの記録】 （ほか11/8、11/11、11/18埼玉新聞と同内容） ※写真3
リトルシニア北関東支部 台湾遠征代表2チーム ユニホーム姿披露 リ
6 トルシニア関東連盟北関東支部が阿里山盃と巨人盃に海外遠征する代表のユニ スポーツ（中学）
ホーム姿を披露 巨人盃で指揮をとる常木正浩監督（深谷彩北） ※写真

平成30（2018）年 寄居町新聞記事索引

2018/12/19 埼玉新聞
2018/12/20 読売新聞
2018/12/20 毎日新聞
2018/12/20 埼玉新聞
2018/12/21 朝日新聞
2018/12/21 埼玉新聞

2018/12/21 埼玉新聞
2018/12/21 埼玉新聞
2018/12/22 朝日新聞

9 [まちひとであい] 映画 ♦こども映画会（寄居） 来年1月12日、町立図書館
[箱根駅伝] 有力4チーム監督トークバトル 東洋大・酒井 設楽悠の走
22･23
り励み
22 川柳 ■十七世 石川川柳選 寄居・橋本秀樹
13 つれづれ 夜明けのほほ笑み 大野順一（寄居町、72歳）
27 ●寄居で住宅1棟全焼 （同日の埼玉新聞と同内容）
バスケ全国高校選手権 23日開幕 強さ速さで一戦必勝 正智深谷 男
子 7年連続8度目 バスケットボールの第71回全国高校選手権（ウインターカッ
7 プ） 23日から29日まで、調布市武蔵野の森総合スポーツプラザ 正智深谷は23日
に草津東（滋賀）と対戦 【予想先発メンバー】 ⑧(背番) Ｇ(位置) 松本大輝 3(学
年) 177(身長) 寄居(出身中学) ※写真
住民有志（寄居） （12/17毎日新聞と同内
9 新年の空舞う凧の準備着々
容） ※写真
♦店舗兼住宅が全焼（寄居） 19日午後6時半ごろ、寄
15 [ニュースクリップ]
居町富田、鍼灸院経営(男性)（71）方から出火、木造2階建て店舗兼住宅を全焼
「20年金」誓う 新井選手、本庄の母校へ （同日の埼玉
27 柔道世界女王
新聞と同内容） ※写真

2019年10月修正

イベント情報
スポーツ（陸上）
投稿
投稿
事件・事故
スポーツ（高校）

地域
事件・事故
地域

[さいたま歴史散歩] 鉢形城の攻防① 乱を鎮めた道灌、暗殺される
2018/12/22 毎日新聞

翌87（長享元）年、「長享
24 1486年、太田道灌が主君・扇谷上杉定正に暗殺される
連載特集
の乱」が始まる その中心舞台の一つ 関東管領・山内上杉顕定が入城した鉢形

2018/12/22 東京新聞

19

2018/12/22 埼玉新聞

14

2018/12/22 スポーツニッポン
2018/12/23 朝日新聞

8
11

城（寄居町） 図-「両上杉氏と長尾氏、太田氏の相関図」 ※写真（鉢形城公園）
[今日の番組から] テレビ地上波 ●出川哲郎の充電させてもらえません
か？ＳＰ ★東京＝後6･30 寄居町で駄菓子屋を発見 食堂で充電させてもらい、
カツ丼を食べる
新井選手 Ｖ2報告 世界柔道 母校の児玉高に凱旋 9月に行われた柔道
世界選手権女子70㌔級で2連覇を達成した新井千鶴選手（25）＝寄居町出身、三
井住友海上＝が21日、母校の県立児玉高校に凱旋し、優勝報告会に出席 ※写
真
♦阿部詩ら回避 全日本柔道連盟が全日本選抜体重別選手権（来年4月）の出
場選手を発表 女子で52㌔級の阿部詩（兵庫・夙川学院高）、70㌔級の新井千鶴
（三井住友海上）は既に世界選手権出場を決めているため出場を回避
朝日俳壇 大串章選 （埼玉県寄居町）水野勝浩

その他
地域
スポーツ（柔道）
投稿

第26回小川和紙マラソン大会 「狙っていた」神谷故障明けＶ 3㌔中学
生女子の部 3㌔中学生女子の部は、神谷咲希（寄居城南2年）が制した 故障

2018/12/23 さいたま報知

スポーツ（小学）
7 明けから復帰初戦で優勝 【男子】▷2㌔小学生 ①佐藤響（寄居町）6分50秒 【女
子】▷3㌔中学生 ①神谷咲希（寄居城南）10分45秒 ②松本愛澄（寄居男衾）11分0 スポーツ（中学）

2018/12/23 埼玉新聞

5

2018/12/24 産経新聞

17

2018/12/24 埼玉新聞

6

2018/12/24 埼玉新聞

6

2018/12/24 埼玉新聞

13

2018/12/25 埼玉新聞

2

2018/12/25 埼玉新聞

秒 ④神庭陽菜（寄居男衾）11分4秒 ⑤久保田優衣（寄居男衾）11分11秒 ※写
真（神谷咲希）
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
北部移住促進へ 県が動画を公開 県が県北部への移住促進のため、落語
家、古今亭志ん五さんが農業体験に参加して魅力を伝える動画を公開 県北部地
域振興センターが9～10月に3回、皆農塾（寄居町）で農業体験を実施
男子 正智深谷は快勝 バスケ全国高校選手権 バスケットボールの全国
高校選手権 23日、調布市武蔵野の森総合スポーツプラザ ▷男子1回戦 正智深
谷100-66草津東（滋賀） 正智深谷 松本 ※松本大輝（正智深谷高3年、寄居中
出身） （ほか同日の朝日新聞に試合結果記事）
♢卓球 第3回埼玉ベテランダブルス大会（15日・桶川サンアリーナ） ▷男子130歳
以上 ③立川（寄居卓連）神宮（深谷卓連）
つれづれ 「俳句のまち」に 石澤仁詩（寄居町、73歳）
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13,116 人口総数32,948 男16,353 女16,595

投稿
行政
スポーツ（高校）
スポーツ（その他）
投稿
統計

スローライフの魅力を 県北部地域振興センター 農業体験の動画公
11 開 寄居町の農場で参加者がサトイモの収穫や鶏卵を採取する様子など ※写真 行政
（ほか12/24産経新聞と同内容）

2018/12/26 毎日新聞
2018/12/26 埼玉新聞
2018/12/26 埼玉新聞

2018/12/26 埼玉新聞

[第98回全国高校ラグビー] 平成最後の王者へ伯仲 51校出場 あす
開幕 栄冠へトライ 51代表校選手名鑑 深谷 6 中沢陸哉 ③(学年) 170(身

16-19 長) 75(体重) 流通経大柏 16 石水健太 ② 174 100 27 白川竜士 ③ 161 75 ※ スポーツ（高校）
中澤陸哉（深谷高3年、寄居中出身）、石水健太（流通経大柏高2年、寄居中出
身）、白川竜士（流通経大柏高3年、寄居中出身）
6 ♦郷土力士新番付♦ 【三段目】湊竜（寄居・湊）

スポーツ（大相撲）

男子 正智深谷粘り切れず 高校総体覇者開志国際に79-101 バスケ
全国高校選手権 バスケットボールの全国高校選手権第3日 25日、調布市武

7 蔵野の森総合スポーツプラザ ▷男子2回戦 開志国際（新潟）101-79正智深谷 正 スポーツ（高校）
智深谷 松本 ※松本大輝（正智深谷高3年、寄居中出身） （ほか同日の朝日、産
経新聞、スポーツニッポンの各紙に試合結果記事）
難敵に挑む 全国高校ラグビーあす開幕 両フランカーの国松、中沢 スポーツ（高校）
7 深谷
の低く鋭いタックルが心強い ※中澤陸哉（深谷高3年、寄居中出身）

平成30（2018）年 寄居町新聞記事索引

2019年10月修正

深谷彩北リトルシニア杯小学生軟式野球大会 第11回深谷彩北リトルシ
2018/12/26 埼玉新聞

2018/12/26 埼玉新聞

2018/12/26 スポーツニッポン
2018/12/27 毎日新聞
2018/12/27 毎日新聞

2018/12/27 埼玉新聞

ニア杯小学生軟式野球大会 寄居運動公園 ▷1回戦 幡羅ライオンズ（深谷）1-1

8 キングフィッシャーズ（寄居）（幡羅ライオンズのタイブレーク勝ち） ▷2回戦 フレン スポーツ（小学）
ズ田谷（深谷）8-0用土コルツ（寄居）（五回コールド） 藤沢スターボーイズ（深谷）
2-0マッキーズ（寄居） 幡羅ライオンズ9-0中町ジュニア（寄居）（五回コールド）
将来見据えた土台づくりを 森田由紀夫氏 北関東支部長に就任 前支
8 部長の関東連盟理事長就任に伴い慌ただしい船出 寄居（現・深谷彩北）チーム スポーツ（その他）
の立上げからリトルシニアに関わって26年 ※写真

20年東京五輪マラソンの星が上州路に集結！平成最後の“元日頂上
7 決戦”ニューイヤー駅伝 “1億円男”設楽軸に悲願へ Ｈｏｎｄａ 前回2位 スポーツ（陸上）

のＨｏｎｄａは東日本で4位に沈んだが、設楽悠太らを軸に本番には合わせてくるだ
ろう ※写真
[第98回全国高校ラグビー] 変更選手を スポーツ（高校）
14 「心に残る大会に」きょう開幕
発表 ▷流通経大柏 室岡武③ ※室岡武（流通経大柏高3年、寄居中出身）
知事が選ぶ県内10大ニュース 1位は「平昌パラ・県勢活躍」 上田清司
♢知事が選ぶ県
19 知事が26日の定例記者会見で今年の県内10大ニュースを発表
行政
内10大ニュース♢ ⑨寄居町出身の設楽悠太選手が東京マラソンで16年ぶりに当
時の日本記録更新

深谷 10度目の挑戦へ あす大分舞鶴と初戦 [第98回全国高校ラグ
8･9 ビー] 深谷メンバー FW ⑥(背番) 中沢陸哉 3(学年) 170(身長) 75(体重) 寄居

朝日新聞
（夕刊）

9

2018/12/28 朝日新聞
2018/12/28 読売新聞

19
21

2018/12/27

(出身中学) [FW]献身光攻守の軸 小柄ながら粘り強い中沢は深谷らしいフラン
カー 選手紹介 ⑥中沢陸哉 ※中澤陸哉（深谷高3年、寄居中出身）、写真2
いだてんは箱根から出る 東京五輪目指す21人 大半経験 来年のNHK
大河ドラマの主人公、金栗四三 1920年、マラソン強化のために箱根駅伝を作る
2020年東京五輪の代表選考会（MGC）進出者21人の18人が箱根経験者 表-■
MGC進出者と箱根駅伝 設楽悠太 ホンダ 東洋大 11、12、13、14(箱根出場年)
●酒気帯び事故の寄居町職員免職 （同日の埼玉新聞と同内容）
■酒気帯び事故 懲戒免職 （同日の埼玉新聞と同内容）
新作はコノハナサクヤヒメ 元日恒例 大凧あげ（寄居町） 新作は地元の
児泉神社のご祭神であるコノハナサクヤヒメの絵柄 （ほか12/17毎日新聞と同内
容） ※写真
押し花絵展示 小林英子さんの作品（寄居町） 「押し花絵」の画家・小林英
子さん（群馬県高崎市）の作品が18日から24日まで寄居町の日本の里風布館に展
示された 同町の内田房江さんが、所有する作品30点 ※写真2
世界柔道2連覇 新井選手 母校で優勝報告（本庄市） （12/22埼玉新聞
と同内容） ※写真

2018/12/28 埼北よみうり

3

2018/12/28 埼北よみうり

4

2018/12/28 埼北よみうり

5

2018/12/28 埼北よみうり

選手権連覇に挑む 寄居町出身榎本樹選手（寄居町）
8 サッカー
（12/11産経新聞と同内容） ※写真

スポーツ（高校）

スポーツ（陸上）
行政
行政
地域
文化・芸術
地域
地域

2018/12/28 毎日新聞

寄居・女性主事補を懲戒免職 （同日の埼玉新聞と同内
19 [ニュース24時]
容）

2018/12/28 東京新聞

スポーツで地域元気に 2月の東京マラソンで寄居町出身の設楽 連載特集
16 [回顧’18]
悠太選手（２７）が日本記録（当時）を更新

2018/12/28 埼玉新聞

第20回記念くまがや囲碁まつり 熊谷市中央公民館 【ハ
14 くまがや囲碁まつり
文化・芸術
ンデ戦最優秀者】▷野口馨（寄居）

2018/12/28 埼玉新聞

行政

酒気帯びで事故 女性職員を免職 寄居町 寄居町は27日、酒気帯び運転
19 で物損事故を起こした町民課主事補の20代女性職員を懲戒免職に、不適正な事 行政
務処理をした上下水道化主査の50代職員を戒告の処分にしたと発表

2018/12/29 毎日新聞
2018/12/29 毎日新聞

[勝負の年 上州路からMGCへ] 異端児 静かな闘志 設楽悠太（27）＝
連載特集
Ｈｏｎｄａ ※写真
[さいたま歴史散歩] 鉢形城の攻防② 実力者・道灌 龍穏寺に眠る 鉢
18 形城（寄居町）を攻め落とし、その後、主君・扇谷上杉氏の館で暗殺された太田道 連載特集
15

灌 さまざまな逸話 ※写真2（龍穏寺）

深谷 あと一歩 大分舞鶴に21-26 [第98回全国高校ラグビー] ▷1回戦
2018/12/29 埼玉新聞

【深谷】FW 中沢 ※中澤陸哉（深谷高3年、寄居中出身）
11 大分舞鶴26-21深谷
（ほか同日の毎日新聞、スポーツニッポンに同様記事、朝日、読売、日経、産経、

スポーツ（高校）

東京新聞の各紙に試合結果記事）

2018/12/29 埼玉新聞
2018/12/29 埼玉新聞
2018/12/30 朝日新聞
2018/12/30 朝日新聞
2018/12/30 読売新聞

2018/12/30 毎日新聞
2018/12/30 東京新聞
2018/12/30 埼玉新聞

14 [首長が選んだ わが街5大ニュース] 寄居町 花輪利一郎町長 ※写真
15 新春ガイド 催し ♦お正月あそび（寄居） 1月6日 県立川の博物館
13 2018年 あの日 2月 25日 設楽悠太が16年ぶりマラソン日本新
19 回顧2018[中] 【7月】 24日 寄居町長選は無所属で現職の花輪利一郎氏が無
投票で再選された

行政
イベント情報
特集
連載特集

第95回箱根駅伝用オリジナルＣＭ サッポロビール 大迫選手・設楽選
6 手出演 第95回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）に特別協賛している その他

サッポロビール 1月2日と3日に、「第95回箱根駅伝用オリジナルCM」年始特別
バージョンを放送 設楽悠太選手を起用 ※写真
ニューイヤー駅伝 元日号砲 上州路37チーム競う ②Ｈｏｎｄａ（東日本・埼
16 玉㊱） 設楽悠太 27 東洋大 ⑳日立物流（東日本・千葉⑦） 設楽啓太 27 東洋大 スポーツ（陸上）
㉑ＳＵＢＡＲＵ（東日本・群馬⑲） 小山司 26 帝京大
[こちら特報部]2018あのひとこと 2月 「想像できない金額。めちゃくちゃうれ
16 しい。みんなにごはんをおごりたい」（東京マラソンで日本記録を16年ぶりに更新 特集
し、ボーナス1億円を支給された設楽悠太選手）
4･5 2018年 県内十大ニュース ⑨設楽悠16年ぶり日本新 ※写真
特集

平成30（2018）年 寄居町新聞記事索引

2019年10月修正

2018/12/31 朝日新聞

[SCENE2018] 自分をみつめる 大迫の根性論 男子マラソン 日本記録
10 更新 表-男子マラソン日本記録の変遷、2018年10傑 ※写真（設楽悠太選手） スポーツ（陸上）

2018/12/31 朝日新聞

4区に10人 あす全日本実業団対抗駅伝 設楽悠太（ホン
10 MGC進出者
ダ）は25日に発熱し、欠場が決まる

2018/12/31 毎日新聞

流通経大柏9Ｔ 流通経大柏53-0早稲田実 ▷入れ替え【流】石水 ※石水健太
12 （流通経大柏高2年、寄居中出身） （ほか同日のスポーツニッポンに同様記事、朝 スポーツ（高校）

スポーツ（陸上）

日、読売、日経、産経、東京、埼玉新聞の各紙に試合結果記事）

2018/12/31 毎日新聞

上州路つなぐタスキ ニューイヤー駅伝あす号砲 設楽が欠場 Ｈｏｎｄａ
13 総力戦 Ｈｏｎｄａは設楽の欠場により厳しい展開が予想されるが総力戦で臨む スポーツ（陸上）

2018/12/31 毎日新聞

18

2018/12/31 東京新聞

16

2018/12/31 東京新聞

16

2018/12/31 埼玉新聞

3

2018/12/31 埼玉新聞

4～6

2018/12/31 埼玉新聞
2018/12/31 埼玉新聞
2018/12/31 スポーツニッポン

表-全日本実業団対抗駅伝オーダー ⑳日立物流 3区（13.6㎞）設楽（啓太） ㉑Ｓ
ＵＢＡＲＵ 4区（22.4㎞）小山
[この１年 2018-スポーツ] マラソン界でも活躍が目立った 2月の東京マラソ
ンで寄居町出身の設楽悠太選手（Ｈｏｎｄａ）が2時間6分11秒で2位に入り、当時の
日本記録を16年ぶりに更新 ♢今年の県内のスポーツニュース♢
[回顧’18] 遅れた功労賞贈呈 「彩の国功労賞」などの贈呈に、議会の事前
同意を必要とする条例 2月の東京マラソンで日本記録を更新した設楽悠太選手
（27）に功労賞が贈られたのは7月になってから ※写真
元日恒例 大凧揚げ 30畳の「新作」完成 寄居 （12/17毎日新聞と同内
容） ※写真
寄居の幼稚園にテント 武銀と荻野商店 寄贈品付私募債で 武蔵野銀
行は、私募債の手数料の一部で学用品などを購入し、企業が指定する学校などに
寄贈する贈呈式を寄居町で行った むさしのSDGs私募債「みらいのちから」を発行
した製茶・海苔販売の荻野商店（寄居町）と同行から、県北若竹学園へテント1張が
寄贈された ※写真

連載特集
連載特集
地域
経済・産業

新春の空気 感じながら 無病息災 七福神に祈る 露座に光る豪快な
特集
存在 武州寄居七福神 ※町内略図、写真（極楽寺の毘沙門天）
東京五輪代表選考 マラソン 設楽悠も名乗りへ 2020東京五輪の個人種
陸上のマラソンは9月15日の「マ
8 目で切符を手にする選手が19年に決まり始める
スポーツ（陸上）
ラソングランドチャンピオンシップ」で男女2人ずつを選ぶ 設楽悠太（ホンダ）＝寄
居町出身、武蔵越生高-東洋大出の快走に期待
ホンダの設楽悠 体調不良で欠場 来年元日の全日本実業団対抗駅伝 前
8 回2位のホンダ マラソン前日本記録保持者の設楽悠太（寄居町出身、武蔵越生高 スポーツ（陸上）
-東洋大出）は体調不良で欠場
全国高校サッカー 前橋育英連覇へ 榎本「狙う」 松本入団内定 前橋
松本入団内定
4 育英は首都圏開催となった76年度以降、史上4校目の連覇に挑む
スポーツ（高校）
のFW榎本は「優勝は全員が狙っている」と言葉に力を込めた ※榎本樹（前橋育
英高3年、城南中出身）

