
平成31（2019）年 寄居町新聞記事索引（1～4月） 2019年9月修正

掲載日 掲載紙 紙面 記事見出・記事概要 件名

2019/1/1 朝日新聞 30
全県スポーツ花盛り ホストタウンに11市町 20年東京五輪・パラリン
ピック　表-東京五輪・パラリンピックの県内のホストタウン　寄居町　ブータン

特集

2019/1/1 朝日新聞（第2部） 5
2日のテレビ番組　テレビ朝日　1：00　路線バスで寄り道の旅　～寄居本庄児玉
で干し芋＆団子　（ほか読売、毎日、日経、産経、東京、埼玉、スポーツニッポンの
各紙に同様の番組表）

その他

2019/1/1 毎日新聞 28
[平成の記憶 埼玉の30年］　表-埼玉県の平成の主な出来事　18（30）年2月
寄居町出身の設楽悠太選手が東京マラソンで16年ぶりに日本新記録（当時）を更
新

連載特集

2019/1/1 東京新聞 15
［スポーツ平成進化論］▶1 マラソン男子　平成30年2月、設楽悠太（ホンダ）
が16年ぶりに日本記録を更新、10月には大迫傑が記録を塗り替える　平成の終わ
りに日本男子マラソンが動き出した　図表-マラソン男子日本記録の進化

スポーツ（陸上）

2019/1/1 東京新聞（第3部） 4･5
[ROAD TO TOKYO] マラソン一発選考 ＭＧＣに挑むトップランナー 設
楽悠太　表-MGC有資格者一覧　※写真

スポーツ（陸上）

2019/1/1 埼玉新聞 18 新春俳壇　佐怒賀直美選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子 投稿

2019/1/1 埼玉新聞 44
[新時代への胎動] 平成26年～30年 熊谷で41.1度 平成30年 5年ぶり
に国内最高　平成30年7月23日、熊谷市で国内観測史上最高となる41.1度を観
測　同日は寄居（39.9度）でも観測史上最高を記録

特集

2019/1/3 朝日新聞 29 [埼玉の政治]　表-■統一地方選の予定　後半戦　4月21日投開票　・議員選
寄居町

選挙

2019/1/3 毎日新聞 15

[第98回全国高校ラグビー] 流通経大柏 雪辱果たす 機動力で京都成
章を圧倒　第4日　東大阪市花園ラグビー場　流通経大柏（千葉）45-14京都成章
▷入れ替え　【流】石水　※石水健太（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、朝日、読売、日経、産経、東京、埼玉新聞の各紙
に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2019/1/3 毎日新聞 16

前橋育英など16強 サッカー 全国高校選手権 榎本、連覇誓う　第3日
の2日、浦和駒場スタジアム　前橋育英の大型ストライカー、榎本は後半に追加点
▷2回戦　前橋育英（群馬）2-0宇和島東（愛媛）　得点者【前】榎本　※榎本樹（前橋
育英高3年、城南中出身）　（ほか同日の朝日、読売新聞、スポーツニッポンに同様
記事、日経、産経、東京、埼玉新聞に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2019/1/3 毎日新聞 21 今年の選挙 注目の県議選、知事選 定数増の参院選も重なる　表-今
年の選挙　4月21日〈町議選〉寄居

選挙

2019/1/3 日本経済新聞 28 [Ｈｅａｔ Ｕｐ 東京2020]　今年のスケジュール　9月　・陸上　マラソングランドチャ
ンピオンシップ（15日、明治神宮外苑周辺発着）　※写真（マラソン 設楽悠太）

特集

2019/1/4 毎日新聞 14

[第98回全国高校ラグビー] 流通経大柏 終盤猛攻 最大14点差を逆転
第5日　東大阪市花園ラグビー場　流通経大柏（千葉）19-14常翔学園（大阪第3）
▷入れ替え　【流】白川　※白川竜士（流通経大柏高3年、寄居中出身）　（ほか同日
の朝日、読売、日経、産経、東京、埼玉新聞の各紙に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2019/1/4 産経新聞 18 全国高校サッカー ★前回王者が敗退　ピッチに立った選手で前回決勝に
出場したのは榎本だけ　悪い流れを打開できる選手を欠いた

スポーツ（高校）

2019/1/4 埼玉新聞 1 さきたま抄　マラソン　今年は9月以降に東京五輪の代表選考会　16年ぶりに日
本記録（当時）を更新した設楽悠太選手が有望

コラム

2019/1/4 埼玉新聞 11 頭咥え邪気払い 寄居　寄居町の金尾白髪神楽獅子保存会が2日、金尾地区
の住宅を回り、獅子頭が邪気を払う正月の恒例行事「頭咥え」を実施　※写真

地域

2019/1/4 スポーツニッポン 6
[第98回全国高校ラグビー] 流通経大柏 県勢初4強 8強サッカー部と
W全国制覇だ　（同日の毎日新聞と同内容）　※写真（白川竜士、流通経大柏高
4年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2019/1/4 スポーツニッポン 7

[第97回全国高校サッカー］ 尚志 前回王者前橋育英も食った　第4日
浦和駒場　尚志（福島）2-1前橋育英（群馬）　前橋育英　DF吉田　FW榎本　※吉田
和暉（前橋育英高3年、男衾中出身）、榎本樹（同高3年、城南中出身）　（ほか同日
の朝日、読売、毎日、日経、産経、東京、埼玉新聞の各紙に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2019/1/5 東京新聞 22
[ニュースの追跡] 箱根駅伝でもあのシューズが席巻 ナイキ厚底 新
記録続きだが…　重心スポット狭く履きこなす力必要　規制不要？必要？議論
は　設楽悠太、大迫傑らが愛用

スポーツ（陸上）

2019/1/5 埼玉新聞 11 川の博物館に3万球のイルミ 寄居、14日まで　県立川の博物館噴水広場
で、約3万個の電球を飾り付けたイルミネーション　14日まで　※写真

地域

2019/1/6 毎日新聞 17

[第98回全国高校ラグビー] 第6日・準決勝 バックス縦横無尽 大阪桐
蔭　大阪桐蔭31-17流通経大柏　▷入れ替え　【流】石水　室岡　※石水健太（流通
経大柏高2年、寄居中出身）、室岡武（流通経大柏高3年、寄居中出身）　（ほか同
日のスポーツニッポンに同様記事、朝日、読売、日経、産経、東京、埼玉新聞の各
紙に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2019/1/7 産経新聞 18 五輪・パラ ホストタウン11市町 対象国との交流進む　表-【県内のホスト
タウン】　寄居町　ブータン

行政

2019/1/7 東京新聞 5 発言 [笑ケース]　（寄居町　せん三） 投稿

2019/1/7 埼玉新聞 2 12月1日現在の県内市町村別推計人口　（県統計課調べ）　寄居町　世帯
数13,112　人口総数32,879　男16,333　女16,564

統計

2019/1/7 埼玉新聞 4･5 2019年新年賀詞交換会 出席予定者・協賛者　花輪利一郎（寄居町長）
柴﨑猛（寄居町商工会会長）

その他

2019/1/9 読売新聞 20 五輪へ　阿部詩「大事な一年」　　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（柔道）
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2019/1/9 日本経済新聞 27
ＪＲ八高線沿線スタンプラリー 17市町が合同開催　JR八高線の沿線17市
町が17日から合同でスタンプラリーを開催　2月末まで　「八高線電車化期成同盟
会」が沿線地域の活性化を目的に企画

行政

2019/1/9 埼玉新聞 9

新井、3連覇へ闘志 柔道女子が合宿公開　柔道の日本女子が8日、東京
都北区の味の素トレーニングセンターで強化合宿を報道陣に公開　70㌔級で2年
連続世界女王の新井千鶴（三井住友海上）＝寄居町出身、児玉高出＝は世界選
手権代表に決まっており、3連覇へ向け「常に危機感を持ち、しっかり準備するだ
け」と闘志を燃やした　※写真　（ほか同日の東京新聞に同様記事）

スポーツ（柔道）

2019/1/10 朝日新聞 15 [スポーツ短信] ■男子駅伝に設楽悠らがエントリー　（同日の埼玉新聞
と同内容）

スポーツ（柔道）

2019/1/10 読売新聞 25 陸上 ♦全国男子駅伝に設楽悠、小松らがエントリー　（同日の埼玉新聞
と同内容）

スポーツ（柔道）

2019/1/10 毎日新聞 21

障害者雇用 23機関不足 労働局 県内108の公的機関中　埼玉労働局
が県内の公的機関の障害者雇用状況（昨年6月1日時点）を公表　調査対象の108
機関中23機関で法定雇用率を達成していなかった　達成していない23機関中6機
関は昨年12月までに不足を解消　表-♢障害者雇用数が不足していた機関とその
状況（昨年6月1日時点）　〈法定雇用率2.5％〉　寄居町　0.65(雇用率％)　3.5(不足
数：人分)　※不足未解消

行政

2019/1/10 東京新聞 18 熊谷で初雪 平年より11日遅く　（同日の埼玉新聞と同内容） 気象

2019/1/10 埼玉新聞 6

前回Ｖ埼玉は設楽悠が登録 都道府県対抗男子駅伝　全国都道府県対
抗男子駅伝（20日・広島市）の出場選手が9日に発表される　埼玉には元日の全日
本実業団対抗駅伝を欠場した設楽悠太（ホンダ）＝寄居町出身、武蔵越生高-東洋
大出＝が登録された　（ほか同日の東京新聞、スポーツニッポンに同様記事）

スポーツ（陸上）

2019/1/10 埼玉新聞 14 熊谷で初雪観測 積雪はなし　9日、熊谷市で初雪を観測　同日朝の最低気
温　寄居町で氷点下3.8度

気象

2019/1/11 埼北よみうり 5 元日恒例 大凧あげ（寄居町）　寄居町の「今市竹とんぼの会」が1日、寄居運
動公園で大凧あげ　※写真

地域

2019/1/11 日本経済新聞 31
スギ花粉、例年比1.7倍に 今春の飛散量、県が予測　埼玉県は10日、
2019年春のスギ花粉の飛散量が例年の1.7倍になるとの予測結果を公表　県寄居
林業事務所が01年から毎年、雄花の着生状況を調査　グラフ-スギの推定雄花数

環境

2019/1/11 東京新聞 22 スギ花粉 例年の1.7倍に 県事務所 今春の見込み発表　（同日の日本
経済新聞と同内容）

環境

2019/1/11 埼玉新聞 1 スギ花粉 1.7倍か 県、雄花の推定数調査　（同日の日本経済新聞と同内
容）

環境

2019/1/11 埼玉新聞 8･9 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　ス
テップアップの年に

行政

2019/1/11 埼玉新聞 11

漢詩など作品20点 深谷で来月28日まで 大沢さん一門が書道展　深
谷市畠山の書道家大沢清流さん（78）一門の清流会新春書道作品展　熊谷商工信
用組合川本支店　2月28日まで　寄居町の八鍬翆峯さん（73）は般若心経など3点
を展示

文化・芸術

2019/1/12 朝日新聞 29 スギ花粉 今年は多い？ 雄花 平均の1.7倍　（1/11日本経済新聞と同内
容）

環境

2019/1/12 読売新聞 27
[新世代へのバトン][8] 社寺彫刻いつか自分で 新社員2人 職人への
一歩　豊田彫刻工房　海江田航さん 24　坂入あずみさん 21　※写真2

連載特集

2019/1/12 埼玉新聞 13 [つれづれ]　畳の目　大野順一（寄居町、72歳） 投稿
2019/1/13 埼玉新聞 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

2019/1/13 埼玉新聞 9

柔道県高校選手権　第41回全国高校選手権県予選を兼ねた県高校選手権第
1日　12日、県武道館　【女子】▷個人63㌔級準決勝　大谷（児玉） 合わせ技 斎藤
（武蔵越生）　▷同決勝　渋谷（埼玉栄） 背負い投げ 大谷　※大谷彩実（児玉高2
年、寄居中出身）　※写真

スポーツ（高校）

2019/1/13 埼玉新聞 9 県高校新人大会 サッカー女子　12日（第1日・庄和高校ほか）　【予選リーグ】
▷D組　入間向陽18-0寄居城北

スポーツ（高校）

2019/1/14 毎日新聞 23 今春スギ花粉 例年の1.7倍に 県研究室推計　（1/11日本経済新聞と同内
容）

環境

2019/1/14 産経新聞 18 今春のスギ花粉「非常に多い」　（1/11日本経済新聞と同内容） 環境

2019/1/14 埼玉新聞 6 県高校新人大会 バスケットボール　13日（第2日・上尾運動公園体育館ほ
か）　▷女子2回戦　寄居城北76-51春日部東

スポーツ（高校）

2019/1/14 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【幕下・三段目】　湊竜（寄居）●0-1　※初場所初日 スポーツ（大相撲）

2019/1/14 埼玉新聞 9 [けやき 読者の声］　テーマ投稿 今年の目標　超高齢化へ健康向上　大野順
一（72歳・寄居町）

投稿

2019/1/15 東京新聞 18 [彩の国情報ファイル] 展覧会　♦第5回記念寄居町美術家協会展　25日～27
日　寄居町中央公民館

イベント情報

2019/1/15 埼玉新聞 5 郷土力士星取表　【幕下・三段目】　湊竜（寄居）や0-1　※初場所2日目 スポーツ（大相撲）

2019/1/15 埼玉新聞 5 県高校新人大会 サッカー女子　14日（第2日・浦和西高校ほか）　【予選リー
グ】▷D組　浦和一女24-0寄居城北

スポーツ（高校）

2019/1/15 埼玉新聞 5 県高校新人大会 バスケットボール　14日（第3日・上尾運動公園体育館ほ
か）　▷女子3回戦　山村学園93-70寄居城北

スポーツ（高校）

2019/1/16 読売新聞 28 スギ花粉飛散 「大幅増」予測　（1/11日本経済新聞と同内容） 環境

2019/1/16 読売新聞 28 [記録ファイル] 駅伝　第62回浮き城のまち行田競走大会（昨年12月2日・行田
市総合公園内周回コース）　《第1位》♢1150㍍　▷中学女子　男衾中A

スポーツ（中学）

2019/1/16 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【幕下・三段目】　湊竜（寄居）●0-2　※初場所3日目 スポーツ（大相撲）
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2019/1/16 埼玉新聞 13 まちひとであい 展示　♦第5回記念寄居町美術家協会展（寄居）　25-27日　中
央公民館

イベント情報

2019/1/17 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2
新座カップミニバス大会　第11回新座カップミニバス2018JAあさか野杯　12月
23日、24日　新座市民総合体育館　【女子C組】▷3位決定戦　寄居48-22新座石神
※原文ママ（2/1埼玉新聞に詳細記事）

スポーツ（小学）

2019/1/17 東京新聞 24
在宅ワークでママ応援 寄居町 東京の会社と提携 ネット活用 働く環
境づくり　（2018.11/10日本経済新聞と同内容）　※写真2

行政

2019/1/17 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【幕下・三段目】　湊竜（寄居）や0-2　※初場所4日目 スポーツ（大相撲）

2019/1/17 埼玉新聞 22 [「人生100年時代を楽しむ」×「地域デビュー」川柳コンテスト］　大人部
門　優秀賞　金太　寄居町　※2018.11/24埼玉新聞、受賞作品の紹介

受賞・表彰

2019/1/18 読売新聞 23 ♦設楽悠が東京マラソン回避　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）
2019/1/18 読売新聞 27 [よみうり文芸] 短歌　松平盟子選　【入選】寄居町　西村房江 投稿
2019/1/18 毎日新聞 18 東京マラソン 設楽悠欠場へ　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2019/1/18 毎日新聞 20 [インフォメーション] ギャラリー　●第5回記念寄居町美術家協会展　25～27
日　寄居町中央公民館

イベント情報

2019/1/18 産経新聞 18 ◎設楽悠は東京マラソン回避　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2019/1/18 埼玉新聞 11
東松山少年野球連盟会長杯争奪戦　東松山市少年野球連盟の第30回会
長杯争奪戦　東松山市営球場　▷1回戦　羽生南ウィングス4-2マッキーズ（寄居）
（六回コールド）

スポーツ（小学）

2019/1/18 埼玉新聞 12 郷土力士星取表　【幕下・三段目】　湊竜（寄居）●0-3　※初場所5日目 スポーツ（大相撲）

2019/1/18 埼玉新聞 12
東京マラソン 設楽悠は回避　男子マラソン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-東洋大出＝は17日、自身のツイッターで3月3日
の東京マラソンに出場しない意向を明らかに

スポーツ（陸上）

2019/1/18 埼玉新聞 15

無添加100％のジュース 地元産7種類販売（寄居）　寄居産ミカンを使用
した「完熟蜜柑ジュース」の加工製造が折原の町農産物加工施設「里の駅アグリン
館」で行われている　3シーズン目　風布と小林、金尾、桜沢、折原、鉢形の6地区
ごとのミカンで作ったものと、6地区のものをブレンドした計7種類　加工は昨年11月
中旬から始まり、2月中旬ごろまで続く　※写真

経済・産業

2019/1/18 埼玉新聞 17

地元の子どもと手合せ 豪州ジュニアチーム 寄居で柔道合同練習　寄
居町立総合体育館で柔道の合同練習　地元の子どもたちやオーストラリアから選
抜されたジュニアチームなど、約100人の参加者が交流　昨年11月に県や上尾市、
伊奈町と「柔道オーストラリア」が2020年東京五輪に関して事前トレーニングキャン
プの覚書を締結　柔道のオーストラリア代表チームの上尾、伊奈での事前キャンプ
が決定　その一環でジュニアチームが寄居町を訪れる　※写真

地域

2019/1/18 スポーツニッポン 9 東京マラソン 設楽悠欠場　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2019/1/19 毎日新聞 24

[さいたま歴史散歩] 鉢形城の攻防③ 「長享の乱」で両上杉氏が激突
山内上杉氏と扇谷上杉氏の対立　山内・上杉顕定は鉢形城（寄居町）、扇谷・上杉
定正は河越城（川越市）を本拠に　図-「両上杉氏の拠点と主戦場」　※写真（鉢形
城跡出土かわらけ）

連載特集

2019/1/19 埼玉新聞 7

試合数絞り独自強化 早期代表決定で世界柔道出場 新井、阿部詩
柔道女子で52㌔級の阿部詩（兵庫・夙川学院高）と70㌔級の新井千鶴（寄居町出
身、児玉高出、三井住友海上）は昨年の世界選手権とグランドスラム大阪大会を
制し、今夏の東京での世界選手権代表の座を早々に確保　出場試合を絞れる利
点を生かし、独自プランで強化に取り組む　※写真

スポーツ（柔道）

2019/1/19 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【幕下・三段目】　湊竜（寄居）や0-3　※初場所6日目 スポーツ（大相撲）

2019/1/19 埼玉新聞 8
埼玉 連覇へ先手必勝 全国都道府県男子駅伝 あす号砲 エース欠場
総合力で勝負　第24回全国都道府県対抗男子駅伝　20日、広島市　連覇を狙う
埼玉は設楽悠（武蔵越生高-東洋大出、ホンダ）が欠場

スポーツ（陸上）

2019/1/20 朝日新聞 11 ■設楽悠は都道府県駅伝を欠場　（1/19埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2019/1/20 朝日新聞 33 次期衆院11区に島田氏を擁立へ 国民県連 元寄居町長　（同日の埼玉
新聞と同内容）

選挙

2019/1/20 読売新聞 33 国民県連の大野代表 代表選不出馬の意向　（同日の埼玉新聞と同内容） 選挙

2019/1/20 毎日新聞 29 大野氏、代表選不出馬 国民県連 知事選巡り動向注目　（同日の埼玉
新聞と同内容）

選挙

2019/1/20 産経新聞 29 11区に新人擁立へ 国民、次期衆院選　（同日の埼玉新聞と同内容） 選挙

2019/1/20 埼玉新聞 1

11区に島田氏擁立 国民民主 大野代表は退任へ　国民民主党県連は19
日、常任幹事会を開き、次期衆院選の埼玉11区に新人で元寄居町長の島田誠氏
（60）を擁立すると決定　同区の総支部長として党本部に推薦、近く党本部が公認
する見通し　※写真

選挙

2019/1/20 埼玉新聞 5 埼玉俳壇　佐怒賀直美選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子 投稿
2019/1/20 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】　湊竜（寄居）や0-3　※初場所7日目 スポーツ（大相撲）

2019/1/20 埼玉新聞 6 [県高校新人大会] サッカー女子　19日（第3日・大宮武蔵野高校ほか）　【予
選リーグ】▷D組　寄居城北7-0浦和明の星・幸手桜

スポーツ（高校）

2019/1/20 埼玉新聞 6 [県高校新人大会] サッカー　19日　＝各地区予選　【北部】（第1日・進修館高
校ほか）　松山4-0寄居城北

スポーツ（高校）

2019/1/20 埼玉新聞 11 八高線で街の魅力を 来月28日まで 沿線スタンプラリー　（1/9日本経済
新聞と同内容）　※写真

行政

2019/1/21 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】　★湊竜（寄居）●0-4　※初場所8日目 スポーツ（大相撲）

2019/1/22 朝日新聞 16 首都圏マリオン ●イベント　♦埼玉の官衙　律令時代の「お役所」　※写真（末
野窯跡出土獣脚硯）

イベント情報
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2019/1/22 朝日新聞 17 「被害者に金貸し 取り立て」 深谷3遺体遺棄 公判で検察主張　（同日
の埼玉新聞と同内容）

事件・事故

2019/1/22 読売新聞 29 「被告 被害者と同居」 検察 冒頭陳述で説明 深谷3遺体遺棄　（同日の
埼玉新聞と同内容）

事件・事故

2019/1/22 毎日新聞 25 「借金取り立て、暴力」 深谷3遺体 検察側が指摘 地裁公判　（同日の
埼玉新聞と同内容）

事件・事故

2019/1/22 産経新聞 22 「借金取り立て暴行を加える」 深谷3遺体で検察　（同日の埼玉新聞と同
内容）

事件・事故

2019/1/22 東京新聞 20 「借金取り立てで暴行」 地裁公判検察側 深谷の3人白骨遺体　（同日
の埼玉新聞と同内容）

事件・事故

2019/1/22 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】　★湊竜（寄居）○1-4　※初場所9日目 スポーツ（大相撲）

2019/1/22 埼玉新聞 6 ♢スキー　第7回県シニア技術選手権（19日・長野県戸隠スキー場）　▷男子45～
49歳の部　①井上浩（寄居町）

スポーツ（その他）

2019/1/22 埼玉新聞 15

深谷3遺体遺棄公判 返済滞り暴行 検察側「異臭懸念し運搬」　深谷市
の住宅敷地内で男性3人の遺体が見つかった事件　死体遺棄などの罪に問われた
住所不定、無職(男性)被告（51）の公判　21日、さいたま地裁　検察側の冒頭陳述
被告は2009～14年、都内の簡易宿泊所などで3人と知り合い金を貸すなどしたが、
返済が滞り暴行　3人は伊勢崎市や板橋区に転居させられ09年11月～15年1月ご
ろに死亡　遺体を寄居町の借家に運搬　17年には深谷市の借家に移す

事件・事故

2019/1/23 朝日新聞 24 [埼玉マリオン] ●アート　♦寄居町美術家協会展　25日[金]～27日[日]　寄居
町中央公民館

イベント情報

2019/1/23 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【幕下・三段目】　★湊竜（寄居）や1-4　※初場所10日目 スポーツ（大相撲）
2019/1/24 朝日新聞 4 ■国民、埼玉11区に新顔　（同日の埼玉新聞と同内容） 選挙

2019/1/24 読売新聞 26
ブータン料理 給食に 五輪キャンプ地 寄居町　2020年東京オリンピックで
ブータンの陸上競技の事前キャンプ地になっている寄居町で23日、町立小中学校
9校の給食にブータンの家庭料理が登場　※写真

地域

2019/1/24 毎日新聞 5 ■国民、衆院埼玉11区に元町長擁立　（同日の埼玉新聞と同内容） 選挙
2019/1/24 毎日新聞 20 短歌　■水野昌雄選　寄居・橋本秀樹

2019/1/24 日本経済新聞 4 埼玉11区、元町長を公認　国民、次期衆院選で　（同日の埼玉新聞と同内
容）

選挙

2019/1/24 産経新聞 5 ●国民、衆院埼玉１１区に元町長擁立　（同日の埼玉新聞と同内容） 選挙
2019/1/24 東京新聞 7 ★国民、埼玉11区に元町長　（同日の埼玉新聞と同内容） 選挙

2019/1/24 埼玉新聞 2
衆院埼玉11区に元寄居町長擁立 国民民主が内定　国民民主党は23日
の総務会で、次期衆院選の埼玉11区に、新人で元寄居町長の島田誠氏（60）を公
認候補として擁立すると内定

選挙

2019/1/24 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【幕下・三段目】　★湊竜（寄居）や1-4　※初場所11日目 スポーツ（大相撲）

2019/1/25 朝日新聞 25 阪神・原口、大腸がんを公表　（同日の埼玉新聞、スポーツニッポンと同内
容）

スポーツ（プロ野球）

2019/1/25 読売新聞 24

[いま学校は] 町の魅力 切り取り発信 写真部（県立皆野高校）　国道
140号皆野寄居バイパスで昨年11月に行われた防災訓練　現場で報道陣に交じっ
てカメラを構える皆野高の写真部員　撮った写真は昨年11月末～13月、皆野、寄
居の両町役場で展示　秩父地域に密着した撮影を行う同部　部員4人は深谷市や
寄居町から通学　※写真

地域

2019/1/25 埼北よみうり 5 ＳＮＳでフォトコン 2/8（金）まで募集（寄居町）　（2018.12/14埼玉新聞と同
内容）　※写真（前回の1位作品）

行政

2019/1/25 埼北よみうり 6 埼北2月ｉｎｆｏ　10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

2019/1/25 毎日新聞 17 阪神・原口が大腸がん 昨年末判明 近く手術　（同日の埼玉新聞、スポー
ツニッポンと同内容）　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/1/25 毎日新聞 22

県内に１５郡存在 古代の武蔵国 郡役所の姿 幅広く紹介 歴史と民俗
の博物館で企画展 所在候補地出土の土器、瓦…盛衰や広がり示す
県立歴史と民俗の博物館で企画展「埼玉の官衙」　2月17日まで　末野窯跡群（寄
居町）出土の獣脚硯は大型の円面硯　周囲に16本の脚が巡り、国府などで使うた
めに作られた特別な硯　※写真（末野窯跡群出土獣脚硯）

文化・芸術

2019/1/25 日本経済新聞 33 阪神・原口が大腸がん公表　（同日の埼玉新聞、スポーツニッポンと同内容） スポーツ（プロ野球）

2019/1/25 産経新聞 23

ホンダ寄居工場 次世代グローバル工場へ 最新技術を世界に“輸出”
ホンダ埼玉製作所の寄居工場（寄居町）が操業から6年　「次世代グローバル・マ
ザー工場」として、海外の自動車生産拠点に向け、競争力のある量産技術の発信
を目指す　人と機械の協働　エネルギー削減も　※写真

経済・産業

2019/1/25 東京新聞 10 ★阪神の原口捕手が大腸がん　（同日の埼玉新聞、スポーツニッポンと同内
容）

スポーツ（プロ野球）

2019/1/25 埼玉新聞 7
阪神の原口選手 大腸がん手術へ　プロ野球阪神は24日、原口文仁選手
（26）＝寄居町出身＝が大腸がんと診断され、近日中に手術を受けると明らかにし
た　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/1/25 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【幕下・三段目】　★湊竜（寄居）○2-4　※初場所12日目 スポーツ（大相撲）

2019/1/25 埼玉新聞 9

川博の「大水車」 老朽化で解体へ 来月5日、工事見学会（寄居）　県立
川の博物館のシンボル「大水車」が老朽化で解体されることになり、2月5日に解体
工事見学会　1997年8月の開館時から親しまれる　2015年から回らなくなった　新し
い大水車も総ヒノキで、19年度中の完成を目指して工事　※写真

地域
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2019/1/25 スポーツニッポン 5

原口 大腸がん 阪神26歳 代打の切り札 ツイッターで公表 近日中に
手術　阪神の原口文仁捕手（26）が24日、自身のツイッターで「大腸がん」と診断さ
れ近日中に手術を受けることを公表　原口の投稿を受け球団も発表　人間ドックで
発見　「動揺した。しかし今は、自分の使命だと思えます」　表-♢原口文仁の年度
別打撃成績♢　※写真2、プロフィール、ツイッターにアップした自筆メッセージ

スポーツ（プロ野球）

2019/1/25 Tｈｅ Jａｐａｎ Tｉｍｅｓ 9
Haraguchi battling intestinal cancer　Hanshin Tigers backup catcher
Fumihito Haraguchi has been diagnosed with intestinal cancer and will undergo
surgery in the coming days, the team announced Thursday.

スポーツ（プロ野球）

2019/1/26 朝日新聞 33

●寄居で700万円だまし取られる　寄居署は25日、寄居町の無職女性（87）
が、同居する長男の上司をかたる男に現金700万円をだまし取られたと発表　17日
午後5時半ごろ、女性宅に男から「長男のミスで決済できない」などと電話　約1時
間後、上司のおいをかたる男に自宅前の路上で現金を渡す　22日夜に気づく

事件・事故

2019/1/26 読売新聞 33 ■寄居で700万円詐欺被害　（同日の朝日新聞と同内容） 事件・事故

2019/1/26 毎日新聞 20

[さいたま歴史散歩] 鉢形城の攻防④ 3度目の大乱「永正の乱」　「永正
の乱」（1487～1505年）　上杉顕定には顕実・憲房の2人の養子　顕定の死後、山
内上杉氏の本拠・鉢形城（現寄居町）に顕実が入城し、関東管領職も継いだ　これ
に憲房が反発　古河公方親子の対立と結びつき、足利政氏・上杉顕実ＶＳ足利高
基・上杉憲房の対決構図に発展し、関東はまたも二分された　図-永正の乱におけ
る対立構図　※写真（古河公方・足利政氏墓・久喜市の甘棠院）

連載特集

2019/1/26 産経新聞 21 原口 「驚き」近く手術　大腸がんと診断された阪神・原口文仁捕手（26）に各球
団の選手やコーチから励ましの声が寄せられている　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/1/26 産経新聞 22 寄居の87歳女性700万円詐欺被害　（同日の朝日新聞と同内容） 事件・事故
2019/1/26 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【幕下・三段目】　★湊竜（寄居）や2-4　※初場所13日目 スポーツ（大相撲）

2019/1/26 スポーツニッポン 6 大腸がん原口にナインがエール　大腸がんを公表して近日中に手術を受け
る原口に、ナインからのエールが相次ぐ

スポーツ（プロ野球）

2019/1/27 埼玉新聞 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
2019/1/27 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【幕下・三段目】　★湊竜（寄居）や2-4　※初場所14日目 スポーツ（大相撲）

2019/1/27 埼玉新聞 9 [県高校新人大会] ラグビー　第3日、26日・熊谷ラグビー場　▷準決勝　立教
新座26-15昌平　【昌平】FW 馬場　※馬場大樹（昌平高1年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2019/1/27 埼玉新聞 10
[埼玉の官衙] 県立歴史と民俗の博物館企画展【3】 古代の役人と仕
事　寄居町末野窯跡群で出土した獣脚硯　非常に珍しい形　国司など、位の高い
役人が用いた硯と推定　※写真

連載特集

2019/1/27 埼玉新聞 11 [ニュースクリップ] ♦手渡し詐欺で現金700万円被害（寄居）　（1/26朝日
新聞と同内容）

事件・事故

2019/1/27 スポーツニッポン 8
ドラフト1位清水[阪神]原口と「グランドでお会いしたい」 同じ帝京高出
身　Ｓ(スワローズ)…キャンプ1軍スタートのドラフト1位右腕・清水（国学院大）が、
大腸がんであることを公表した阪神・原口との対戦を熱望

スポーツ（プロ野球）

2019/1/28 毎日新聞 24

初出場 埼玉医科大Ｖ 奥むさし駅伝 総合、一般の部制覇　第17回奥む
さし駅伝　27日、飯能市内　6区間28.6㌔　初出場の埼玉医科大グループが、総合
と一般の部を1時間56分0秒で制した　奥むさし駅伝上位チーム成績　〈一般の部〉
①埼玉医科大グループ 1時間56分0秒 （内田健太、越智文弥、三田真司、滝口
諒、大久保泰貴、柴田純一）　※内田健太（埼玉栄高-国学院大出、城南中出身）
（ほか同日の埼玉新聞に同様記事）

スポーツ（陸上）

2019/1/28 日本経済新聞 31
市民ランナー広がる選択肢 薄底 職人の技 反発力得る 厚底 推進力
生む特殊構造　ナイキの「ズーム　ヴェイパーフライ4％　フライニット」　前の日
本記録保持者である設楽悠太選手（ホンダ）も同シリーズのユーザー

経済・産業

2019/1/28 東京新聞 18

木製大水車 再び日本一へ 寄居・川の博物館 解体→今夏直径24.2
㍍　現在の直径23㍍だが、新たな水車は24.2㍍と大きくなり、再び日本一となる予
定　1997年8月の開館時、当時の「日本最大の水車」　2004年に岐阜県恵那市の
道の駅「おばあちゃん市・山岡」の水車に日本一を明け渡す　（ほか1/25埼玉新聞
と同内容）　※写真

地域

2019/1/28 東京新聞 18
[彩の国情報ファイル] 催し物　♦四つの終止符上映会　2月3日　寄居町中央

公民館　展覧会　♦第1回寄居愛石会展　2月15日～17日　寄居町中央公民館
イベント情報

2019/1/28 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】　★湊竜（寄居）○3-4　※初場所千秋楽 スポーツ（大相撲）

2019/1/28 埼玉新聞 7 [県高校新人大会] サッカー女子　【予選リーグ】▷D組最終順位　③寄居城北
3(勝ち点)

スポーツ（高校）

2019/1/29 埼玉新聞 6

[関東高校選抜大会] ボクシング　25～27日・ALSOKぐんま総合スポーツセン
ター　ピン級A組の篠田覇時（花咲徳栄）が初優勝　【男子】▷ピン級A組準決勝　篠
田（花咲徳栄） 判定 和田（東京・駿台学園）　▷同決勝　篠田 判定 佐伯（千葉・習
志野）　※篠田覇時（花咲徳栄高1年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2019/1/29 スポーツニッポン 4 大腸がん公表の原口の復帰 矢野監督「信じて待つ」　阪神矢野監督が
ABCテレビに生出演　24日に大腸がんを公表した原口についてコメント

スポーツ（プロ野球）

2019/1/30 読売新聞 28 Ｗｅｄｎｅｓｄａｙさいたま ひろば　今週のテーマ　秘密　学歴隠さず出直す　自
営業 坂本太志男 78 （寄居町）

投稿

2019/1/30 読売新聞 29 木製水車 再び日本一へ 川の博物館 建て替え 今夏24.2㍍に　（1/25
埼玉新聞、1/28東京新聞と同内容）　※写真

地域

2019/1/31 毎日新聞 27

交通事故被害の女性を豪の柔道コーチら救助 上尾署が感謝状　上尾
市などで合宿中だったオーストラリアの柔道ナショナルチームのコーチらが、交通
事故で負傷した女性（64）を救助したとして上尾署がコーチら3人に感謝状　カイ
リー・コーニングさん（43）とベンジャミン・ドネガンさん（35）、チームのマネージャー
で寄居町の会社員、木村仁さん（45）　※写真

地域
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2019/1/31 埼玉新聞 7 県内お出かけ情報 節分　♦かわはくで豆まき（寄居）　2月3日、県立川の博物
館

イベント情報

2019/2/1 朝日新聞 15 ▼原口（神）が大腸がんの手術　自身のツイッターに「先日、無事に手術を終
えました。順調に回復しています」と31日、つづった

スポーツ（プロ野球）

2019/2/1 読売新聞 25
原口 手術終える　阪神は31日、大腸がんと診断された原口文仁捕手が手術を
終えたことを明らかにした　報告を受けた矢野監督は「きっと戻ってくると信じてい
る。その時は、精神面で相当な成長をしてきてくれるはず」と語る

スポーツ（プロ野球）

2019/2/1 読売新聞 29 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

2019/2/1 埼玉新聞 6
ミニバス ＮＩＩＺＡＣＵＰ　「女子」【C組】▷aブロック　片山31-18寄居スパークル
草加新田28-23寄居スパークル　③寄居スパークル　▷5位決定戦　寄居スパーク
ル48-22石神

スポーツ（小学）

2019/2/1 埼玉新聞 9

「ヨリママ」始動！ 在宅ワークで子育てを支援（寄居）　子育てと仕事の
両立を目指す女性を支援する「ヨリママ」　寄居駅前交流施設「レンタルベースまち
タネ！」で1月29日、母親を対象にした「在宅お仕事説明会」が開かれ、30代を中心
に13人が参加　※写真

行政

2019/2/1 スポーツニッポン 5 大腸がん公表 原口手術成功[阪神]　1月24日に大腸がんを患ったことを公
表した原口が、自身のツイッターで手術を終えたことを明かす　26日に手術

スポーツ（プロ野球）

2019/2/2 毎日新聞 18

[さいたま歴史散歩] 鉢形城の攻防⑤ 「小弓公方」の誕生と滅亡　1538
年、小弓公方・足利義明と古河公方・足利晴氏が国府台で激突　義明側に房総の
諸将、晴氏側に北条氏や鉢形城を拠点としていた関東管領・山内上杉氏らが加担
図-「小弓公方と関東の情勢」

連載特集

2019/2/2 埼玉新聞 12 [まちひとであい] 映画　♦こども映画会（寄居）　9日　町立図書館 イベント情報
2019/2/3 朝日新聞 11 朝日俳壇　大串章選　（埼玉県寄居町）小林淳子 投稿
2019/2/3 埼玉新聞 5 埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)石澤無涯 投稿

2019/2/3 埼玉新聞 9 [県高校新人大会] バレーボール　1、2日・本庄総合体育館　▷女子2回戦
寄居城北2-0浦和南　▷同3回戦　春日部共栄2-0寄居城北

スポーツ（高校）

2019/2/3 スポーツニッポン 6 [22開幕 ’19 Ｊ１注目の男]　表-選手一覧　新加入　FW 榎本樹 ⑱ 前橋育英 スポーツ（Ｊリーグ）

2019/2/4 東京新聞 16
「ヨリママ」好調スタート 寄居町の取り組み 通勤不要、チーム制で急
用にも対応　（2/1埼玉新聞と同内容）　※写真

行政

2019/2/6 読売新聞 24

第86回県駅伝競走大会（3日） 上位10チームの記録　高校男子（さいた
ま-熊谷42.195㌔）　③(総合順位)武蔵越生　2時間12分06秒　6区6.0㌔　④(区間順
位)小島岳斗　⑧松山　2時間17分16秒　1区6.595㌔　⑪土橋駿太　⑨坂戸西　2時
間17分45秒　1区　⑯山崎遼太　一般・高校女子（鴻巣-熊谷20.5㌔）　⑤東農大三
1時間16分27秒　2区3.7㌔　⑤福田舞菜　⑦松山女子　1時間16分56秒　1区4.0㌔
⑪染野朋花　※小島岳斗（武蔵越生高1年、城南中出身）、土橋駿太（松山高1年、
男衾中出身）、山崎遼太（坂戸西高2年、城南中出身）、福田舞菜（東農大三高2
年、城南中出身）、染野朋花（松山女子高2年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2019/2/7 朝日新聞 25 見守られ大水車解体へ 寄居・県立川の博物館　県立川の博物館のシン
ボル、大水車の解体工事が始まる　※写真

地域

2019/2/7 毎日新聞 20 短歌　■水野昌雄選　寄居・橋本秀樹　〈評〉 投稿

2019/2/7 毎日新聞 21 日本一奪還へ解体開始 寄居の博物館 木製大水車　（同日の朝日新聞
と同内容）　※写真

地域

2019/2/7 埼玉新聞 2

5選挙区に12陣営が出席 県議選北、説明会　県選挙管理委員会が6日、
県熊谷地方庁舎で4月に行われる県議選の北の5選挙区を対象に立候補予定者
説明会　北選挙区の選挙区ごとの出席者（陣営数）　▷北4区（深谷市・美里町・寄
居町、定数3）5

選挙

2019/2/7 埼玉新聞 9 [県内おでかけ情報] 展示　♦第1回寄居愛石会展（寄居）　15～17日、中央公
民館

イベント情報

2019/2/8 埼北よみうり 3 ママに在宅ワーク紹介 「ヨリママ」始動（寄居町）　（2/1埼玉新聞と同内
容）　※写真

行政

2019/2/8 埼北よみうり 6

2/16（土）、17（日） 「地域の話題」テーマ 深一高放送部 映像上映会
（深谷市）　県立深谷第一高放送部　「地域の話題を伝える」をテーマに映像作品
を制作　1月27日には秩父市の養蚕農家を取材した「養い、養われる」が関東地区
高校放送コンクールで最優秀賞　16日（土）、17日（日）に寄居町中央公民館で上
映会を開催　昨年1月に亡くなった寄居町の探石家・工藤信夫さんの思いを引き継
ぐ寄居愛石会の展示会で　工藤さんを取材した「一生一石」　※写真

文化・芸術

2019/2/8 埼玉新聞 8
再び日本一の座へ 県立川の博物館の大水車 秋ごろ完成予定 解体
作業始まる（寄居）　（2/7朝日新聞と同内容）　※写真

地域

2019/2/10 埼玉新聞 5 埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2019/2/11 毎日新聞 18
マラソン 実業団ハーフ　第47回全日本実業団ハーフマラソン大会　10日、山
口市　招待選手でハーフマラソン日本記録保持者の設楽悠太（Ｈｏｎｄａ）は欠場
（同日の朝日新聞に同様記事）

スポーツ（陸上）

2019/2/13 朝日新聞 26
埼玉マリオン ●アート　♦寄居愛石会展　15日[金]～17日[日]　寄居町中央公
民館

イベント情報

2019/2/13 読売新聞 33 ■危険運転した疑い　（同日の東京新聞と同内容） 事件・事故
2019/2/13 産経新聞 21 道交法違反で容疑2人逮捕　（同日の東京新聞と同内容） 事件・事故

2019/2/13 東京新聞 26 [NEWSフラッシュ] ★暴走運転の疑いで2人逮捕　男子生徒は無免許とい
う　（ほか同日の東京新聞と同内容）

事件・事故
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2019/2/13 埼玉新聞 5

「1軍復帰 活躍見せて」 深谷彩北リトルシニア がん公表[阪神]原口に
エール　深谷彩北リトルシニアは3日、OBで大腸がん闘病を公表した阪神タイ
ガースの原口文仁選手（26）に映像メッセージと寄せ書きを送った　寄居町出身の
原口選手は中学時代、寄居リトルシニア（当時）の4番打者として活躍　※写真

地域

2019/2/13 埼玉新聞 7 優秀選手15人表彰 県中学ラグビー　県ラグビー協会が11日、本年度の県
中学校優秀選手を発表　▷FW 鈴木楓己（寄居）　▷BK 冨田開登（寄居）　※写真

スポーツ（中学）

2019/2/13 埼玉新聞 8
[輝け！文化部] 知る喜び映像で伝える 県立深谷第一高放送部（深
谷市） 10年連続で全国出場　（2/8埼北よみうりと同内容）　※写真2

文化・芸術

2019/2/13 埼玉新聞 15

山岳道で車暴走 25歳男らを逮捕 道交法違反容疑で県警　飯能市の山
岳道路で暴走運転をしたとして県警交通捜査課と飯能署は12日、道交法違反（共
同危険行為）の疑いで、上尾市の会社員(男性)容疑者（25）と、当時19歳で専門学
校2年の元少年（20）＝寄居町＝を逮捕　昨年12月16日午前1時半～2時5分ごろ、
飯能市内の国道299号で高速度で走行する暴走運転をした疑い

事件・事故

2019/2/13 スポーツニッポン 4 19阪神全陣容　捕手 94 原口文仁 ㉗ 右右 182 92 10 帝京 スポーツ（プロ野球）

2019/2/14 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

3 書道　平成31年第71回埼玉県書きぞめ中央展覧会　【埼玉県書写書道教育連盟
賞】　川田真由（寄居用土小6）

文化・芸術

2019/2/15 読売新聞 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
2019/2/15 東京新聞 5 [私のイラスト]　中原友美（埼玉県寄居町）　※イラストの投稿 投稿

2019/2/15 埼玉新聞 10
新たな特産品 とろとろナスが商標登録（寄居）　新たな特産品として生産
している「寄居とろとろナス」が特許庁に商標登録される　2017年12月に登録申請
今年1月25日に正式登録　※写真

経済・産業

2019/2/16 毎日新聞 20
[さいたま歴史散歩] 鉢形城の攻防⑥ 早雲、堀越公方を滅ぼす　「堀越
公方」の滅亡　滅ぼしたのは伊勢宗瑞（北条早雲）　その子孫の北条氏邦がのちに
鉢形城（寄居町）の新たな主となる　※画像（北条早雲像〈小田原城天守閣蔵〉）

連載特集

2019/2/16 毎日新聞 21
探石家の密着作品上映 深谷第一高放送部ドキュメンタリー きょうと
あす寄居愛石会展 工藤さんしのび　（2/8埼北よみうりと同内容）　※写真

文化・芸術

2019/2/16 東京新聞 22

[秩父点描] 白装束姿の120人 早春の34札所巡拝　秩父地方の34カ所の
札所を巡る秩父先達会の「徒歩巡拝」が15日、始まり、白装束姿の約120人が早春
の秩父路を歩いた　寄居町の主婦長谷河由喜江さん（66）「退職を機に長女と20数
年ぶりに参加した。足腰を鍛えて健康で過ごせるようにしたい」　※写真

地域

2019/2/16 埼玉新聞 11 [まちひとであい] 催し　♦寄居町生涯学習まつり（寄居）　3月9日　中央公民館 イベント情報

2019/2/16 埼玉新聞 16
年間グランプリ 3作品決まる さいたまつりフォト　県は昨年7月～12月に
開催した「＃さいたまつり映えフォトコンテスト2018」の年間グランプリ3作品を発表
さいたまつり賞は新井あゆみさんの「寄居玉淀水天宮祭」　※作品画像

文化・芸術

2019/2/17 埼玉新聞 5 埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)石澤無涯 投稿

2019/2/18 読売新聞 23 [キャンプリポート2019] [4]阪神 不動の4番 生え抜きで　表-■昨年4番
で先発出場した打者の成績　原口　1(試合)　.000(打率)　0(本塁打)　0(打点)

スポーツ（プロ野球）

2019/2/18 読売新聞 29
[ＹＯＭＩＵＲＩ ＩＮＦＯＧＲＡＰＨＩＣＳ 見る] わが街の外国人材 外国人材
＠日本　※日本地図（全市区町村図）-色分け　寄居町-[緑]外国人割合1％以上
1.5％未満

特集

2019/2/19 スポーツニッポン 11
[スポニチ]19年セ・リーグ選手名鑑　♦セ･リーグ育成選手一覧♦　≪巨
人≫内(位置) 018(背番号) 田島洸成 ㉓(年齢) ➍(年数) 176(身長) 80(体重) 右左
(投打) 帝京(出身校) 300(年俸)

スポーツ（プロ野球）

2019/2/19 スポーツニッポン 13 [スポニチ]19年セ・リーグ選手名鑑　阪神タイガース　捕手　94　原口文
仁　※写真、プロフィール、過去3年の成績など

スポーツ（プロ野球）

2019/2/20 産経新聞 3

ホンダ閉鎖 英に打撃　ホンダの八郷隆弘社長は19日、英国での四輪車生産
から撤退すると発表　報道陣との主な一問一答 －電気自動車（ＥＶ）などの電動車
は日本、中国での生産が多くなるのか　「ハイブリッド車（ＨＶ）も含め主に日中から
輸出する。埼玉県の寄居工場で電動化技術を作り込み、販売量を見込める日米中
で水平展開し、グローバルに活用する」

経済・産業

2019/2/20 埼玉新聞 8
深谷彩北3回戦へ [リトルシニア]　〈春季関東大会代表決定戦〉　リトルシニ
ア関東連盟北関東支部の春季関東大会代表決定戦　17日、所沢中央リトルシニア
グラウンドなど　▷1回戦　深谷彩北6-2毛呂山武州

スポーツ（中学）

2019/2/20 埼玉新聞 8 さくら杯争奪ミニバス大会　第40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」【2位グループ】▷決勝　寄居67-47小川レインボー

スポーツ（小学）

2019/2/21 東京新聞 9
Ｊ1 18チーム選手名鑑2019　松本山雅　Ｊ2 1位　○(新卒、新加入)　榎本樹
⑲(2019年の満年齢)　ＦＷ(ポジション)　前橋育英高(前所属先)　（ほか2/22毎日新
聞に同様記事）

スポーツ（Ｊリーグ）

2019/2/22 読売新聞 27

ブータンのエース寄居に ＊東京五輪・陸上キャンプ地 サポーターと
初顔合わせ　2020年東京五輪でブータンの陸上競技の事前キャンプ地となって
いる寄居町で21日、同国のタシ・デンドゥップ選手（20）が、本番でキャンプを支える
ボランティア「ブータンサポーター」らと初顔合わせ　※写真

行政

2019/2/22 埼北よみうり 6 [ｐｉｃｋ ｕｐ]　イベント　防災を知ろう、作ろう、体験しよう！　3月9日（土）・10日
（日）　県立川の博物館

イベント情報

2019/2/22 埼北よみうり 7 寄居町駅伝競走大会 116チームたすきつなぐ　第64回寄居町駅伝競走大
会　10日　※各部門優勝チーム、写真

地域

2019/2/22 毎日新聞 21 [Ｊ1 ＬＥＡＧＵＥ］ 選手名鑑2019 きょう開幕　（2/21東京新聞と同内容） スポーツ（Ｊリーグ）

2019/2/22 埼玉新聞 9
議会だより全国最優秀 町民に耳傾け2年連続（寄居）　第33回町村議会
広報全国コンクールで、寄居町議会の「お元気ですか 寄居議会です」88号が2年
連続で最優秀賞を受賞　※写真

町議会

2019/2/23 毎日新聞 24 [さいたま歴史散歩] 鉢形城の攻防⑦ 政変続きの室町幕府 連載特集
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2019/2/23 埼玉新聞 14
県立美術館など14施設あす無料 天皇在位30年記念　県は24日、「天皇
陛下御在位三十年記念式典」に合わせた慶祝行事として、県立の博物館など14施
設を無料公開　県立川の博物館（寄居町）

文化・芸術

2019/2/24 朝日新聞 29

[平成とは ＠埼玉]　「花園」「深谷」小さな町二分　旧花園町　2004（平成
16）年11月14日、住民投票と町長選が同時にあった　歴史的にもつながりが強い
寄居町と合併して「花園市」になるか、深谷市などと一緒になるか　住民投票は110
票差で「深谷」　町長選は花園市派に軍配

連載特集

2019/2/24 埼玉新聞 5 埼玉俳壇　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤祥匡 (評)　(寄居)吉澤紀子　(寄居)石澤無涯 投稿
2019/2/24 埼玉新聞 17 [つれづれ]　切手シート3枚　大野順一（寄居町、72歳） 投稿
2019/2/26 朝日新聞 29 ●寄居の会社事務所が全焼　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故
2019/2/26 埼玉新聞 9 ♦郷土力士新番付♦　【三段目】▽湊竜 改め 鷹翔（寄居・湊） スポーツ（大相撲）

2019/2/26 埼玉新聞 16

[ニュースクリップ] ♦古タイヤ輸出会社の事務所など焼ける（寄居）　25
日午前4時10分ごろ、寄居町桜沢、貿易会社「山本商会」から出火、木造平屋建て
事務所が全焼　鉄骨平屋建て倉庫が一部焼け、止まっていた2㌧トラックが全焼、
ワゴン車も一部焼ける

事件・事故

2019/2/28 読売新聞 28

埼玉書道三十人展 5日から　書道界の第一線で活躍する県内書家30人の作
品を一堂に集めた「第44回埼玉書道三十人展」　3月5～10日、県立近代美術館
「鳥啼歌（坂本百次郎）」　♢加藤東陽　日展会友、東京学芸大名誉教授　寄居町
出品者30人の作品開設予定　▷8日　加藤東陽　※作品画像

文化・芸術

2019/2/28 毎日新聞 24 短歌　■水野昌雄選　寄居・橋本秀樹 投稿

2019/2/28 東京新聞 20 [情報の道しるべ ほっとなび 道楽行楽ガイド] ●探鳥会　★玉淀河原探
鳥会　3日　寄居駅南口駅前広場集合

イベント情報

2019/2/28 埼玉新聞 11

「桜沢みなの」5th誕生キャンペーン あすから秩父鉄道　秩父鉄道は、同
鉄道の鉄道むすめ「桜沢みなの」の誕生5周年をを記念し、同1日から31日まで「桜
沢みなの5thバースデーキャンペーン」を開催　「SL桜沢みなの5thバースデーエク
スプレス」の運行　記念乗車券を桜沢駅などで発売　※記念乗車券画像

経済・産業

2019/2/28 埼玉新聞 11 [新年度予算案]　♦寄居町　一般会計は前年度比3％増の120億3460万円 行政

2019/3/1 毎日新聞 20 第44回埼玉書道三十人展 出品者と作品紹介[3]　加藤東陽「鳥啼歌（坂
本百次郎）」　※写真、作品画像

文化・芸術

2019/3/1 埼玉新聞 18
町民と誕生日祝う ブータン陸上選手が訪問（寄居）　ブータンサポーター
との交流会で、2月22日のタシ選手の誕生日をケーキを贈って祝福　（ほか2/22読
売新聞と同内容）　※写真

行政

2019/3/2 読売新聞 30 「とろとろナス」商標登録 寄居の農家、特産化へはずみ 名称と図案
（2/15埼玉新聞と同内容）　※写真

経済・産業

2019/3/2 東京新聞 24 [秩父点描] 荒川上流 渓流釣り解禁　荒川上流で１日、渓流釣りが解禁　解
禁されたのは、玉淀湖（寄居町）より上流の荒川水系　※写真

地域

2019/3/2 埼玉新聞 1
[さきたま抄]　「試す人になろう」　ホンダ創業者、本田宗一郎の言葉　出身地、
浜松市の小学校へ創立100周年の記念に贈った言葉　ホンダゆかりの狭山市や寄
居町でないのは残念だが、この時期、門出を迎える人に「贈る言葉」だと感銘

コラム

2019/3/2 埼玉新聞 11
第44回埼玉書道三十人展 書壇を代表する埼玉の30人 新作を一堂
に展示　加藤東陽「鳥啼歌」　千紫会理事長（寄居町）　※写真、作品画像

文化・芸術

2019/3/3 東京新聞 20 [東京写真館]　▶第265回　[技能賞] 伐採 武内道直（埼玉県寄居町）　評 埼玉県
寄居町の築約百年の屋敷にある樫の木の伐採シーン

投稿

2019/3/3 埼玉新聞 7 埼玉俳壇　内野修選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)石澤無涯 投稿

2019/3/5
定年時代埼玉版
（朝日新聞）

6
[インフォメーション] ♦秩父路峠道ハイキング「カタクリの道から鐘撞堂山へ」
31日（日） イベント情報

2019/3/5 毎日新聞 24 [県議選の構図 '19統一地方選][1] 北4区、5氏による激戦か　〈北4区＝
深谷市、美里、寄居町、定数3〉

選挙

2019/3/5 東京新聞 22 [TOKYO MARATHON 2019]　▽男子成績　⑭設楽啓太（日立物流）　2時間
14分41秒

スポーツ（陸上）

2019/3/5 埼玉新聞 7
堀尾 日本人最高5位 設楽啓14位、大迫は棄権 東京マラソン　3日、東
京都庁前から東京駅前のコース　▷男子成績　⑭設楽啓太（日立物流）2時間14分
41秒　ここまで冷えるとは　設楽啓太（寄居町出身、武蔵越生高-東洋大出）の話

スポーツ（陸上）

2019/3/6 朝日新聞 24 埼玉マリオン ●イベント　♦防災を知ろう、作ろう、体験しよう　9日[金]、10日
[日]　寄居町の県立川の博物館

イベント情報

2019/3/6 東京新聞 24
世界選手権連覇の阿部第1シード 全日本体重別 柔道　全日本体重別
選手権（4月6、7日・福岡国際センター）　女子ですでに世界選手権代表に決まって
いる70㌔級の新井千鶴（三井住友海上）は出場しない

スポーツ（柔道）

2019/3/6 埼玉新聞 13
平均年齢は75歳 角山写真愛好展 10日まで小川　小川町の角山中区集
会所で地元の写真愛好家の仲間展　「妖光」（寄居）など町内外で撮影した風景写
真を展示　※写真

地域

2019/3/7 日本経済新聞 35
関越道の寄居スマートIC、下り線 28日開通 花園-本庄児玉IC間　東
日本高速道路（NEXCO東日本）は28日、関越自動車道の寄居スマートインターチェ
ンジ（IC）下り線（埼玉県寄居町）を先行開通　寄居パーキングエリア（PA）に併設

経済・産業

2019/3/7 埼玉新聞 13
土曜の学習支援 国語追加し拡大 寄居町　寄居町は、中学3年生対象の
講座「より・E土曜塾」に、これまでの英語と数学に国語を追加し主要3教科に拡大
する　2019年度予算案に計上

行政

2019/3/8 朝日新聞 19
トラ原口、練習再開 がん手術後　（同日のスポーツニッポンと同内容）　※写
真

スポーツ（プロ野球）

2019/3/8 読売新聞 27 ■原口復帰「よかった」　（同日のスポーツニッポンと同内容） スポーツ（プロ野球）
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2019/3/8 読売新聞 31 Ｆｒｉｄａｙさいたま カルチャー　＊イベント＊　♦防災について考えてみません
か？　9、10日、県立川の博物館

イベント情報

2019/3/8 埼北よみうり 1 花見へＧｏ！　氏邦桜（寄居町）　※写真 観光

2019/3/8 埼北よみうり 7 [部活] 頑張る県北の小中高生　第270回　寄居町立城南中学校 男子バス
ケットボール部　しっかり守って走り勝つ　※写真

スポーツ（中学）

2019/3/8 毎日新聞 19 原口「必ず甲子園に戻る」 大腸がん手術後初合流　（同日のスポーツ
ニッポンと同内容）　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/3/8 毎日新聞 20 [インフォメーション] イベント　●防災を知ろう、作ろう、体験しよう　9･10日、
県立川の博物館

イベント情報

2019/3/8 日本経済新聞 37 原口「必ず甲子園に」 阪神、がん手術後初合流　（同日のスポーツニッポ
ンと同内容）

スポーツ（プロ野球）

2019/3/8 産経新聞 17 阪神原口 術後初めてチーム合流 大腸がんを治療　（同日のスポーツ
ニッポンと同内容）　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/3/8 東京新聞 11 原口「今季必ず甲子園に」 阪神 がん手術後初合流　（同日のスポーツ
ニッポンと同内容）　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/3/8 埼玉新聞 5

鉢形領支えた人とは 歴史文化研究会 24日、調査成果を発表（秩父）
秩父歴史文化研究会　24日、市歴史文化伝承館で調査研究発表会「古文書から
見えてきた鉢形領を支えてきた人びと」　郷土史愛好家たちが北条氏邦に関する
古文書90点を調査してきた成果を発表　※写真

文化・芸術

2019/3/8 埼玉新聞 5

「不思議で、うれしい」 ふるさと大使 馬場さん、町民と共演（寄居）　寄
居町ふるさと大使のシンガーソングライター馬場俊英さんのふるさとコンサート　寄
居町中央公民館　寄居中吹奏楽部やシルバーコーラス隊「コーロはつらつ」と共演
※写真

文化・芸術

2019/3/8 埼玉新聞 10 阪神 原口がチーム合流 がんから復帰へ 「甲子園に戻る」　（同日のス
ポーツニッポンと同内容）　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/3/8 埼玉新聞 13 [つれづれ]　108回　大野順一（寄居町、72歳） 投稿

2019/3/8 スポーツニッポン 3

「お立ち台でやりたいことがある」 原口の誓い 今季中に甲子園 不屈
の27歳-大腸がん手術から合流　1月24日に大腸がんを患っていることを公
表し、手術を受けた阪神の原口文仁捕手（27）が7日、甲子園のクラブハウスを訪
れ、首脳陣や同僚にあいさつ　2軍本拠地・鳴尾浜球場の施設でトレーニング　大
腸がん啓発チャリティー活動　“グッチブレス”販売収益の全額をがん患者支援団
体に寄付　※経過、インタビュー、プロフィール、写真2

スポーツ（プロ野球）

2019/3/8 Tｈｅ Jａｐａｎ Tｉｍｅｓ 11

Haraguchi returns after cancer surgery　[NPB OSAKA] Hanshin Tigers
backup catcher Fumihito Haraguchi resumed training at the club's minor league
facility in Nishinomiya, Hyogo Prefecture on Thursday, after undergoing surgery
for colorectal cancer.

スポーツ（プロ野球）

2019/3/9 東京新聞 24
川の博物館で防災教室 きょうとあす　東日本大震災から8年を迎えるのを
前に、県立川の博物館（寄居町）で9、10の両日、「防災を知ろう、作ろう、体験しよ
う」が開かれる　防災士で立正大非常勤講師の杉内由佳さんの防災教室など

イベント情報

2019/3/9 埼玉新聞 11
選挙手帳携え投票Ｇｏ！ 寄居町選管が作成 スタンプやメモ欄も　寄居
町選管が、町民が自ら投票した選挙を記録する「選挙手帳」を県内で初めて作製
幅広い世代の投票率向上につなげる狙い　※写真

行政

2019/3/9 埼玉新聞 11 防災知って作って体験 きょうから寄居・川の博物館　（同日の東京新聞と
同内容）

イベント情報

2019/3/9 スポーツニッポン 23
マイトサーモン75㌢　◎群馬県桐生市の黒保根渓流フィッシング　春の足音が
聞こえ始めたルアー＆フライポンドで75センチ、5.7キロのマイトサーモンを釣り上げ
た埼玉県寄居町の山本嘉彦さん（52＝公務員）　※写真

その他

2019/3/10 埼玉新聞 5 埼玉俳壇　内野修選　(寄居)石澤無涯　(評)　(寄居)吉澤祥匡　(評)　(寄居)吉澤
紀子

投稿

2019/3/10 埼玉新聞 8 県体育協会被表彰者　会長特別賞　新井千鶴（三井住友海上＝世界選手権
女子70㌔級優勝・柔道）

受賞・表彰

2019/3/11 朝日新聞 17

ＭＧＣへ 男子30人女子14人 大迫・設楽ら9月15日に決戦　マラソン五輪
代表選考　東京五輪の代表選考会となる9月15日開催のマラソングランドチャンピ
オンシップ（MGC）のシリーズ最終戦が終了　男子は2度日本記録が生まれるなど
活性化　表-■男子MGCファイナリスト　設楽悠太　ホンダ　2.06.11(自己記録)　※
写真　（ほか同日のスポーツニッポンに顔写真入りMGC男子有資格者一覧）

スポーツ（陸上）

2019/3/11 読売新聞 13 男女44人が権利　表-■MGCシリーズ終了時点の出場権獲得者　設楽悠太
（同日の朝日新聞と同内容）

スポーツ（陸上）

2019/3/11 毎日新聞 19 ＭＧＣ 男女で明暗 強化の継続が必要　（同日の朝日新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2019/3/11 毎日新聞 26 男女44人 出場権獲得 マラソン五輪代表選考会 9月開催　表-♢男子の
MGC出場権獲得選手　設楽悠太　（同日の朝日新聞と同内容）

スポーツ（陸上）

2019/3/11 埼玉新聞 2 1月1日現在の県内市町村別推計人口　（県統計課調べ）　寄居町　世帯数
13,111　人口総数32,875　男16,319　女16,556

統計

2019/3/11 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】　鷹翔（寄居）○1-0　※春場所初日 スポーツ（大相撲）

2019/3/11 埼玉新聞 13
ランドセルカバー新1年生に贈呈 寄居署と交通安全協会　寄居署と寄
居地区交通安全協会が7日、管内9小学校に入学する新1年生434人にランドセル
カバーを贈呈　同署で贈呈式　代表園児5人に手渡す　※写真

行政

2019/3/12 朝日新聞 24 [2019統一地方選] 県議選の展望[5]完 北4区 5人で混戦模様 選挙
2019/3/12 日本経済新聞 35 寄居町選管、県内初の「選挙手帳」　（3/9埼玉新聞と同内容）　※写真 行政
2019/3/12 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【幕下・三段目】　鷹翔（寄居）や1-0　※春場所2日目 スポーツ（大相撲）
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2019/3/12 埼玉新聞 11
防災 知り作り体験 寄居 川の博物館で教室　防災について考えるイベント
「防災を知ろう、作ろう、体験しよう」が9、10日の両日、寄居町小園の県立川の博
物館で行われた　※写真

地域

2019/3/12 スポーツニッポン 3

熱い日本代表争いはこれだ 担当記者が紹介 大迫本命も“誰が勝っ
てもおかしくない”　マラソン男子　▲(予想) 埼玉県寄居町 設楽悠太（㉗ホン
ダ）　前日本記録保持者の設楽悠太（27＝ホンダ）は元日のニューイヤー駅伝を体
調不良で欠場すると全日本実業団ハーフ、東京マラソンも回避　レース勘に不安も
残る　※写真、プロフィール

スポーツ（陸上）

2019/3/13 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

3 ♦第389回珠算・暗算段位認定試験合格者♦　〈暗算〉　【初段】安念弘晃
（寄居男衾小6年）

文化・芸術

2019/3/13 読売新聞 23 [2020サバイバル] [2]男女マラソン ＭＧＣ効果「停滞」破る　表-■MGC
出場権獲得選手　設楽悠太　（3/11朝日新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2019/3/13 産経新聞 6

[耳目の門]⑥ 石井聡 がん闘病　がん患者の多さを実感するとともに、闘病
を公表する人が増えている印象　がん患者になんと言葉をかけたらよいか　長く議
論されてきた問題に国民は再び向き合っている　表-著名人とがん　原口文仁（27）
プロ野球選手（阪神）　※写真

連載コラム

2019/3/13 埼玉新聞 6
憧れの神宮 表情晴れやか 関東連盟開会式 202チーム堂々行進 [リ
トルシニア]　日本リトルシニア中学硬式野球協会関東連盟の開幕式　10日、神
宮球場　北関東支部の参加チーム　【北部ブロック】深谷彩北　※写真

スポーツ（中学）

2019/3/13 埼玉新聞 6
[リトルシニア] 深谷彩北 8強進出　〈春季関東大会代表決定戦〉　リトルシニ
ア関東連盟北関東支部の春季関東大会代表決定戦　9日、富士見リトルシニアグ
ラウンドなど　▷3回戦　深谷彩北5-4富士見

スポーツ（中学）

2019/3/13 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【幕下・三段目】　鷹翔（寄居）や1-0　※春場所3日目 スポーツ（大相撲）

2019/3/13 埼玉新聞 15

川越発ウルトラマラソン 小江戸から200㌔を完走　NPO法人小江戸大江
戸トレニックワールドが川越市発着の200㌔ウルトラマラソン「小江戸大江戸200ｋ」
を開催　小江戸コース91㌔など4種　小江戸コースは川越から深谷、寄居など県北
を周回

地域

2019/3/14 毎日新聞 21
♪町民と歌のコラボ♪ 寄居出身シンガー・ソングライター 馬場俊英さ
ん ふるさとコンサート　（3/8埼玉新聞と同内容）　※写真

文化・芸術

2019/3/14 埼玉新聞 1
['19統一地方選 直前情勢] 第1部 県議選⑫ 北4区 元職名乗り混戦
模様　定数3-5・深谷市、美里町、寄居町

選挙

2019/3/14 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】　鷹翔（寄居）○2-0　※春場所4日目 スポーツ（大相撲）
2019/3/15 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】　鷹翔（寄居）や2-0　※春場所5日目 スポーツ（大相撲）

2019/3/15 埼玉新聞 16

技能グランプリ 内閣総理大臣賞 Ｗで受賞 金子園芸6代目 金子さん
「不思議な縁」（寄居）　「天皇陛下御在位三十年記念 第30回技能グランプリ」
（厚生労働省など主催）が3月1日から4日まで開催され、寄居町用土の金子園芸6
代目金子峻昌さん（36）が「園芸装飾」職種でグランプリを受賞、合わせて内閣総理
大臣賞も獲得　父で5代目・正広さん（享年41歳）も36歳の時にグランプリを受賞　3
度目の挑戦で栄冠を手にした金子さんは「不思議な縁」と話す　※写真

受賞・表彰

2019/3/16 読売新聞 24

［スポーツの力］ 世界知り 変わる私 ブータンと陸上交流　「ブータンから
日本に来る留学生には、三つの場所に行くよう通達が出ているそうです。名誉総領
事館、都内のブータン料理のレストラン、そして埼玉県寄居町です」、と陸上競技の
元日本代表でブータン「スポーツ親善大使」の為末大氏（40）　昨年4月、ブータンの
首都ティンプーで「ブータン-ヨリイ 陸上選手権」と銘打った、同国初の陸上の全国
大会　寄居町などで高校生らも奔走して集めた寄付金が開催費の一部に　埼玉県
立寄居城北高の生徒2人が親善参加する費用にも　来日したタシ・デンドゥップ選
手（21）は、「寄居町の人々は、祖国の人よりもっと熱烈に、20年東京大会を目指せ
と応援してくれる。スポーツは僕に機会をくれた。力を尽くし、為末さんみたいに
人々に何かを返せる選手になりたい」　※写真2、ブータン・寄居町位置図

特集

2019/3/16 読売新聞 29

[2020サバイバル] [5]柔道 東京五輪で男女全階級の金メダルを期待される
柔道　まだ代表選考基準を決められない　全柔連は2017年3月、世界選手権代表
選考の新たな方針　18、19年は前年の世界選手権と国内開催のグランドスラムを
連勝した選手を代表とし効果を検証　今年8月の世界柔道は女子52㌔級の阿部詩
と70㌔級の新井千鶴（三井住友海上）が大会9か月前に代表切符

スポーツ（柔道）

2019/3/16 毎日新聞 20

[さいたま歴史散歩] 鉢形城の攻防⑧ 難攻不落 早雲が「独白」　のち
に子孫が鉢形城に入る伊勢宗瑞（北条早雲）は、自身も鉢形城を間近に臨んだ
1494年10月、上杉定正は宗瑞と共に高見原（小川町高見）に陣を張り、荒川対岸
の上杉顕定と対峙　近くに山内上杉氏の本拠、鉢形城　司馬遼太郎は著書『箱根
の坂』で、宗瑞に「敵の鉢形城は、(中略)（攻めようもない）早雲はおもった」と独白
させた　図-伊勢宗瑞（北条早雲）が活躍した頃の勢力図　※写真（鉢形城跡）

連載特集

2019/3/16 東京新聞 5 [時事川柳]　埼玉県寄居町　内田士郎 投稿

2019/3/16 埼玉新聞 6
女子70㌔級の新井らを表彰 記者クラブ柔道分科会　東京運動記者クラ
ブの柔道分科会が15日、2018年度の表彰選手として女子70㌔級の新井千鶴（三
井住友海上）＝寄居町出身、児玉高出＝を選ぶ

スポーツ（柔道）

2019/3/16 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】　鷹翔（寄居）●2-1　※春場所6日目 スポーツ（大相撲）

2019/3/16 埼玉新聞 11

[元気です] 桜で役場ロビー彩る　寄居町役場1階ロビーに桜の花は展示さ
れる　「一年中桜に出会える町よりい実行委員会」と「荒川グリーングリーン」が毎
年、敬翁桜を提供　飾り付けは、桂古流桂流の上席教授、長谷川紫音（本名＝文
子）さん（68）　※写真

連載コラム
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2019/3/16 朝日新聞(夕刊) 6

ブレス がん患者のため 闘病の阪神・原口 利益を寄付　大腸がんを公
表し、実戦復帰に向けてリハビリ中の阪神・原口　オリジナルブレスレットを発売
し、利益の全額をがん患者支援団体に寄付するチャリティー活動　発売から1週間
ほどで、すでに他の原口グッズと比べ5倍以上の売れ行き　青いブレスレットの名
前は、自身のニックネームにちなんだ「グッチブレス」　「Move On！～トモニミライ
ヘ～」という言葉をあしらう　1135円（税込み）　※写真、グッチブレスのデザイン画

スポーツ（プロ野球）

2019/3/17 毎日新聞 3

[質問なるほドリ] 陸上になぜ世界ランク？ 安定した結果評価 東京五
輪選考基準にも　陸上競技に世界ランキング　国際陸上競技連盟が2月に制度
の導入を発表　国際大会にエントリーする基準としてランキングを使う　記録と順位
を得点化し、毎週更新　大会を10段階に分け、それぞれの格付けも得点に加味し
て算出　最高ランクの大会は五輪と世界選手権　大半の種目は選手が出場した直
近1年の5大会、マラソンや1万メートルは1年半の2大会が対象　表-日本選手の世
界ランキング例　男子マラソン ㉔大迫傑 ㊼設楽悠太

スポーツ（陸上）

2019/3/17 埼玉新聞 5 埼玉俳壇　内野修選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匡 投稿
2019/3/17 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【幕下・三段目】　鷹翔（寄居）や2-1　※春場所7日目 スポーツ（大相撲）

2019/3/17 埼玉新聞 11

沿線キャラでコースター 秩父鉄道 23日からスタンプラリー　秩父鉄道
が23日から5月18日まで、沿線のキャラクターをデザインしたスタンプを集める「わく
わくスタンプラリー2019」を開催　スタンプ設置場所は熊谷、寄居など主要9駅と秩
父市内の観光案内所

観光

2019/3/18 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】　鷹翔（寄居）○3-1　※春場所8日目 スポーツ（大相撲）

2019/3/18 埼玉新聞 12

玉淀 息のむ渓谷美 寄居・県立川の博物館 かつての景色を紹介 5月
12日まで企画展　かつて長瀞と並ぶほどの渓谷美で多くの観光客などが訪れ
ていた寄居町の「玉淀」を紹介する「玉淀今昔物語-田山花袋が絶賛した渓谷美-」
が県立川の博物館で開かれている　写真や絵画など94点　※写真

文化・芸術

2019/3/19 東京新聞 12
[スポーツの「今」をもっと タイムライン] 五輪へ「いだてん」競走激化
表-MGC出場権獲得選手の経歴と自己ベスト　設楽悠太　（3/11朝日新聞と同内
容）　※写真

スポーツ（陸上）

2019/3/19 東京新聞 20 [県議選の情勢][彩の国2019選択][3]北1～5区　■北4区（定数3）＝深谷
市、美里・寄居町

選挙

2019/3/19 東京新聞 20

「秩父ジオグラビティパーク」オープン 非日常的スリル体感 つり橋 水
面からの高さ、最大57㍍　荒川上流の渓谷を利用した体験型レジャー施設
「秩父ジオグラビティパーク」が18日、秩父市荒川贄川にオープン　一番乗りとなっ
た寄居町寄居の会社員田嶋京子さん（39）は「キャニオンフライはあっという間だっ
た。足もとがブラブラして独特の浮遊感があった」と顔をほころばせた　※写真

地域

2019/3/19 埼玉新聞 2 2月1日現在の県内市町村別推計人口　（県統計課調べ）　寄居町　世帯数
13,125　人口総数32,859　男16,316　女16,543

統計

2019/3/19 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】　鷹翔（寄居）や3-1　※春場所9日目 スポーツ（大相撲）

2019/3/19 埼玉新聞 11
[クリック] 桜　寄居町の玉淀と円良田湖はかつて桜の名所　多くが老朽化し面
影薄れる　桜の復活を目指し町民有志団体「1年中桜に出会える町よりい実行委
員会」が活動

コラム

2019/3/19 埼玉新聞 11

佐藤さん、新井さん税務署長賞受賞 税の絵はがきコンクール　熊谷税
務署管内の小学6年生を対象にした「第4回税に関する絵はがきコンクール」　寄居
町立桜沢小の新井由宇さんの作品が熊谷税務署長賞　管内の54校から2935点の
作品　2月27日に表彰式が行われた　上位入賞者　熊谷税務署長賞＝新井由宇
※写真

受賞・表彰

2019/3/20 埼玉新聞 2
副町長に福島氏 寄居町　寄居町議会は3月定例会最終日の19日、東京ガス
埼玉支社顧問の福島勤氏（63）を副町長に選任する人事案を全会一致で同意　任
期は4月1日から4年間

町議会

2019/3/20 埼玉新聞 2 [叙位叙勲]　19日　従五位　元熊谷高校校長岩田明氏（83）　寄居町寄居（2月18
日死去）　（ほか3/21読売新聞に同様記事）

叙位叙勲

2019/3/20 埼玉新聞 6
[リトルシニア]　〈春季関東大会代表決定戦〉　リトルシニア関東連盟北関東支部
の春季関東大会代表決定戦　17日、熊谷市江南総合公園野球場など　▷準々決勝
浦和5-3深谷彩北

スポーツ（中学）

2019/3/20 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【幕下・三段目】☆鷹翔（寄居）○4-1　※春場所10日目 スポーツ（大相撲）

2019/3/20 埼玉新聞 9
♢サッカー　県シニア40リーグ3部第1節（17日・東松山岩鼻サッカー場）　ラハイナ
3-1寄居

スポーツ
　（シニアサッカー）

2019/3/20 埼玉新聞 14-16 公示地価一覧　♢大里郡♢　▷寄居町　（ほか同日の朝日(別刷り特集)、読売、毎
日、産経、東京新聞の各紙に同様記事）

経済・産業

2019/3/20 埼玉新聞 19

私財投じた旧正喜橋 [古写真にみる玉淀 県立川の博物館企画展「玉
淀今昔物語」]■1■　寄居町の「玉淀」　県名勝に指定されている荒川の景勝
地　昭和10年代に撮影された写真　後方にみえる旧正喜橋　大正9年に神谷茂助
氏が私財を投じて完成させた鋼鉄製のつり橋　※写真

連載特集

2019/3/21 東京新聞 14･19

[2019年プロ野球選手名鑑] セ6球団の新陣容 阪神タイガース　捕手
94(背番号) 原口文仁 27(年齢) 帝京高(出身校) 10(年数) 182(身長) 92(体重)  右

右(投打)　.315②(18年成績)　読売ジャイアンツ　育成内野手 018(背番号) 田島
洸成 23(年齢) 帝京高(出身校) ④(年数) 176(身長) 80(体重) 右左(投打)　（ほか
3/22産経、3/27毎日、3/28朝日(別刷り特集)、3/29読売(プロ野球開幕特集)に同
様記事）

スポーツ（プロ野球）

2019/3/21 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】☆鷹翔（寄居）●4-2　※春場所11日目 スポーツ（大相撲）

2019/3/21 埼玉新聞 11 [県内お出かけ情報] 桜祭り　♦氏邦桜ライトアップ（寄居）　4月10日まで　鉢
形城公園

イベント情報
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2019/3/22 埼北よみうり 2 [この碑(像)なんのひ]㊼ 【交野時萬の歌碑】（寄居町）　寄居町風布地区
の釜伏峠付近の山道に建つ歌碑　※写真

連載特集

2019/3/22 埼北よみうり 6 [ｐｉｃｋ ｕｐ]　イベント　寄って居ってまるちぇ　3月24日（日）　武蔵野銀行寄居支店
駐車場

イベント情報

2019/3/22 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【幕下・三段目】☆鷹翔（寄居）や4-2　※春場所12日目 スポーツ（大相撲）

2019/3/22 埼玉新聞 10 史跡鉢形城跡であす現地説明会（寄居）　23日、史跡鉢形城跡の発掘調査
成果と現地説明会を実施　※写真

行政

2019/3/23 毎日新聞 26

[さいたま歴史散歩] 鉢形城の攻防⑨ 北条支配への転機「河越夜戦」
伊勢宗瑞（北条早雲）から始まる小田原北条氏が鉢形城（現寄居町）を手に入れる
のに向けて大きな転機になったのが、1546年の「河越夜戦」　図-河越夜戦(1546
年)当時の勢力図

連載特集

2019/3/23 毎日新聞 27 鉢形領の武士研究 あす秩父で 郷土史愛好家ら発表　 （3/8埼玉新聞と
同内容）

文化・芸術

2019/3/23 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【幕下・三段目】☆鷹翔（寄居）や4-2　※春場所13日目 スポーツ（大相撲）

2019/3/24 読売新聞 33 [統一選2019] 県議選情勢[6] 定数3に5人の激戦 北4区　■北4区（深谷
市、美里町、寄居町・定数3）　図-県議選挙区（東10～12区、北1～5区）

選挙

2019/3/24 さいたま報知 5 県北中学校女子バレーボール交流会　第20回県北中学校女子バレーボー
ル交流会　2月3～11日、本庄シルクドーム　▷準々決勝　熊谷荒川2-0寄居

スポーツ（中学）

2019/3/24 埼玉新聞 7 埼玉俳壇　内野修選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子 投稿

2019/3/24 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【幕下・三段目】☆鷹翔（寄居）○5-2　※春場所14日目、本紙
「や」だが読売新聞により補正

スポーツ（大相撲）

2019/3/25 東京新聞 22 [彩の国情報ファイル]　[展覧会]　♦第40回記念寄居えの会展　4月12～14日、
寄居町中央公民館

イベント情報

2019/3/25 埼玉新聞 1 ['19統一地方選 直前情勢] 第4部 町議選 ㊦ （寄居町） 選挙
2019/3/25 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【幕下・三段目】☆鷹翔（寄居）や5-2　※春場所千秋楽 スポーツ（大相撲）

2019/3/26 毎日新聞 26

[埼玉ビズ+α] 技能グランプリ 知事に入賞報告 7職種11人と団体 向
上へなお意欲　さまざまな職種の技能士がものづくりの技を競う「技能グランプ
リ」で入賞した県選手団がこのほど、知事公館で上田清司知事に結果報告　技能
グランプリは2年に1度　今年は1～4日に神戸市などで開催　寄居町の「金子園芸」
社長、金子峻昌さん（36）は園芸装飾で最高賞の内閣総理大臣賞を受賞　※写真

受賞・表彰

2019/3/26 毎日新聞 27

['19統一地方選][3] 県北の人口減少 街の魅力高める工夫を　2月下
旬、寄居町の交流施設「まちタネ！」で、子育て中の母親に在宅ワークを提供する
ベンチャー企業「アンダースタンド」（東京）による説明会　町は昨年11月、「ママの
働きやすい町」を掲げて同社と包括連携協定を締結　じわじわと進む人口減少を
背景に、県北部を中心とした自治体は移住・定住促進のための政策を打ち出す
※写真

連載特集

2019/3/26 埼玉新聞 8 [ギャラリー情報]　♦第40回記念寄居えの会展（寄居）　4月12～14日、中央公
民館

イベント情報

2019/3/26 埼玉新聞 19
県内外から8561人 名所100選を快走 熊谷さくらマラソン　第29回熊谷さ
くらマラソン　24日、熊谷さくら運動公園など　各種目の1位　【5㌔】▷中学女子＝神
谷咲希

スポーツ（中学）

2019/3/27 朝日新聞 28 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山
へ　31日[日]、寄居町の秩父鉄道波久礼駅に集合

イベント情報

2019/3/27 読売新聞 33 [マラソン]　第29回熊谷さくらマラソン大会（3月24日）　【5㌔】♢女子▷中学　神谷
咲希（寄居城南中）17分44秒　（3/26埼玉新聞と一部同内容）

スポーツ（中学）

2019/3/27 毎日新聞 25 「氏邦桜」満開 寄居・鉢形城跡　寄居町の鉢形城跡にある町天然記念物の
エドヒガン桜が満開　※写真

観光

2019/3/27 埼玉新聞 13

船下りでアユを賞味 [古写真にみる玉淀 県立川の博物館企画展「玉
淀今昔物語」]■2■　3艘の小舟に分乗する和装・洋装の男女と子供たち　玉
淀が東京近郊の観光地としてにぎわうようになったのは昭和になってから　船下り
をしながら獲りたてのアユを賞味する楽しみ　※写真

連載特集

2019/3/27 埼玉新聞(第2部) 6･7
埼玉県特集2019 花めぐり 春の装い、多種多様に 浮き立つ、人も自
然も　寄居　【金尾山のツツジ】

特集

2019/3/28 埼玉新聞 6
[全国高校選抜大会] ボクシング　第2、第3日、26、27日・ALSOKぐんま総合
SC　▷男子ピン級準々決勝　尾崎優日（大阪・興国） RSC1回1分46秒 篠田覇時（花
咲徳栄）　※篠田覇時（花咲徳栄高1年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2019/3/28 埼玉新聞 11 [県内おでかけ情報］ ウォーキング　♦秩父路峠道ハイキング「カタクリの道
から鐘撞堂山へ」（寄居）　31日

イベント情報

2019/3/29 読売新聞 26
[柔道]　第28回県柔道紅白試合（2月17日・県立武道館）　《強化指定選手》　♢小
学生男子▷1年　中畝（明道館寄居警察署少年教室）　♢小学生女子▷2年　福山（男
衾ク）

スポーツ（小学）

2019/3/29 読売新聞 26 [マラソン]　第13回ふかやシティハーフマラソン（2月24日・深谷市仙元山公園発
着）　【優勝者】《3㌔》♢女子中学生　神谷咲希（寄居城南中）

スポーツ（中学）

2019/3/29 読売新聞 27 [統一選2019] 県議選130人出馬見通し　表-[選挙人名簿登録者数]28日現
在、県選管調べ　【北4区】 寄居町 28,933(総数) ▼413(前回比)

選挙

2019/3/29 読売新聞 28 [よみうり文芸] 川柳　西潟賢一郎選　【入選】寄居町　柴崎真一 投稿

2019/3/29 毎日新聞 27
['19統一地方選] きょう告示 県議選20選挙区無投票か　表-選挙人名簿
登録者数（28日現在）　寄居町 14,371(男) 14,562(女) 28,933(計)　（ほか同日の朝
日、産経、東京新聞の各紙に同様記事）

選挙

2019/3/29 埼玉新聞 14
[リトルシニア]　〈春季関東大会代表決定戦〉　21日から24日まで　深谷彩北リト
ルシニアグラウンドなど　「敗者復活トーナメント」　【A組】▷代表決定戦　深谷彩北
4-3大宮（タイブレーク八回）

スポーツ（中学）
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2019/3/29 埼玉新聞 14 [リトルシニア] 深谷彩北 逆転勝ち　〈北関東支部さくら大会〉　24日、熊谷市
江南総合公園野球場　▷1回戦　深谷彩北9-8上尾B（六回コールド）

スポーツ（中学）

2019/3/29 埼玉新聞 17
町ＰＲで手帳作製 情報と写真、日記機能も（寄居）　寄居町がオリジナル
手帳「YORII TOWN DIARY」を5千部製作し無償配布　町のパンフレットと手帳の機
能を備えている　※写真

行政

2019/3/30 毎日新聞 24 投票してスタンプを 寄居町が「選挙手帳」作製　（3/9埼玉新聞と同内容）
※写真

行政

2019/3/30 埼玉新聞 2 県議会議員選挙区選挙人名簿登録者数　北4区　深谷市、寄居町、美里町
78,596(男) 79,323(女) 157,919(計) 1,505(増減) 0.96(増減率％)

選挙

2019/3/30 埼玉新聞 5
県議選立候補者の顔ぶれ　北4区　深谷市、美里町、寄居町（定数3-5）　（ほ
か同日の朝日、読売、毎日、産経、東京新聞の各紙に同様記事）　※立候補者写
真、プロフィール

選挙

2019/3/30 埼玉新聞 23 埼玉の課題熱く訴え 県議選 元職加わり5人激戦　[北4区］深谷市、美里
町、寄居町　（ほか同日の朝日新聞に同様記事）

選挙

2019/3/30 埼玉新聞 24 県議選立候補者　♦北4区　深谷市、美里町、寄居町（定数3-5） 選挙

2019/3/31 毎日新聞 20

ラグビー 全国高校選抜大会　第20回全国高校選抜ラグビー大会　第2日、30
日、熊谷スポーツ文化公園　【予選リーグ】▷H組　流通経大柏（千葉）47-19大分舞
鶴（大分）　※石水健太（流通経大柏高3年、寄居中出身）出場　（ほか同日のス
ポーツニッポンに試合結果）

スポーツ（高校）

2019/3/31 埼玉新聞 5 埼玉俳壇　内野修選　(寄居)石澤無涯　(評)　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2019/4/1 毎日新聞 15

ラグビー 全国高校選抜大会　第20回全国高校選抜ラグビー大会　第3日、31
日、熊谷スポーツ文化公園　【予選リーグ】▷H組　流通経大柏（千葉）52-3北越（新
潟）　※石水健太（流通経大柏高3年、寄居中出身）出場　（ほか同日のスポーツ
ニッポンに試合結果）

スポーツ（高校）

2019/4/2 読売新聞 27 ■寄居 住宅火災81歳死亡　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故
2019/4/2 産経新聞 21 川口と寄居で火災、2人死亡　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故

2019/4/2 東京新聞 18 [NEWSフラッシュ] ★川口と寄居で住宅火災、2人死亡　（同日の埼玉新
聞と同内容）

事件・事故

2019/4/2 埼玉新聞 2 新ＪＡふかや 1日スタート 組合員の所得倍増目指す　ふかや農業協同
組合と榛沢農業協同組合が1日合併し、「新JAふかや」がスタート

経済・産業

2019/4/2 埼玉新聞 15
寄居で民家火災 81歳男性が死亡　1日午後0時55分ごろ、寄居町用土(男
性)（81）方から出火　木造2階建ての1階部分を焼き、(男性)は搬送先の病院で死
亡確認

事件・事故

2019/4/3 毎日新聞 18

ラグビー 全国高校選抜大会　第20回全国高校選抜ラグビー大会　第4日、2
日、熊谷スポーツ文化公園　【予選リーグ】▷H組　天理（奈良）52-7流通経大柏（千
葉）　※石水健太（流通経大柏高3年、寄居中出身）出場　（ほか同日のスポーツ
ニッポンに試合結果）

スポーツ（高校）

2019/4/3 埼玉新聞 6

[リトルシニア] 深谷彩北、富士見Ａなど8強　〈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大会（新2年生）　3月30、31日、行田総合運
動公園野球場など　▷2回戦　深谷彩北9-1NEWSガールズ（五回コールド）　▷3回戦
深谷彩北13-3戸田東（四回コールド）

スポーツ（中学）

2019/4/3 埼玉新聞 11
冬から春限定の仮橋 [古写真にみる玉淀 県立川の博物館企画展「玉
淀今昔物語」]■3■　雪の日の朝、子どもたちが荒川に架かる木橋を渡る　玉
淀河原の少し上流の子持瀬（こもちぜ）　冬から春の一時的な仮橋　※写真

連載特集

2019/4/4 埼玉新聞 12 [おひさしぶり！～同窓会だより～] 恩師を囲み50周年祝う　[寄居・折原
小学校 昭和44年度卒業]　（投稿者・神田昌文さん）　※写真

投稿

2019/4/4
月刊なるほどり
（毎日新聞）

2
陸上になぜ世界ランク？ 安定した結果評価 東京五輪選考基準にも
男女44人 出場権獲得 マラソン五輪代表選考会　（3/11、3/17毎日新聞と
同内容）

スポーツ（陸上）

2019/4/5 毎日新聞 18
[インフォメーション] イベント　●玉淀と鉢形城にまつわる民話を聞く会　13
日、県立川の博物館　開催中の企画展「玉淀今昔物語」の関連イベント　語り手は
「よりい民話研究会・民話語り きいてみい」の会員

イベント情報

2019/4/5 埼玉新聞 5 県議選 終盤情勢 北 現職3氏が先行　北4区 選挙

2019/4/5 埼玉新聞 7
春季県高校野球地区大会 東、西部10日開幕 南、北部は11日から
春季県高校野球地区大会の組み合わせが決定　※トーナメント表　北部　寄居城
北-北本　（ほか同日の朝日、毎日新聞、4/9読売新聞に同様記事）

スポーツ（高校）

2019/4/5 埼玉新聞 13
中間平緑地公園の展望デッキを改修 新に階段も設置（寄居）　老朽化
のため、昨年12月から行っていた寄居町秋山の中間平緑地公園の展望デッキの
全面改修工事が終わり、利用が再開された　※写真

行政

2019/4/6 読売新聞 29 Ｓａｔｕｒｄａｙさいたま レジャー　[イベント]　♦玉淀と鉢形城にまつわる民話を聞
く会　13日、県立川の博物館

イベント情報

2019/4/6 読売新聞 31 投票でスタンプ 選挙手帳いかが 寄居町選管 「思い思いに活用して」
（3/9埼玉新聞と同内容）　※写真

行政

2019/4/6 東京新聞 5 [時事川柳]　（埼玉県寄居町　ひとり蜂） 投稿

2019/4/6 埼玉新聞 1 桜の季節に汗ばむ陽気　5日の日本列島は関東を中心に気温が上昇　最高
気温　寄居町24.2度

気象

2019/4/6 埼玉新聞 9
県議選立候補者の顔ぶれ　北4区　深谷市、美里町、寄居町（定数3-5）　※
立候補者写真、プロフィール　（ほか同日の朝日、読売、毎日、産経、東京新聞の
各紙と、4/7朝日新聞に同様記事）

選挙

2019/4/7 産経新聞 21 [統一地方選2019]　表-■県議選 開票終了予想時間　北4区 深谷市・美里町・
寄居町　22：40

選挙
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2019/4/7 埼玉新聞 5 埼玉俳壇　佐怒賀直美選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子　(寄居)石澤無涯 投稿

2019/4/8 埼玉新聞 6

柔道世界選手権東京大会 新井ら代表入り　全日本柔道連盟は7日、世界
選手権東京大会（8月25日～9月1日・日本武道館）個人戦の男女日本代表14人を
発表　女子70㌔級の新井千鶴（三井住友海上）＝寄居町出身、児玉高出＝は既に
代表を決めていた　（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）

スポーツ（柔道）

2019/4/8 埼玉新聞 16 県議選開票結果 北4区　深谷市、美里町、寄居町　定数3-5　選管最終　（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）

選挙

2019/4/8 スポーツニッポン 7 男子8人 女子6人 代表選出　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（柔道）
2019/4/9 朝日新聞 20 投票率アップ あの手この手　（3/9埼玉新聞と同内容）　※写真 行政

2019/4/9 毎日新聞 25 県議選期日前 33万5106人投票　有権者の8.13％　県議選の期日前投票
の割合が高い自治体　①さいたま市西区13.19％②北本市12.74％③寄居町
10.34％

選挙

2019/4/9 東京新聞 20 県議選の投票者数・率　北4区　寄居町　28,529(当日有権者数)　9,967(投票者
数)　34.94(投票率)　（ほか同日の産経新聞に同様記事）

選挙

2019/4/9 東京新聞

女性県議4増14人　7日に投開票の県議選では、女性が14人当選　2015年の前
回選挙の10人から4人増えて全体の15％を占めた　女性候補自体は26人と前回よ
り2人少なかったが、半数以上が議席を得た　北4区（深谷市・美里町・寄居町、定
数3）でも女性が1位で当選

選挙

2019/4/9 埼玉新聞 6 2019県議選・市町村別投票率　北4区　深谷市、美里町、寄居町　投票者数
28,497(男) 27,677(女) 56,174(合計)　投票率（％） 36.78(男) 35.28(女) 36.03(計)

選挙

2019/4/9 埼玉新聞 7
新県議の顔ぶれ　北　北4区　深谷市、美里町、寄居町（定数3）　※当選者写
真、プロフィール　（ほか4/8読売、同日の毎日、日経、産経、東京新聞の各紙に同
様記事）

選挙

2019/4/9 埼玉新聞 7 2019県議選 選挙区別・党派別得票　北4区　深谷市、美里町、寄居町　（ほ
か同日の読売、毎日新聞に同様記事）

選挙

2019/4/9 埼玉新聞 10
♢サッカー　県シニア40リーグ3部第3節（7日・熊谷葛和田サッカー場）　めぬま2-
2寄居

スポーツ
　（シニアサッカー）

2019/4/9 埼玉新聞 11

設楽悠の思い出胸に 石川氏、指導者の道へ　五輪男子マラソン2016年リ
オ大会代表の石川末広氏（39）＝ホンダ＝が3月20日に引退表明　リオ五輪代表を
引き寄せた16年のびわ湖毎日マラソン　ペースメーカーは同じ所属先の設楽悠太
（寄居町出身、武蔵越生高-東洋大出）　その後日本記録を更新するまでに成長し
た後輩と一度もレースで対決せずに引退となり残念そう

スポーツ（陸上）

2019/4/9 毎日新聞(夕刊) 7

新紙幣 驚き喜ぶ関係者　20年ぶりとなる紙幣の刷新が政府から発表された9
日、渋沢栄一の生家がある埼玉県深谷市も喜びに沸く　渋沢栄一記念館に来てい
た同県寄居町の自営業、磯野圭作さん（49）は「たくさんの業績がある人なので、今
まで肖像画に採用されなかったのが逆に不思議だった。多くの人に業績を知って
ほしい」と話す

その他

2019/4/10 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2 野球　■日本リトルシニア中学硬式野球春季関東大会代表決定戦兼ひびき杯争
奪大会の記録　（3/20、29埼玉新聞と同内容）

スポーツ（中学）

2019/4/10 埼玉新聞 6 [リトルシニア]　〈北関東支部さくら大会〉　6、7日、浦和リトルシニアグラウンドな
ど　▷準々決勝　富士見A12-11深谷彩北

スポーツ（中学）

2019/4/10 埼玉新聞 6 [リトルシニア]　〈関東連盟春季大会〉　7日、深谷彩北リトルシニアグラウンドな
ど　▷1回戦　瑞穂7-1深谷彩北

スポーツ（中学）

2019/4/10 埼玉新聞 6 リトルシニア関東連盟春季大会チーム紹介㊦ 深谷彩北　※チームプロ
フィール、メンバー、監督・主将コメント、写真

スポーツ（中学）

2019/4/10 埼玉新聞 13

新橋完成で観光鵜飼 [古写真にみる玉淀 県立川の博物館企画展
「玉淀今昔物語」]■4■　一時期だけの観光鵜飼　昭和32（1957）年8月29日
付の埼玉新聞　正喜橋が鉄筋コンクリート造りに架け替えられたときの記事　鵜飼
の写真は紙面には掲載されなかった　※写真

連載特集

2019/4/10 埼玉新聞 13 [まちひとであい] 催し　♦「玉淀と鉢形城にまつわる民話を聞く会」（寄居）　13
日、県立川の博物館

イベント情報

2019/4/11 読売新聞 29 寒さ真冬並み 桜も雪化粧　県内は10日、真冬並みの寒さ　秩父市で午前11
時に2㌢の積雪　日中の冷え込み　寄居町で午後0時24分に0.5度を観測

気象

2019/4/11 産経新聞 23 季節外れの寒さ 秩父や熊谷で降雪　（同日の読売新聞と同内容） 気象
2019/4/11 埼玉新聞 1 4月に桜と雪 競演　（同日の読売新聞と同内容） 気象

2019/4/12 読売新聞 29
63市町村予算 2兆5250億円 7年連続最高更新 幼保無償化が影響
表-■県内市町村の一般会計当初予算　寄居町　120(当初予算額/億円)　3.0(前
年度比/％）

行政

2019/4/12 埼北よみうり 2 [スポットライト] 技能グランプリ 最高位の内閣総理大臣賞　(有)金子園
芸 代表取締役 金子峻昌さん（36・寄居町）　※写真2

連載コラム

2019/4/12 埼北よみうり 3 7370人完走 熊谷さくらマラソン大会（熊谷市）　各部門上位の結果　（3/26
埼玉新聞と同内容）

2019/4/12 埼北よみうり 4 間もなく届きます 花だより　金尾山つつじ（寄居町）　蓮光寺（寄居町） 観光

2019/4/12 埼玉新聞 1

['統一地方選] 町議選180人出馬へ 3町で無投票の可能性　統一地方
選の最終戦となる町議選は16日、告示　現時点で吉見、横瀬、寄居の3町で無投
票の可能性　定数16の寄居町は前回20人が名乗りを挙げたが、無投票となれば
初めて　表-12町議選の定数　寄居町（16）

選挙

2019/4/12 埼玉新聞 7 [春季高校野球地区大会］　【北部】▷C組1回戦　北本7-0寄居城北（七回コー
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（高校）
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2019/4/12 埼玉新聞 11
町民が選ぶ観光資源 「宝ものマップ」発行（寄居）　寄居町は、町民アン
ケートで募集した“寄居の宝もの”を掲載した観光パンフレット「寄居宝ものマップ」
を発行　A4版で5千部を印刷　※写真

行政

2019/4/13 毎日新聞 18

[さいたま歴史散歩］ 鉢形城の攻防⑩ 謙信が「越山」で関東侵攻　小
田原北条氏の台頭をきっかけに、公方、管領とも権威を失墜　関東管領山内上杉
憲政は1552年、越後の長尾景虎の下に身を寄せる　景虎は管領職と上杉の家名
を譲り受けて上杉謙信と名乗り、関東侵攻を繰り返す　図-上杉氏と長尾氏の関係
図、上杉謙信画像

連載特集

2019/4/13 埼玉新聞 14

柔道の新井選手 県警ポスターに 少年犯罪被害 非行防止啓発　県警
は、柔道女子70㌔級で昨年の世界選手権などを制した寄居町出身の新井千鶴選
手（25）＝三井住友海上＝をモデルに少年犯罪被害・非行防止啓発ポスターを作
成　金メダルを掲げる新井選手の写真と「輝け！未来の自分」とメッセージ　※写真

行政

2019/4/14 埼玉新聞 5 埼玉俳壇　佐怒賀直美選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匡 投稿
2019/4/16 読売新聞 12 [Ｕ-25]　渡辺有紀　21　埼玉県寄居町　※イラストの投稿 投稿

2019/4/16 埼玉新聞 1
['19統一地方選] [町議選] 吉見、横瀬、寄居 無投票の可能性　統一地
方選後半戦　町議選は16日に告示　現段階でで吉見、横瀬、寄居の3町で無投票
となる可能性がある　（ほか同日の産経、東京新聞に同様記事）

選挙

2019/4/16 埼玉新聞 9

設楽悠は9位　陸上の選抜中・長距離　陸上の選抜中・長距離大会　14日、
熊本市えがお健康スタジアム　タイムレースの男子5000㍍　マラソン前日本記録保
持者の設楽悠太（ホンダ）＝寄居町出身、武蔵越生高出＝は9位だった　（ほか同
日の読売新聞に同様記事）

スポーツ（陸上）

2019/4/17 読売新聞 29
町議選179人出馬 横瀬、寄居は無投票　統一地方選後半戦が16日告示
横瀬、寄居の2町議選で無投票当選が決まる　一覧表-町議選無投票当選者　♢寄
居町♢（定数16）　（ほか同日の朝日、毎日、産経、東京新聞の各紙に同様記事）

選挙

2019/4/17 東京新聞 2 無投票当選 相次ぐ [2019統一地方選]　表-無投票となった関東の町村長
選、町村議選　議員選　埼玉　寄居町

選挙

2019/4/17 埼玉新聞 1 ['19統一地方選] 横瀬、寄居は無投票 [町議選]　表-県内町議選の党派
別立候補者数　（ほか同日の読売新聞と同内容）

選挙

2019/4/17 埼玉新聞 2 町議選が行われる町の選挙人名簿登録者数　（2019年4月15日現在）　寄
居町　16(定数)　14,359(男)　14,552(女)　28,991(計)　-1.45(増減率％)

選挙

2019/4/17 埼玉新聞 7

「3連覇への挑戦」 新井、世界柔道向け意欲　柔道の世界選手権（8月25
日～9月1日・日本武道館）女子日本代表が16日、ナショナルトレーニングセンター
で強化合宿を報道陣に公開　70㌔級で2年連続世界一の新井千鶴（三井住友海
上）＝寄居町出身、児玉高出＝が3連覇に意欲　※写真

スポーツ（柔道）

2019/4/17 埼玉新聞 15

佐々紅華が愛した地 [古写真にみる玉淀 県立川の博物館企画展「玉
淀今昔物語」]■5■　風光明媚な玉淀が気に入り、住まいを移した著名人
1913年に歌舞伎の七代目松本幸四郎が別荘、32年に作曲家の佐々紅華が新居、
45年に洋画家の安井曾太郎が疎開　紅華の住まいは今、割烹旅館「京亭」　かつ
て池波正太郎も泊まり、鉢形城を取り上げた時代小説「忍びの旗」を執筆　※写真

連載特集

2019/4/17 埼玉新聞 19
［'19統一地方選］ 「まちに活気なくなる」 2町議選で無投票 町政施行
後初めて [寄居町議選]　寄居町議選（定数16）は現職13人、新人3人の計16
人が立候補　1955年2月11日の町政施行後、一般選挙で初の無投票　※写真

選挙

2019/4/17 スポーツニッポン 7

[阪神] 大腸がん手術後初の屋外フリー 原口　今年1月31日に受けた大腸
がんの手術から復帰を目指す原口が鳴尾浜球場で術後初の屋外フリー打撃を敢
行　打撃投手とマシン相手に80スイングし、柵越え5本　2月14日から甲子園球場で
リハビリを開始し、3月7日から2軍に合流

スポーツ（プロ野球）

2019/4/17 スポーツニッポン 6 新井3連覇必ず 柔道女子[日本]代表合宿　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（柔道）

2019/4/18 東京新聞 22 梨の幸水の花 満開　神川町特産の梨の花が満開　※写真、中日写真協会埼
玉支部の武内直道さん撮影

その他

2019/4/18 埼玉新聞 6

陸上 春シーズン 設楽 岐阜でハーフ　陸上の春シーズン　マラソン勢は東
京五輪代表選考会「グランドチャンピオンシップ（MGC）」を控え調整の時期　設楽
悠太（ホンダ）＝寄居町出身、武蔵越生高-東洋大出＝は4月28日のぎふ清流ハー
フに出場　※写真

スポーツ（陸上）

2019/4/18 埼玉新聞 6

新井はボルダリング 柔道代表が他競技体験　柔道の世界選手権日本代
表が17日、報道陣に公開した強化合宿で日本文化や他競技を体験し、視野を広げ
た　女子は70㌔級で2年連続世界一の新井千鶴（三井住友海上）＝寄居町出身、
児玉高出＝らが、専用施設でスポーツクライミング日本代表の指導を受けた　※写
真　（ほか同日の読売新聞に同様記事）

スポーツ（柔道）

2019/4/18 埼玉新聞 7
♢サッカー　県シニア40リーグ3部第4節（14日・SFAフットボールセンター）　本庄
3-1寄居

スポーツ
　（シニアサッカー）

2019/4/18 読売新聞(夕刊) 3

岩貞 復活懸けるカーブ 女房役・原口が後押し　阪神の岩貞祐太（27）が
今季から再びカーブに取り組む　6年目左腕の挑戦の裏に、病気からの復活を目
指す女房役の助言　同学年の原口文仁（27）にアドバイスされる　「自分のいい部
分を引き出してくれる」と信頼を寄せる原口の言葉に背中を押された

スポーツ（プロ野球）

2019/4/19 日本経済新聞 29 [ＣｏｕｎｔＤｏｗｎ ＴＯＫＹＯ2020] 陸上にもランキング制度　（3/17毎日新聞
と同内容）

スポーツ（陸上）

2019/4/19 埼玉新聞 2 3月1日現在の県内市町村別推計人口　（県統計課調べ）　寄居町　世帯数
13,126　人口総数32,812　男16,287　女16,525

統計

2019/4/19 埼玉新聞 4
技能グランプリ 知事に入賞報告 「技術磨き継承」を約束　「第30回技能
グランプリ」の「園芸装飾」職種でグランプリと最高賞の内閣総理大臣賞を受賞した
金子園芸（寄居町）の金子峻昌社長ら入賞者が、上田知事を訪ね報告　※写真

受賞・表彰
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2019/4/19 埼玉新聞 9
地域の頼れる消防拠点完成 花園消防署寄居分署（寄居）　建設が進め
られていた花園消防署寄居分署が完成、26日から稼働する　総工費4億1744万円
鉄筋コンクリート一部鉄骨造りの2階建て　※写真

行政

2019/4/20 産経新聞 27 熊谷で25.1度 今年初の夏日　熊谷地方気象台は19日、熊谷で最高気温25.1
度となり、今年初めて夏日を記録したと発表　▷寄居24.6度

気象

2019/4/20 埼玉新聞 19

元交際相手に執ようにメール 男逮捕、女性一時不明　元交際相手女性
に執ようにメールを送ったとして、県警人身安全対策課と捜査１課、寄居署は19
日、ストーカー規制法違反の疑いで、群馬県太田市、無職の男（40）を逮捕　9日か
ら15日の間、県北部に住む20代女性にストーカー行為をした疑い　16日午後5時40
分ごろ、女性から「追い掛けられている」と110番　警察官が小川町内の路上で窓ガ
ラスが割られた女性の車を発見　男の関与が浮上し2人を捜索　翌17日、千葉県
神崎町で男の車を発見　19日午前9時10分ごろ、男と女性が近くの学校に現れる
県警は9日、女性から相談を受け、男には女性に連絡しないように警告　女性は16
日に被害届を出す予定だった　県警は男が女性を連れ去った疑いも視野に調べる
（ほか同日の朝日、読売、毎日、産経、東京新聞の各紙に同様記事）

事件・事故

2019/4/21 さいたま報知 1
熊谷さくらマラソン 中学生女子の部 記録34秒更新 神谷が初制覇　高
校生や一般を含めても3番手となる好タイム　「今年は優勝を狙っていたのでうれし
い」と笑顔　（ほか3/26埼玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（中学）

2019/4/21 埼玉新聞 9 [関東高校県予選] ハンドボール　20日（第1日・くまがやドーム）　【女子】▷e
組2回戦　所沢北17-9寄居城北

スポーツ（高校）

2019/4/21 埼玉新聞 9
[県高校総体] 陸上　20日　各地区予選　「西部」（第3日・川越運動公園陸上競
技場）　【男子】▷5000㍍　①小島岳斗（武蔵越生）15分10秒　※小島岳斗（武蔵越
生高2年、城南中出身）

スポーツ（高校）

2019/4/21 埼玉新聞 11

北条武将のパネル登場 寄居 まつりＰＲで名前記入　5月19日に開かれ
る「寄居北條まつり」　役場1階ロビーに、文字枠の中に自分の名前を書き込む特
製パネルが設置された　鉢形城三鱗会が製作　イラストは東京都の墨絵師、近藤
あつしさん　※写真

観光

2019/4/22 埼玉新聞 7 [県高校総体] サッカー女子　21日（第1日・庄和高校）　▷1回戦　大宮開成1-0
寄居城北

スポーツ（高校）

2019/4/23 産経新聞 22 統一地方選 後半戦の記録 [無投票当選者]　♢寄居町　（16人）　図-統一
選後半戦改選マップ

選挙

2019/4/23 産経新聞 23 [統一地方選2019]　表-【市町別投票率】　寄居町　－(無投票/今回)　58.78(％
/前回)

選挙

2019/4/23 埼玉新聞 2 市・町議選の党派別当選者数　寄居町 選挙

2019/4/23 埼玉新聞 2 市町議会議員選挙投票結果集計　寄居町　無投票 （ほか同日の東京新聞
に同様記事）

選挙

2019/4/23 埼玉新聞 6 ＧＷ直前！県内外レジャー情報 楽しさ、感動、わくわく体験　[ヘラブナ
釣りのメッカ]　円良田湖　寄居町　※写真

観光

2019/4/23 埼玉新聞 10 ♢バレーボール　県高校春季各地区支部大会（20、21日）　【北部】▷女子準々決
勝　成徳大深谷2-0寄居城北

スポーツ（高校）

2019/4/24 埼玉新聞 4
[私募債発行]　♦製茶卸売業、荻野商店（寄居町、荻野真仁社長）　12月28日付
で寄贈品付CSR私募債5千万円を発行　調達資金は運転資金に充てる　寄贈先は
寄居町立寄居小学校

経済・産業

2019/4/24 埼玉新聞 6
[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　21日、ふじみ野市営球場など　▷1回戦　三郷9-3
深谷彩北

スポーツ（中学）

2019/4/24 埼玉新聞 6
[リトルシニア] 深谷彩北が初勝利　〈北部ブロックリーグ〉　リトルシニア関東
連盟北関東支部の北部ブロックリーグ　宇都宮リトルシニアグラウンド　宇都宮3-0
深谷彩北　深谷彩北8-0前橋（五回コールド）

スポーツ（中学）

2019/4/24 埼玉新聞 13

都市開発へ砂利供給 [古写真にみる玉淀 県立川の博物館企画展
「玉淀今昔物語」]■6■　御者を載せた馬車　2本のレールが走り、引いている
のは箱状のトロッコ　砂利が積まれ、レールは荒川の河原から寄居駅まで延び、貨
物列車で東京方面へ運ばれた　※写真

連載特集

2019/4/25 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

1 リトルシニア野球北関東支部さくら大会　【決勝トーナメントの記録】　（4/3、
10埼玉新聞と同内容）

スポーツ（中学）

2019/4/25 日本経済新聞 39

[埼玉平成史]▶下 ホンダ誘致、製造業 後押し 県の積極姿勢 企業動
かす 寄居に新工場　首都圏各地へのアクセスに優れ、人材も確保しやすい埼
玉県内には、平成の間に多くの有力企業が進出　県も2005年から企業誘致に本腰
05年12月、ホンダの新工場計画の情報　県幹部がホンダ側に極秘で接触　06年2
月に寄居町への進出が内定　リーマン・ショックの影響で計画遅れたが、13年7月
に新工場が稼働、寄居で約2000人が働き始めた　ホンダは21年度をめどに狭山工
場での生産を寄居に集約する方針　※写真

経済・産業

2019/4/25 東京新聞 22 [情報のみちしるべ ほっとなび] 道楽行楽ガイド　●歩く会　★よりい寺社
めぐりと緋色の金尾山ハイキング（埼玉）　29日～5月3日　秩父鉄道寄居駅で受付

イベント情報

2019/4/25 埼玉新聞 8 [彩の国 さいたまの春まつり］　祝　第58回寄居北條まつり 観光

2019/4/25 埼玉新聞 9
［県内おでかけ情報］ イベント　♦かわはくGWまつり（寄居）　5月3日～5日、

県立川の博物館　ウォーキング　♦秩父鉄道・JR東日本高崎支社合同ハイキン
グ「よりい寺社めぐりと緋色の金尾山ハイキング」（寄居）　29日～5月3日

イベント情報

2019/4/26 埼北よみうり 4 ［ありがとう 平成 さようなら］　寄居町　保泉竑さん（72）　※写真 特集
2019/4/26 埼北よみうり 6 ［埼北5月ｉｎｆｏ］　19日（日）　♦寄居北條まつり　玉淀河原ほか（寄居町） イベント情報

2019/4/26 埼北よみうり 6 [ｐｉｃｋ ｕｐ] 作品展　清澤正孝水彩画展　寄居町の画家・清澤正孝さんの水彩画
展　開催中～4月30日　八木橋百貨店

イベント情報
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2019/4/26 埼北よみうり 8 宝さがし感覚で散策を 「寄居宝ものマップ」発行（寄居町）　（4/12埼玉
新聞と同内容）　※写真

行政

2019/4/26 埼玉新聞 13
山を染める「赤」 金尾山、ツツジ5千株（寄居）　ツツジの自生地として知ら
れる寄居町の金尾山でツツジの花が咲き誇り、山全体が赤色に染まる　「金尾山
つつじまつり」を5月5日まで開催　※写真

地域

2019/4/27 読売新聞 27 Ｓａｔｕｒｄａｙさいたま レジャー　[イベント]♦かわはくGWまつり　5月3日～5日、
県立川の博物館

イベント情報

2019/4/27 毎日新聞 20 [さいたま歴史散歩］ 鉢形城の攻防⑪ 古河公方、五代で途絶える　図
-古河公方をめぐる系譜

連載特集

2019/4/27 東京新聞 5 ［時事川柳］　（埼玉県寄居町　ひとり蜂） 投稿

2019/4/27 埼玉新聞 2 ［叙位叙勲］　（26日）　▷正六位瑞宝双光章　元寄居町立寄居中学校長石田茂
氏（69）＝寄居町保田原（4月3日死去）　（ほか同日の読売新聞に同様記事）

叙位叙勲

2019/4/28 埼玉新聞 5 埼玉俳壇　佐怒賀直美選　(寄居)吉澤祥匡 (評)　(寄居)吉澤紀子　(寄居)石澤無
涯

投稿

2019/4/28 スポーツニッポン 10 [今日号砲 高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン]　27日、岐阜市内のホテ
ルで有力選手記者会見　※写真（設楽悠太ら）

スポーツ（陸上）

2019/4/29 朝日新聞 12 ▶設楽悠が5位　（同日の東京新聞と同内容） スポーツ（陸上）
2019/4/29 読売新聞 13 設楽悠が5位　（同日の東京新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2019/4/29 毎日新聞 19

トラック転向組上位に ＭＧＣ出場権 優遇記録突破なし　東京五輪マラソ
ン代表を争う「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」の第一関門が28日で終
了　出場権獲得者は男子34人、女子15人　陸連の狙い通り、マラソンに挑戦する
選手が増えた　目立つのが、トラック種目スピードランナーのマラソン転向　男子で
は設楽悠太（Honda）が18年2月に16年ぶりの日本記録となる2時間6分11秒を出
し、大迫傑（ナイキ）は同年10月、2時間5分50秒と記録を更新　一方、MGC本番の
選考で優遇される「MGC派遣設定記録」（男子2時間5分30秒、女子2時間21分0秒）
を突破する選手は出なかった　世界では、男子で2時間1～3分台を連発　大迫や
設楽の記録は世界トップ級でない現実　表-MGC出場権を獲得した選手

スポーツ（陸上）

2019/4/29 毎日新聞 19 ★設楽が日本人最高5位　（同日の東京新聞と同内容） スポーツ（陸上）
2019/4/29 産経新聞 16 ◎設楽5位、上原6位　（同日の東京新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2019/4/29 東京新聞 18

ぎふ清流ハーフマラソン 設楽が5位 日本勢最高 復調の走りに「満
足」　ぎふ清流ハーフマラソン　28日、岐阜長良川競技場発着　男子では日本記
録保持者の設楽悠太（ホンダ）が1時間1分36秒で日本人最高の5位　10㌔付近で
トップ　レース中盤を引っ張る　終盤に失速し自身が持つ日本記録に及ばなかった
が「優勝争いに絡むことができ満足している」とうなずいた　※写真

スポーツ（陸上）

2019/4/29 埼玉新聞 6 設楽悠5位、川内は22位 ぎふ清流ハーフマラソン 「上出来」の力走
（同日の東京新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2019/4/29 埼玉新聞 11
5月1日に一部業務実施 寄居町　寄居町は5月1日、一部の窓口業務と保育
業務を実施　町民課と税務課で午前10時から午後3時まで　保育は午前8時半から
午後5時までで寄居保育所と男衾保育所

行政

2019/4/29 スポーツニッポン 6 ぎふ清流ハーフマラソン 設楽悠5位　（同日の東京新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2019/4/30 埼玉新聞 5 城西川越など4強 県中学ラグビー　ラグビーの第35回県中学生大会第2日
29日、熊谷ラグビー場　▷準々決勝　寄居75-19熊谷富士見

スポーツ（中学）


