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掲載日 掲載紙 紙面 記事見出・記事概要 件名

2019/5/1 朝日新聞 13
ＭＧＣ権利確定 男子34人 女子15人　9月15日に開催される東京五輪の代
表選考会マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）への出場権を獲得した選手が
4月30日に確定　【MGC出場権獲得選手】▷男子　設楽悠太（ホンダ）

スポーツ（陸上）

2019/5/1 朝日新聞 25
令和 新天皇としての期待　いつも丁寧でフランクな方　寄居町の県立川の博
物館館長の平山良治さん（71）　図・年表-新天皇の県内での主な足跡　⑧寄居町
13年11月　全国育樹祭出席（熊谷市）や県立川の博物館視察（寄居町）　※写真

特集

2019/5/1 毎日新聞 23
令和 膨らむ期待 新陛下に再会心待ち 県立川の博物館 寄居　新陛下
は皇太子時代の13年11月、熊谷市で開かれた全国育樹祭に出席　東宮御所へ帰
る途中に博物館に立ち寄る　※写真

特集

2019/5/1 東京新聞 10 ＭＧＣ出場権争い終了 男子[34人]活況 女子[15人]どまり マラソン
（同日の朝日新聞と同内容）

スポーツ（陸上）

2019/5/1 東京新聞 22

[移住者新時代]① 小川町で地元住民と活動 NPOまちぶん 古き街並
み 次代へ次ぐ　市街地の曲がった道に合わせ「く」の字に建てられた古い五軒
長屋　NPO法人小川町創り文化プロジェクト（まちぶん）の本拠地　代表理事で所
有者の田中克彦さん（67）が明治中期に建てられた建物を改修　部屋を借りたのが
事務局長の平山雅士さん（57）　雑貨店兼コミュニティースペース「たまりんど」を開
業　間もなく隣の寄居町に建築ライターの妻友子さん（58）と移住　※写真

連載特集

2019/5/1 埼玉新聞 12

[新天皇陛下、皇太子時代の県内来訪の足跡 皇室特集] 水への造詣
深く 埼玉の山、緑愛す　新しい天皇陛下は皇太子時代、21回にわたり埼玉県
内をご訪問　[平成25年11月16日（寄居＝全国育樹祭で昭和天皇が植樹した木を
お手入れ）]　※写真

特集

2019/5/1 埼玉新聞 15 ♦郷土力士新番付♦　【三段目】鷹翔（寄居・湊） スポーツ（大相撲）

2019/5/1 埼玉新聞 23

新時代 県民も期待 新天皇陛下が即位 30㍍に成長のヒノキ 寄居で
全国育樹祭　新天皇陛下が1日、皇太子から即位され、新しい「令和」の時代が
始まる　2013年11月の第37回全国育樹祭「お手入れ行事」　寄居町の金尾山で開
催　1959年の第10回全国植樹祭で昭和天皇、香淳皇后がお手植えしたヒノキを、
54年後に孫の新天皇陛下がお手入れ　ヒノキは計6本　高さ約30㍍、幹回り約110
㌢に成長　※写真2

特集

2019/5/1 読売新聞 10 ＭＧＣ出場権確定 男子34人 女子15人　（5/1朝日新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2019/5/2 読売新聞 23
令和 夢と希望のせ 新時代へ 船出の春 街中 お祝いムード 「国民に
身近な陛下に」　 川の博物館学芸員 羽田さん　※写真

特集

2019/5/2 埼玉新聞 5 [県高校総体］ サッカー　1日　各地区予選　【北部】（早大本庄高校ほか）　▷B
組　寄居城北2-1鴻巣

スポーツ（高校）

2019/5/2 埼玉新聞 5

♢柔道　春季高校北部支部大会（4月26日・熊谷市民体育館）　決勝記録　【男子】
▷個人73㌔級　新福（熊谷商） 内股 森田（本庄）　▷同81㌔級　天川（本庄東） 優勢
小菅（熊谷商）　【女子】▷個人57㌔級　井田（児玉） 袖釣り込み 飯嶋（児玉）　▷同63
㌔級　大谷（児玉） 腕絡み 長谷川（児玉）　※新福大空（熊谷商高3年、寄居中出
身）、天川智博（本庄東高2年、男衾中出身）、井田侑希（児玉高1年、寄居中出
身）、大谷彩実（児玉高3年、寄居中出身）、長谷川実咲（児玉高2年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2019/5/2 埼玉新聞 6
春季高校野球県大会 あす準決勝 鍵は打線[東農大三]　東農大三　右
腕井口も直球に威力ある好投手　打線は井口など3～5番が勝負強い　※井口真
之介（東農大三高3年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2019/5/3 埼玉新聞 6

全国スポーツ少年団軟式野球大会予選　〈北部ブロック〉　第41回全国ス
ポーツ少年団小学生軟式野球交流大会兼第38回県スポーツ少年団夏季小学生
軟式野球交流大会の北部ブロック予選　4月29日、寄居運動公園で開会式　団員
綱領は開催地の寄居町から福島琥太郎、坂本篤守己（用土コルツ）、野口空吾、
倉橋大翔（マッキーズ）、津田大周（中町ジュニア）の5選手が朗読　キングフィッ
シャーズの三浦瑞月主将が宣誓

スポーツ（小学）

2019/5/4 埼玉新聞 6

新井ら女子代表 強化合宿を公開 柔道　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3日、朝霞市の自衛隊体育学校での強化合
宿を報道陣に公開　今年の個人戦代表は新井千鶴（三井住友海上）＝寄居町出
身、児玉高出＝ら8人が昨年と同じ構成

スポーツ（柔道）

2019/5/4 埼玉新聞 7
[春季高校野球 県大会]　3日・県営大宮　▷準決勝　浦和実4-2東農大三　東
農大三　①井口　※井口真之介（東農大三高3年、男衾中出身）　（ほか同日の朝
日、読売、毎日、産経新聞、スポーツニッポンに試合結果記事）

スポーツ（高校）

2019/5/4 埼玉新聞 7
城西川越と寄居で決勝 ラグビー県中学生大会　ラグビーの第35回県中
学生大会第3日　3日、熊谷ラグビー場B　昨年王者の寄居は深谷岡部を退けた　▷
準決勝　寄居33-5深谷岡部

スポーツ（中学）

2019/5/4 埼玉新聞 7 [県高校総体] サッカー　3日　各地区予選　【北部】（深谷一高校ほか）　▷B組
本庄第一4-0寄居城北

スポーツ（高校）

2019/5/4 埼玉新聞 11 [まちひとであい] 展示　♦「入江友芳 生活雑器陶展」（小川）　17～27日　家具
スタジオ木の香　入江さんは寄居町在住の陶芸家

イベント情報

2019/5/5 朝日新聞 7 [朝日俳壇]　長谷川櫂選　（埼玉県寄居町）新井あい子 投稿
2019/5/5 朝日新聞 9 設楽悠2度目Ｖ 男子1万　（同日の読売新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2019/5/5 読売新聞 10 男子1万 設楽Ｖ　陸上・ゴールデンゲームズinのべおか（4日・宮崎延岡市西階
陸上競技場）　男子1万㍍は設楽悠太（ホンダ）が27分53秒67で優勝

スポーツ（陸上）

2019/5/5 読売新聞 10
♦設楽がゴールドコースト出場へ　男子マラソン前日本記録保持者の設楽悠
太（ホンダ）が4日、7月に豪州で行われるゴールドコーストマラソンへの出場を予定
と明かす

スポーツ（陸上）

2019/5/5 埼玉新聞 5
[埼玉俳壇]　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤祥匡 (評)　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤紀
子

投稿
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2019/5/5 埼玉新聞 8 [関東高校県予選] ラグビー　第4日、4日・熊谷ラグビー場　▷準決勝　浦和
12-7昌平　【昌平】 FW 馬場　※馬場大樹（昌平高2年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2019/5/5 埼玉新聞 9
[春季高校野球 県大会]　4日・県営大宮　▷3位決定戦　山村学園7-3東農大
三　東農大三　③井口　※井口真之介（東農大三高3年、男衾中出身）　（ほか同日
の朝日、読売、毎日、産経新聞、スポーツニッポンに試合結果記事）

スポーツ（高校）

2019/5/5 スポーツニッポン 26 ♦設楽悠Ｖ　（同日の読売新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2019/5/6 朝日新聞 19
大水車 組み立て見学会 寄居 川の博物館で18日　完成すれば直径24.2
㍍と日本最大の木製水車となる県立川の博物館の新水車組み立て工事見学会が
18日にある　定員25人　参加費は入館料免除、飲み物付きで300円　※写真

地域

2019/5/6 読売新聞 27 川の博物館 入館者400万人　寄居町小園の「県立川の博物館」の入館者が5
日、400万人に達した　1997年8月開館　※写真

地域

2019/5/6 埼玉新聞 8

世界柔道 日本代表が会見 新井「Ｖ3取りにいく」 「決め切る柔道」にじ
む強い意欲　柔道の世界選手権に出場する男女日本代表が5日、ナショナルト
レーニングセンターで記者会見　女子70㌔級で大会2連覇中の新井千鶴（三井住
友海上）＝寄居町出身、児玉高出＝は「3連覇を取りにいく」と意欲　※写真　（ほか
同日の朝日、東京新聞、スポーツニッポンの各紙に同様記事）

スポーツ（柔道）

2019/5/6 埼玉新聞 8
▶柔道GSバクー大会に新井ら派遣　全日本柔道連盟が5日、グランドスラム・
バクー大会（10～12日）の派遣選手を発表　女子70㌔級の新井千鶴（三井住友海
上）ら　（ほか同日のスポーツニッポンに同様記事）

スポーツ（柔道）

2019/5/6 埼玉新聞 9
[関東高校県予選］ 柔道　第1日、5日・県武道館　▷女子個人57㌔級決勝リー
グ　①井田侑希（児玉） 2勝1敗　▷同63㌔級決勝リーグ　②大谷（児玉） 2勝1敗　※
井田侑希（児玉高1年、寄居中出身）、大谷彩実（児玉高3年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2019/5/6 埼玉新聞 12
ウラシマソウ大きく 寄居 大野さんが栽培　寄居町用土の大野師郎さん
（68）方の花壇で、大きなウラシマソウが開花　通常の背丈は12～15センチぐらい
だが、40センチほどになった株も　※写真

地域

2019/5/8 埼玉新聞 1 県内市町村19年度予算 7年連続最高更新 過去最大の2.5兆円規模
表-2019年度・県内市町村一般会計当初予算　（4/12読売新聞と同内容）

行政

2019/5/8 埼玉新聞 2 4月1日現在の県内市町村別推計人口　（県統計課調べ）　寄居町　世帯数
13,151　人口総数32,751　男16,260　女16,491

統計

2019/5/8 埼玉新聞 5 [関東高校県予選］ 柔道　6、7日・県武道館　▷女子団体決勝　埼玉栄2-1児玉
岩田 優勢 井田○　※井田侑希（児玉高1年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2019/5/8 埼玉新聞 7 ［リトルシニア］　〈北部ブロックリーグ〉　3日、深谷彩北リトルシニアグラウンドな
ど　行田7-4深谷彩北　足利7-6深谷彩北

スポーツ（中学）

2019/5/9 朝日新聞 17

[BASEBALL FOCUS] 原口 がん打ち勝つ 2軍で復帰 支えられ励まさ
れ「力に、勇気になった」　今年1月に大腸がんを公表し、リハビリを続けてきた
阪神の原口文仁（27）が8日、ウエスタン・リーグの中日戦（西宮市の鳴尾浜球場）
で実戦復帰を果たす　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/5/9 読売新聞 17 ♦阪神・原口が実戦復帰　（同日の朝日新聞と同内容） スポーツ（プロ野球）
2019/5/9 毎日新聞 20 俳句　岩淵喜代子選　寄居・橋本秀樹 投稿

2019/5/9 毎日新聞 24 がん手術後初の公式戦 原口選手「新たなスタート」　（同日の朝日新聞と
同内容）　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/5/9 日本経済新聞 14

ホンダ、今季販売目標下げ 四輪苦境、異例の8期ぶり方針 生産縮
小、車種絞り込み　ホンダは2020年3月期の世界販売で前期実績に比べて下
回る目標を掲げる　利益低下が続く四輪事業　既に英国などで生産縮小を決めて
いるほか、車種絞り込みなどで事業効率化にも着手　15年の就任から4年がたつ
八郷社長　タイの一部生産ラインや狭山工場、英国やトルコでも既存工場の生産
終了を決断

経済・産業

2019/5/9 日本経済新聞 37 阪神・原口が2軍戦に出場 大腸がんから実戦復帰　（同日の朝日新聞と
同内容）

スポーツ（プロ野球）

2019/5/9 産経新聞 24 大腸がんを手術 原口選手が復帰 阪神2軍戦出場　（同日の朝日新聞と
同内容）

スポーツ（プロ野球）

2019/5/9 東京新聞 10 原口が2軍戦出場 大腸がんから実戦復帰　（同日の朝日新聞と同内容）
※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/5/9 東京新聞 18 お茶とお琴 楽しむ 寄居・鉢形城歴史館　寄居町の鉢形城歴史館で13回目
の「若葉の会」　※写真（武内道直さん撮影）

地域

2019/5/9 埼玉新聞 6
♢陸上　熊谷市春季記録会（3日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場）　1位記録
【中学女子】▷800ｍ　松本愛澄（寄居男衾）2分19秒80　▷100㍍障害　鈴木凛（寄
居）15秒09

スポーツ（中学）

2019/5/9 スポーツニッポン 4 [阪神]原口 実戦復帰「野球って楽しい」 8回代打で右飛　（同日の朝日
新聞と同内容）

スポーツ（プロ野球）

2019/5/10 読売新聞 15 ♦原口が初安打　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（プロ野球）

2019/5/10 埼北よみうり 2 戦国時代の合戦再現 寄居北條まつり（寄居町）　「寄居北條まつり」が19
日（日）、寄居玉淀河原などで行われる　※写真

イベント情報

2019/5/10 埼北よみうり 8
[バラが見ごろを迎えます]　中嶋さん宅オープンガーデン（寄居町）　5月11日
（土）～6月2日（日）　18日（土）、19日（日）には9回目となる「東日本大震災復興
チャリティ ローズガーデンフェスタ」を開催　※写真

イベント情報

2019/5/10 埼玉新聞 11

復帰2試合目 先発で初安打 阪神の原口　大腸がんから実戦復帰した阪神
の原口文仁捕手（27）＝寄居町出身＝が9日、西宮市の鳴尾浜球場で行われたウ
エスタン・リーグの中日戦に「5番・指名打者」で先発出場　二回の第1打席で変化
球を捉えて中前へ運ぶ　2打数1安打、1死球

スポーツ（プロ野球）

2019/5/10 埼玉新聞 15 来館者400万人に 寄居の県立川の博物館 「カワシロウ」が祝福　（5/6
読売新聞と同内容）　※写真

地域
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2019/5/10 埼玉新聞 19

元交際相手監禁容疑の男再逮捕 県警　元交際相手の女性に執ようにメー
ルを送り付けたとして男が逮捕された事件　県警捜査1課と人身安全対策課、寄居
署は9日、逮捕監禁の疑いで、群馬県太田市の無職(男性)（40）を再逮捕　4月16日
午後5時40分ごろ、小川町高谷の路上で、県北部に住む元交際相手の20代女性を
自身の車に乗せ、千葉県神崎町の駐車場まで走行、翌17日午前10時40分ごろま
で車内で脱出困難にして逮捕監禁した疑い　（ほか同日の朝日、読売、毎日、東京
新聞に同様記事）

事件・事故

2019/5/10 スポーツニッポン 2 2軍戦で先発 原口 出た快音　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（プロ野球）

2019/5/11 毎日新聞 22

[さいたま歴史散歩] 鉢形城⑫ 婿養子・北条氏邦が入城　1546年の河越
夜戦のころ、鉢形城周辺で勢力を保っていた藤田氏　当主の藤田重利（康邦）は娘
大福御前の婿養子に北条氏康の子氏邦を迎え、家督を譲渡　氏邦が鉢形城を居
城としたのは1560年代とされる　図-北条五代の系譜　※写真（鉢形城）

連載特集

2019/5/11 埼玉新聞 6
復帰後初の守備 阪神の原口　大腸がんから実戦復帰した阪神の原口（寄居
町出身）が10日、ウエスタン・リーグのオリックス戦（鳴尾浜）の八回裏に代打で出
場　九回表に復帰後初めて捕手の守りに就く

スポーツ（プロ野球）

2019/5/11 埼玉新聞 11

“高齢者守る”春日局 寄居に啓発ドール　寄居町桜沢の国道140号と254号
の交差点に交通安全啓発ドール「春日局」がお目見え　77体目　徳川家光を支え、
徳川政権の安定化に寄与した春日局に、高齢者（上様）を死亡事故から守ってもら
うとの思い託す　※写真

地域

2019/5/12 東京新聞 24 入館者400万人を突破 寄居の県立川の博物館 幸運な家族に記念品
（5/6読売新聞と同内容）　※写真

地域

2019/5/12 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

2019/5/12 埼玉新聞 8 [関東高校県予選］ ラグビー　11日（最終日・熊谷ラグビー場）　▷3位決定戦
昌平45-24立教新座　【昌平】 FW 馬場　※馬場大樹（昌平高2年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2019/5/13 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）●0-1　※5月場所初日 スポーツ（大相撲）

2019/5/13 埼玉新聞 6
[関東高校県予選] バスケットボール　第1～3日、10～12日・上尾運動公園
体育館ほか　▷女子1回戦　寄居城北72-64春日部東　▷同2回戦　浦和西74-50寄
居城北

スポーツ（高校）

2019/5/13 埼玉新聞 9 [今週のこよみ]　19日（日）　【県内】寄居北條まつり（寄居町・玉淀河原） その他

2019/5/13 スポーツニッポン 6
♦新井、田代が優勝　柔道のグランドスラム・バクー大会　11日、男女計4階級
が行われ、女子は70㌔級で世界選手権2連覇の新井千鶴（三井住友海上）、63㌔
級で田代未来（コマツ）が優勝

スポーツ（柔道）

2019/5/14 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）や0-1　※5月場所2日目 スポーツ（大相撲）

2019/5/14 埼玉新聞 7
[県高校総体] 陸上　第3日、13日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場　【女子】
▷800㍍　①福田舞菜（東農大三）2分13秒45　800に懸けていた　女子800㍍で初優
勝した福田舞菜（東農大三）　※コメント、福田舞菜（東農大三高3年、城南中出身）

スポーツ（高校）

2019/5/15 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

3 ♦第390回珠算・暗算段位認定試験合格者♦　暗算　【弐段】安念弘晃（寄
居男衾小6年）

文化・芸術

2019/5/15 埼玉新聞 6 [リトルシニア]　〈関東連盟夏季大会〉　12日、富士見リトルシニアグラウンドなど
▷1回戦　深谷彩北4-1牛久

スポーツ（中学）

2019/5/15 埼玉新聞 6

全国スポーツ少年団軟式野球大会予選　〈北部ブロック〉　第41回全国ス
ポーツ少年団小学生軟式野球交流大会兼第38回県スポーツ少年団夏季小学生
軟式野球交流大会の北部ブロック予選　寄居運動公園　▷2回戦　美里少年野球5-
3用土コルツ(寄居)（六回コールド）　キングフィッシャーズ(寄居)9-4本庄リトルジャ
ガーズ（五回コールド）　マッキーズ(寄居)10-7横瀬武甲（五回コールド）　上里東
14-4中町ジュニア(寄居)（五回コールド）　▷準々決勝　本庄北泉ジェッターズ11-6
キングフィッシャーズ（五回コールド）　小鹿野カージナルス14-6マッキーズ（五回
コールド）

スポーツ（小学）

2019/5/15 埼玉新聞 7

寄居が2連覇 ラグビー県中学大会　ラグビーの第35回県中学生大会兼第70
回関東中学大会埼玉・栃木予選最終日　12日、熊谷ラグビー場　寄居が決勝で城
西川越に快勝し、2年連続4度目の優勝　▷決勝　寄居35-12城西川越　※出場メン
バー表

スポーツ（中学）

2019/5/15 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）や0-1　※5月場所3日目 スポーツ（大相撲）
2019/5/16 毎日新聞 18 短歌　■水野昌雄選　寄居・橋本秀樹 投稿

2019/5/16 東京新聞 20 [情報の道しるべ ほっとなび] 道楽行楽ガイド　●祭り　★寄居北條まつり
（埼玉）　19日　寄居町玉淀河原と市街地

イベント情報

2019/5/16 埼玉新聞 2
新議長に峯岸氏 副議長田母神氏 寄居町議会　寄居町議会は15日、臨
時会を開き、新議長に峯岸克明氏（53）＝無所属、3期目＝、副議長に田母神節子
氏（76）＝共産、6期目＝をそれぞれ選出

町議会

2019/5/16 埼玉新聞 5 第58回寄居北條まつり 5月19日（日） 戦国時代さながらの迫力 広告特集
2019/5/16 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）●0-2　※5月場所4日目 スポーツ（大相撲）

2019/5/16 埼玉新聞 6 [男子]川内、設楽など活況 ＭＧＣ出場権争いが終了　（4/29毎日新聞と
同内容）

スポーツ（陸上）

2019/5/16 埼玉新聞 8
[ぐるっと埼玉] 「戦国の町」町民手作り 寄居北條まつり 19日“開戦”
「第58回寄居北條まつり」が19日、寄居町の玉淀河原などで開催される　武者パ
レードで着る甲冑は町民らのグループによる手作り　※写真5

観光

2019/5/17 毎日新聞 20
[インフォメーション]　ギャラリー　●入江友芳生活雑器陶器展　17～27日　小
川町角山の家具スタジオ木の香　東京都内から寄居町に移住した陶芸家、入江友
芳さんの個展

イベント情報

2019/5/17 埼玉新聞 5 [今週のホームラン]　5月3日＝小松原一華（キングフィッシャーズ）、野口空吾
（マッキーズ）

スポーツ（小学）

2019/5/17 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）や0-2　※5月場所5日目 スポーツ（大相撲）
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2019/5/17 埼玉新聞 7
1都7県19校埼玉に集結 春季関東高校野球 あす開幕　東農大三　2番
手の一塁手兼投手の井口は制球力が抜群　※井口真之介（東農大三高3年、男衾
中出身）、写真、チーム成績、個人成績など

スポーツ（高校）

2019/5/17 埼玉新聞 10

人々癒すバラの花 あすからフェス 被災地を応援（寄居）　バラを育てて
いる寄居町西ノ入、自営業中嶋誠さん（62）宅でオープンガーデン　6月2日まで
18、19日にローズガーデンフェスタを実施　手作りケーキやコーヒーなどを販売　復
興チャリティー　今回は福島県川内村へ届けられる　※写真

地域

2019/5/18 埼玉新聞 3
危険業務従事者叙勲（埼玉）　▽瑞宝単光章　♢警察功労　森田進 71 元県
警警部補 寄居　♢消防功労　鶴羽光雄 67 元東京消防庁消防指令 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）

叙位叙勲

2019/5/18 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）○1-2　※5月場所6日目 スポーツ（大相撲）

2019/5/18 埼玉新聞 11 [まちひとであい]　展示　♦「2019清澤正孝水彩画教室作品発表展示会」（深谷）
25、26日　深谷駅市民ギャラリー

イベント情報

2019/5/18 埼玉新聞 14 森林フォトコンテスト 入選20作品決まる　「第28回さいたま森林フォトコンテ
スト」の審査会　17日　入選作品20点が決定　▷佳作　武内道直（寄居町）

受賞・表彰

2019/5/19 朝日新聞 21
関東高校野球 東農大三は初戦敗退 「準備できてた」投打で盛り上げ
東農大三・井口投手　（同日の埼玉新聞と同内容）　※井口真之介（東農大三
高3年、男衾中出身）、写真

スポーツ（高校）

2019/5/19 朝日新聞 21
寄居の猩々山車 160年ぶり大修復　寄居町の宗像神社秋季例大祭（11月、
寄居秋祭り）の中町区の猩々山車　1858（安政8）年の建造以来となる解体大修復
を終え、18日、地元の人たちに披露された　※写真

地域

2019/5/19 読売新聞 27 [関東高校野球] 東農大三6回一矢 コールド負け　（同日の埼玉新聞と同
内容）　※写真

スポーツ（高校）

2019/5/19 東京新聞 24

障害者の就労 「弱み」も長所に 支援フォーラムで事例発表 横瀬 横瀬
町芦ケ久保の町施設「あしがくぼ笑楽校」で18日、勉強会「重度障がい者社会支援
フォーラム」　各地の福祉団体や企業、行政の担当者ら約200人が、これからの障
害者雇用について考える 寄居町の支援団体「グリーンノート」などでつくる実行委
員会が今回初めて実施

福祉・医療

2019/5/19 東京新聞 24 「北条まつり」で200人が合戦再現 きょう寄居　「寄居北條まつり」が19日、
荒川の玉淀河原などで開かれる　※写真

観光

2019/5/19 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　鎌倉佐弓選　(寄居)石澤無涯 投稿
2019/5/19 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）や1-2　※5月場所7日目 スポーツ（大相撲）

2019/5/19 埼玉新聞 9

東農大三は初戦敗退 [春季高校野球 関東大会] 雰囲気のまれ流れ
失う　▷1回戦　桐光学園（神奈川）11-2東農大三（七回コールド）　打たせて取る
らしさは見せる　東農大三の井口は四回無死一、二塁でエース飯島を救援した
が、3点の追加を許す　一方、打撃では六回、2点二塁打と気を吐く　※井口真之介
（東農大三高3年、男衾中出身）、写真　（ほか同日の毎日、産経、東京新聞、ス
ポーツニッポンに試合結果記事）

スポーツ（高校）

2019/5/20 埼玉新聞 1
迫力の一騎打ち 寄居北條まつり　戦国時代の鉢形城の攻防戦を再現した
「第58回寄居北條まつり」が19日、寄居町の玉淀河原などで行われた　※写真、寄
居町立男衾中剣道部3年今井雄琉さん、同2年宮本悠貴さんのコメント

観光

2019/5/20 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）●1-3　※5月場所8日目 スポーツ（大相撲）
2019/5/21 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）○2-3　※5月場所9日目 スポーツ（大相撲）

2019/5/21 埼玉新聞 13
再び日本一の大水車へ 寄居 県立川の博物館 組み立て工事見学会
先人の知恵に感心　県立川の博物館の大水車を日本一の大きさにする建て替
え工事が始まり、18日、工事見学会と水車解説が行われた　※写真

地域

2019/5/21 埼玉新聞 13 [クリック] 啓発ドール　寄居町桜沢の交通安全啓発ドール 連載コラム

2019/5/22 朝日新聞 22
[埼玉マリオン] ●アート　♦入江友芳 生活雑器陶展　27日[月]まで　小川町角
山の家具スタジオ木の香　寄居町に「風ノ陶房」を構える入江さんの作品展　※写
真

イベント情報

2019/5/22 読売新聞 24
2次予選進出チーム決定 [小学生バレー]県大会　かんぽ生命カップ第39
回全日本バレーボール小学生大会の県大会1次予選が19日終了　女子59チーム
などが2次予選進出　【女子】▷F(ブロック)　③(ブロック内順位)　用土JVC

スポーツ（小学）

2019/5/22 東京新聞 5 [発言]　いたわり合う夫婦の姿感動　無職 粕谷タマ 87 （埼玉県寄居町） 投稿
2019/5/22 東京新聞 18 小川・八和田の児童「人間代かき」に歓声　※写真（武内道直さん撮影） その他
2019/5/22 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）や2-3　※5月場所10日目 スポーツ（大相撲）

2019/5/23 毎日新聞 23
11月「寄居秋まつり」で巡行 「猩々山車」お披露目 160年ぶり大修復
終え　（5/19朝日新聞と同内容）　※写真

地域

2019/5/23 埼玉新聞 4 [私募債発行]　♦製茶問屋の荻野商店（寄居町、荻野真仁社長）　3月25日付で
武蔵野銀行保証付SDGs私募債5千万円を発行

経済・産業

2019/5/23 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）や2-3　※5月場所11日目 スポーツ（大相撲）
2019/5/23 埼玉新聞 13 [つれづれ]　大脱走　笠原則夫（寄居町、57歳） 投稿

2019/5/24 埼北よみうり 2

[この碑(像)なんのひ]㊾ 【史蹟 金窪館阯】（上里町）　上里町金久保地区
の「史蹟金窪館阯」の碑　金窪館（城）は天正10年（1582年）、斎藤定利の時、神流
川合戦で滝川一益に攻められ落城　神流川合戦は滝川一益と鉢形城主北条氏
邦・小田原城主北条氏直連合軍との戦い　※写真

連載コラム

2019/5/24 埼北よみうり 6
[ｐｉｃｋ ｕｐ］　作品展　寄居水墨画クラブ作品展　6月7日（金）～9日　勤労福祉セ
ンター（よりい会館）　作品展　清澤正孝水彩画教室作品発表展示会　5月25日
（土）・26日（日）　JR深谷駅市民ギャラリー

イベント情報

2019/5/24 埼北よみうり 8 迫力の戦国絵巻 「寄居北條まつり」（寄居町）　（5/20埼玉新聞と同内容）
※写真

観光
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2019/5/24 埼玉新聞 6 [リトルシニア]　〈関東連盟夏季大会〉　19日、三郷リトルシニアグラウンドなど　▷
2回戦　世田谷西6-1深谷彩北

スポーツ（中学）

2019/5/24 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【幕下・三段目】★鷹翔（寄居）●2-4　※5月場所12日目 スポーツ（大相撲）

2019/5/24 埼玉新聞 9 16年ぶり大修復 猩々山車、お披露目（寄居）　（5/19朝日新聞と同内容）
※写真

地域

2019/5/25 朝日新聞 31 全8地点で30度超え 県内今年初の真夏日　24日は県内各地で気温が上
昇　県内8地点全てで最高気温が30度を超える真夏日　寄居町31.3度

気象

2019/5/25 毎日新聞 20

[さいたま歴史散歩] 鉢形城の攻防⑬ 秀吉側5万の軍勢が包囲　1590
年、豊臣秀吉は大軍を率いて京都を出発、4月には小田原城包囲網を敷く　前田
利家、上杉景勝らの軍勢は、5月に鉢形城を包囲　その数最大で5万とも　鉢形城
主の北条氏邦はこの時、約3500の軍勢で籠城したと伝えられる　図-1590年の小
田原攻めと鉢形城　※写真（武蔵鉢形城絵図：新田家文書）

連載特集

2019/5/25 毎日新聞 21
県内、全地点で真夏日 今年初 熊谷は31.8度　（同日の朝日新聞と同内
容）

気象

2019/5/25 産経新聞 23 今年初の真夏日 熊谷で31.8度　（同日の朝日新聞と同内容） 気象

2019/5/25 埼玉新聞 1
県議会 新議長に神尾氏　県議会は24日、臨時議会を開き、第122代議長に神
尾高善氏（69）＝深谷市・美里町・寄居町、自民、4期目＝を選出　※写真　（ほか
同日の東京新聞に同様記事）

県議会

2019/5/25 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】★鷹翔（寄居）や2-4　※5月場所13日目 スポーツ（大相撲）
2019/5/25 埼玉新聞 15 県内で初の真夏日　（同日の朝日新聞と同内容） 気象

2019/5/26 読売新聞 29
今年最高の暑さ　県内は25日、8観測地点全てで真夏日　秩父市と寄居町33.1
度

気象

2019/5/26 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【幕下・三段目】★鷹翔（寄居）や2-4　※5月場所14日目 スポーツ（大相撲）

2019/5/26 埼玉新聞 12
第69回県展入選者　日本画 松本喜美子　洋画 荻原貴美 柴﨑恵子 西澤滿
彫刻 秋山幸一 松崎秀廣 浅見崇 吉田寿美子　工芸 上田礼子 入江友芳 松崎秀
廣　書 小野田澄枝 神谷静江 田中すみ子 津久井栄子 八鍬紀子　写真 木島宏

文化・芸術

2019/5/27 毎日新聞 23 まだ5月 熊谷で猛暑日　熊谷地方気象台は26日、最高気温が35.0度以上の
「猛暑日」を熊谷市で今年初めて観測したと発表　▷寄居町34.8度

気象

2019/5/27 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】★鷹翔（寄居）●2-5　※5月場所千秋楽 スポーツ（大相撲）
2019/5/27 埼玉新聞 9 [県内週間日誌]　19日　♢寄居で北條まつり　戦国絵巻で観衆魅了 その他

2019/5/28 埼玉新聞 15
熊谷36.2度 連日の猛暑日　関東地方は27日も高気圧に覆われて気温が上
がり、熊谷市で36.2度を記録し2日連続の猛暑日　秩父市と寄居町で35.0度を観測
（ほか同日の朝日、産経、東京新聞の各紙に同様記事）

気象

2019/5/29 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

1 寄居中が2連覇 県中学生ラグビーフットボール大会　【決勝トーナメント
の記録】　（4/30、5/4、5/15埼玉新聞と同内容）

スポーツ（中学）

2019/5/30 埼玉新聞 1

[さきたま抄]　2019･5･30　埼玉県民の“母なる川”荒川　源流から東京湾までの
写真を撮り続けている「荒川を撮る会」（岩田省三代表）が、6月の総会で20年に及
ぶ活動に幕　写真は毎年県立川の博物館に寄贈　20年で6946点　失われてしまっ
た風景を切り取った同会の写真は、次代の県民に遺す財産

コラム

2019/5/30 埼玉新聞 6 [ぐるっと埼玉] 秩父鉄道ハイキング情報　♦フリーハイキング秩父名山「鐘
撞堂山」（大正池コース）（寄居）　6月7、8日　寄居駅集合

イベント情報

2019/5/31 埼玉新聞 8

東京五輪で来るブータンって？ 寄居小で町職員が紹介（寄居）　2020
東京五輪のブータン王国陸上チームの事前キャンプ地になっている寄居町　29
日、寄居小学校の5年生43人が寄居とブータンとの関係について学ぶ「ブータン教
室」　※写真

行政

2019/6/1 毎日新聞 20

[さいたま歴史散歩] 鉢形城の攻防⑭ 110年余の歴史に幕　1590（天正
18）年5月、鉢形城は豊臣方の前田利家・利長親子、上杉景勝、真田昌幸らの「北
国勢」3万5000人に、浅野長政（長吉）らを加えた総勢5万の軍勢に取り囲まれた 北
条氏邦は6月14日、家臣の命を助けることを条件に開城　※写真（正龍寺：北条氏
邦墓・同夫人大福御前墓）

連載特集

2019/6/1 埼玉新聞 6 [県高校総体] ハンドボール　第1、2日、5月26、28日・くまがやドームほか　各
組1回戦　【女子】▷d組　寄居城北14-6浦和学院

スポーツ（高校）

2019/6/1 埼玉新聞 6 ♢バレーボール　県高校総体地区予選会（5月27、28、29日）　【北部】▷女子代表
決定戦　寄居城北2-0熊谷商

スポーツ（高校）

2019/6/2 東京新聞
[秩父点描] 太公望、アユ釣り堪能 荒川で解禁　秩父地方の荒川で1日、
アユ釣りが解禁　玉淀ダム（寄居町）から上流を管理する秩父漁協が、事前に約3
万6千匹を放流　※写真

地域

2019/6/2 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)吉澤祥匡 (評)　(寄居)吉澤紀子　(寄居)石澤無涯 投稿
2019/6/3 東京新聞 5 [発言 笑ケース]　（寄居町　せん三） 投稿

2019/6/3 埼玉新聞 6

[関東高校大会] ソフトボール　1、2日・戸田道満ほか　▷女子準々決勝　山梨
学院2-1埼玉栄　▷同準決勝　山梨学院5-2花咲徳栄　(山)小沢、田中-新田　※新
田愛美（山梨学院高2年、城南中出身）、山梨学院高は決勝で千葉経済大付属高
を下し優勝

スポーツ（高校）

2019/6/3 埼玉新聞 7

[関東高校大会] 柔道　1、2日・ALSOKぐんまアリーナ　【女子】▷団体2回戦　児
玉2-0幕張総合（千葉）　▷同3回戦　国士舘（東京）3-0児玉　▷個人57㌔級準々決
勝敗退者　井田（児玉）　▷同63㌔級準々決勝敗退者　大谷（児玉）　※井田侑希
（児玉高1年、寄居中出身）、大谷彩実（児玉高3年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2019/6/4 朝日新聞 17 がん闘病の原口 1軍合流　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（プロ野球）
2019/6/4 読売新聞 23 東京五輪代表選考 ＭＧＣ 男女43人決定　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）
2019/6/4 読売新聞 25 原口きょう1軍 大腸がん手術　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（プロ野球）
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2019/6/4 読売新聞 29
東武竹沢-男衾駅間に新駅 東武東上線 来秋、ホンダ寄居工場の東
隣　（同日の埼玉新聞と同内容）

経済・産業

2019/6/4 毎日新聞 15 ★阪神・原口が1軍復帰へ　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（プロ野球）

2019/6/4 毎日新聞 17 東武東上線に新駅 東武竹沢-男衾間に来秋　（同日の埼玉新聞と同内
容）

経済・産業

2019/6/4 毎日新聞 20 9月のマラソングランドチャンピオンシップ 五輪かけ43人出場　（同日の
埼玉新聞と同内容）

スポーツ（陸上）

2019/6/4 日本経済新聞 31 ホンダ寄居工場に隣接 東武鉄道、東上線に新駅 20年秋開業　（同日
の埼玉新聞と同内容）　※写真

経済・産業

2019/6/4 東京新聞 21 大迫、松田ら男女43人出場 マラソン ＭＧＣ 上位2人が五輪代表　（同
日の埼玉新聞と同内容）

スポーツ（陸上）

2019/6/4 東京新聞 23 1月に大腸がん手術 阪神・原口 1軍復帰へ　（同日の埼玉新聞と同内容）
※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/6/4 埼玉新聞 1

東武鉄道 ホンダ寄居工場側に新駅 東上線 寄居-小川町間 来秋の
開設目指す　東武鉄道は3日、2020年秋をめどに東武東上線・東武竹沢駅-男
衾駅間のホンダ寄居工場側に新駅を設置すると発表　関東運輸局から今年3月に
認可　21年度をめどに狭山工場を閉鎖し寄居工場に集約するホンダからの請願駅
東武竹沢駅―男衾駅（約3.7㌔）中間の寄居町内に設置　寄居工場には現在、約
2900人が勤務　寄居工場への集約後、寄居工場の従業員が「2千人以上増える可
能性もある」（同町商工関係者）　※花輪利一郎町長、柴崎猛商工会長コメント

経済・産業

2019/6/4 埼玉新聞 6
阪神原口が1軍復帰へ がん手術「緊張とわくわく」　1月に大腸がんの手
術を受けた阪神の原口文仁捕手（27）＝寄居町出身＝が1軍に復帰することが決
まる　4日に出場選手登録される見通し　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/6/4 埼玉新聞 6

[関東高校大会] ボクシング　1～3日・神奈川県茅ケ崎市総合体育館　【男
子】▷ピン級A組準決勝　篠田（花咲徳栄） RSC2回1分30秒 関根（東京・駿台学園）
▷同決勝　佐伯（千葉・習志野） 判定 篠田　※篠田覇時（花咲徳栄高2年、男衾中
出身）

スポーツ（高校）

2019/6/4 埼玉新聞 7

設楽悠ら男女43人 ＭＧＣ出場選手発表　日本陸連は3日、9月15日に行わ
れる2020年東京五輪マラソン代表選考会「グランドチャンピオンシップ」（MGC）の出
場選手を発表　男子は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＝ら31人　表-MGC出場選手

スポーツ（陸上）

2019/6/4 スポーツニッポン 2
原口[阪神]「ワクワク」がんから1軍復帰 闘病中の人たちの「励みにな
ればと」　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/6/4 スポーツニッポン 5 9・15ＭＧＣ出場43選手発表　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2019/6/5 朝日新聞 15

[日本生命15thセ・パ交流戦] がん手術 1軍復帰 その日に-おかえり
原口 二塁打　阪神11-3ロッテ　交流戦開幕　今年1月に大腸がんの手術を受け
た原口が、今季初めて1軍選手登録　九回表（1死三塁）、代打で登場　復帰後初打
席で（左越え）適時二塁打を放つ　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/6/5 読売新聞 18 原口 復活の一打 大腸がん手術から4か月　（同日の朝日新聞と同内容）
※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/6/5 毎日新聞 19 原口 復活の安打　（同日の朝日新聞と同内容）　※写真 スポーツ（プロ野球）

2019/6/5 産経新聞 19
虎・原口 カムバック がん乗り越え 代打の切り札へ　1月に大腸がんの手
術を受けたプロ野球阪神の原口文仁捕手（27）が4日、出場選手登録　自らの手で
もう一度、「代打の切り札」の座を取り戻す戦いが始まった　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/6/5 埼玉新聞 6
♢ソフトボール　第33回全日本小学生大会県予選（5月3～5日・さいたま荒川総
合運動公園ソフトボール場）　【女子】▷1回戦　寄居ジュニア5-4草加オレンジメイツ
▷準々決勝　行田女子8-0寄居ジュニア

スポーツ（小学）

2019/6/5 スポーツニッポン 4 がん手術から奇跡の復活‼ 代打[阪神原口]魂の二塁打　（同日の朝日
新聞と同内容）　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/6/5 スポーツニッポン 4 ♢出場選手登録公示　4日　【阪神】原口文仁捕手（打線強化） スポーツ（プロ野球）

2019/6/6 朝日新聞 22

県北限定 情報サイト好調 口コミ基に発信 掲載店舗580に　県北部の4
市5町の食やイベント、生活情報などのお店を紹介する情報サイト「彩北なび！」　3
月にオープンして2カ月　深谷市の「たつみ印刷」　対象地域は行田・熊谷・深谷・本
庄・寄居・美里・神川・上里・長瀞

経済・産業

2019/6/6 毎日新聞 19
[第90回都市対抗野球 南関東大会] 同僚が応援旗持参　ホンダの山本
兼三選手の寄居工場の同僚が「豪打一振」と書かれた応援旗を掲げてスタンドに
駆けつけた　同僚の石川実さん（41）、同工場の宮嶋宏二さん（47）　※写真

その他

2019/6/6 スポーツニッポン 4
先発青柳5失点 原口代打も三振 [阪神]　5回1死一、三塁で原口が代打登
場　虎党のボルテージは一気に高まったが、空振り三振　※ロッテ5-4阪神、ZOZO
マリンスタジアム

スポーツ（プロ野球）

2019/6/7 朝日新聞 15

がんから復帰の原口へ ロッテ「神対応」 二塁打の球 阪神ベンチに
大腸がんの手術から1軍公式戦に復帰した阪神の原口　その復活劇の対戦相手、
ロッテの粋な計らいが反響　4日、ロッテ本拠のゾゾマリンスタジアムでの交流戦
九回に「代打・原口」がコールされると、ロッテファンからも盛大な拍手　原口が左越
え適時二塁打とした打球は、左翼手から一塁手の鈴木へ　鈴木はボールを阪神ベ
ンチへ転がす　原口は自身のツイッターで、贈られた記念ボールの写真とともに
「忘れられない一日になった」とコメント　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/6/7 毎日新聞 22

ＭＧＣ 記録より勝負 暑さ、終盤の上り坂 [東京五輪選考]　2020年東京
五輪マラソン代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」（9月15日、
東京）　男子は昨年日本記録を出した大迫傑（ナイキ）、井上大仁（MHPS）、前日本
記録保持者の設楽悠太（Ｈｏｎｄａ）、服部勇馬（トヨタ自動車）の「4強」を軸とした展
開が予想される　表-MGCの主な出場選手　※写真

スポーツ（陸上）
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2019/6/7 埼玉新聞 7
♢サッカー　県シニアリーグ（1、2日・深谷UACJグラウンドほか）　▷40リーグ3部第
9節　寄居2-0小川

スポーツ（シニアサッ
カー）

2019/6/7 埼玉新聞 7
♢ソフトボール　第19回全日本大会県予選（第2日、2日・北本市総合公園）　▷女
子準決勝　埼玉ウィンズ（寄居）8-0埼玉Rapid（行田）　▷同決勝　埼玉ウィンズ6-4
埼玉レッドスティード（川口）　（全国大会＝8月11日～13日大阪府＝に出場）

スポーツ（中学）

2019/6/7 埼玉新聞 11

女声合唱グループ「コーロさくら」 日本の心 歌に託し ウィーン国立歌
劇場で披露へ（寄居）　寄居町で活動している女声合唱グループ「コーロさくら」
が、オーストリア・ウィーン国立歌劇場で7月14日に開催する「ジャパン・カルチュラ
ン・フェスティバル2019」に出演する　日本・オーストリア修好条約150周年、同歌劇
場竣工150周年の特別記念イベント　※写真

文化・芸術

2019/6/8 毎日新聞 20 [さいたま歴史散歩] 鉢形城の攻防 番外編 秀吉を「敗北」させた忍城 連載特集

2019/6/8 埼玉新聞 5 中学通信陸上県大会　陸上の第65回全日本中学通信県大会第1日　7日、熊
谷スポーツ文化公園陸上競技場　【女子】▷110㍍障害　③鈴木（寄居）15秒31

スポーツ（中学）

2019/6/9 日本経済新聞 29 復帰の阪神・原口、捕手に 昨年9月以来「余裕なし」　（同日の埼玉新聞
と同内容）

スポーツ（プロ野球）

2019/6/9 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)石澤無涯 投稿

2019/6/9 埼玉新聞 7 [県高校総体] ハンドボール　8日（第4日・三郷総合体育館ほか）　【女子】▷d
組2回戦　川口東30-5寄居城北

スポーツ（高校）

2019/6/9 埼玉新聞 8

原口、捕手で出場　阪神　大腸がんの手術から復帰した原口（寄居町出身）が
八回から捕手の守備　1軍で捕手として出場は昨年9月14日のヤクルト戦以来
「久しぶりすぎて余裕がなかった」と苦笑い　※日本ハム10-5阪神、甲子園　（ほか
同日のスポーツニッポンに同様記事）

スポーツ（プロ野球）

2019/6/9 埼玉新聞 8

国士舘大ク優勝 女子はコマツＶ 全日本実業団体柔道　柔道の全日本
実業団体対抗大会第1日　8日、高崎アリーナ　女子1部は、昨年覇者で、世界選手
権70㌔級2連覇中の新井千鶴（寄居町出身、児玉高出）が主力の三井住友海上は
3勝1敗で2位　（ほか同日の毎日、産経、東京新聞に同様記事）

スポーツ（柔道）

2019/6/9 埼玉新聞 14 [県内週間日誌]　3日　ホンダ寄居工場側に新駅　東武鉄道　東上線 東武竹沢
-男衾駅間

その他

2019/6/10 朝日新聞(夕刊) 7 原口サヨナラ打 真の帰還 「生きて野球やる意味ある」　（同日の毎日新
聞(夕)と同内容）　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/6/10 読売新聞(夕刊) 5 原口サヨナラ打　（同日の毎日新聞(夕)と同内容） スポーツ（プロ野球）

2019/6/10 毎日新聞(夕刊) 5

原口 代打サヨナラ打 がん克服「ただいま」　阪神4-3日本ハム　阪神が今
季6度目のサヨナラ勝ち　同点の九回2死から連打で好機を作り（二、三塁）、代打・
原口が中前適時打を放つ　仲間から祝福の水をかけられ、矢野監督とがっちり抱
き合う　大腸がんから復帰後、本拠地では初のお立ち台　「みんなただいま。最高
の気分です」と満面の笑み　矢野監督は試合後、涙が止まらなかった　※写真、9
日・甲子園

スポーツ（プロ野球）

2019/6/10 日本経済新聞(夕刊) 11 病に負けず帰還 原口サヨナラ打 虎ファンに「ただいま」　同日の毎日新
聞(夕)と同内容）　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/6/11 朝日新聞 25 ●寄居で正面衝突、男性死亡　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故
2019/6/11 読売新聞 31 ■対向車に衝突 81歳死亡　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故
2019/6/11 東京新聞 23 代打原口決めた　（6/10毎日新聞(夕)と同内容） スポーツ（プロ野球）

2019/6/11 埼玉新聞 5
阪神原口が殊勲打 ただいま甲子園 劇的なサヨナラ　阪神は代打原口
（寄居町出身）が自身4度目、代打では初のサヨナラ打　（ほか6/10毎日新聞(夕)と
同内容）　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/6/11 埼玉新聞 6

[国体予選少年] ラグビー 正智 2年ぶり制覇 逆転で深谷下す　最終
日、9日・熊谷ラグビー場　▷決勝　正智深谷26-19深谷　【正智深谷】 TB 中島　【深
谷】 FW 中沢　※中嶋秀太（正智深谷高3年、寄居中出身）、中澤海磨（深谷高2
年、寄居中出身）、原文ママ

スポーツ（高校）

2019/6/11 埼玉新聞 14

[ニュースクリップ] ♦対向車と衝突、軽乗用車の男性死亡（寄居）　8日
午前10時40分ごろ、寄居町富田の町道で嵐山町の無職(男性)（81）の軽乗用車が
対向から来た乗用車と衝突　(男性)は病院に搬送されたが、翌9日朝に死亡　乗用
車を運転していた（寄居町の）女性（42）と同乗の夫も軽いけが　(男性)が1人で運
転中、対向車線にはみ出し乗用車と衝突した

事件・事故

2019/6/11 Tｈｅ Jａｐａｎ Tｉｍｅｓ 16

Ｈａｒａｇｕｃｈｉ writes inspiring comeback story　[Sac Bunts Jason Coskrey]
The past week was one of returns in Japanese baseball.
But the best return of the week, and of the season, was by Hanshin Tigers
catcher Fumihito Haraguchi.
Cancer is a scary thing to deal with. For Haraguchi to not only overcome his
illness, but to do it in such a fashion that he’s able to resume his career as a pro
ballplayer is a testament to his determination.　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/6/12 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2

彩の国ＫＩＤＳ陸上競技大会　【5月25日、上尾市】第18回彩の国KIDS陸上競
技大会　上尾運動公園陸上競技場　【中学男子の記録】▷1年1500ｍ　①佐藤響
（寄居男衾中）4分49秒34　③神田晴貴（城南クラブ）　【小学女子の記録】▷1000ｍ
③坂本陽菜（城南陸上）　【中学女子の記録】▷1年100ｍ　②江原乃愛（寄居SC）　▷
1年1500ｍ　③松本美澄（寄居男衾中）　▷2、3年1500ｍ　③松本愛澄（寄居男衾
中）　③久保田優衣（寄居男衾中）　▷走り高跳び　①大久保静羅（寄居男衾中）1ｍ
46

スポーツ（小学）
スポーツ（中学）

2019/6/13 読売新聞 29

知事選支援 悩む国民　知事選（8月8日告示、同25日投開票）を前に、国民民
主党県連が頭を悩ます　国政報告会のため11日に県内入りした玉木（雄一郎）代
表が、同日夜、寄居町で記者団に知事選の推薦などを尋ねられたが、明言を避け
る　※写真

選挙
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2019/6/13 東京新聞 13 原口先発復帰 逆転呼ぶ安打　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（プロ野球）

2019/6/13 埼玉新聞 6

[県高校総体] 柔道　第1日、12日・県武道館　女子57㌔級の井田侑希（児玉）ら
が初の頂点　【女子】▷57㌔級準決勝　井田侑（児玉） 袖釣り込み腰 板東（武蔵越
生）　▷同決勝　井田侑 合わせ技 岩田（埼玉栄）　▷63㌔級準決勝　栗原（埼玉栄）
優勢 井田朋（児玉）　※井田侑希（児玉高1年、寄居中出身）、井田朋伽（児玉高2
年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2019/6/13 埼玉新聞 7

阪神8得点で快勝 先発復帰 逆転呼ぶ　ヤフオクドーム　阪神8-2ソフトバン
ク　大腸がんの手術から復帰した原口（寄居町出身）が「5番・指名打者」で復帰後
初の先発出場　四回、ファウルで粘り、9球目を右翼線へぽとりと落とす安打　続く
梅野が逆転2ラン

スポーツ（プロ野球）

2019/6/13 埼玉新聞 7

世界選手権へ 新井らが稽古 柔道女子代表の強化合宿　柔道の世界
選手権女子日本代表が12日、北海道旭川市での強化合宿を報道陣に公開　70㌔
級で3連覇の懸かる新井千鶴（三井住友海上）＝寄居町出身、児玉高出＝らが稽
古に励む　※写真

スポーツ（柔道）

2019/6/13 埼玉新聞 9 [県内おでかけ情報] 講習会　♦お家に緑を持って帰ろう（寄居）　23日、県立
川の博物館　ミニアクアリウム、花の寄せ植え、ミニ盆栽などを作る

イベント情報

2019/6/13 スポーツニッポン 4 原口[タイガース]320日ぶりスタメン復帰打　（同日の埼玉新聞と同内容）
※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/6/14 毎日新聞 18 [インフォメーション] イベント　●劇団お伽座第68回公演「落語芝居」　23、30
日、7月7日　寄居町鉢形の劇団お伽座

イベント情報

2019/6/14 埼北よみうり 3
第33回読売旗争奪県北少年野球選手権大会 地区予選結果　地区予
選を勝ち抜き本大会に出場する11チームが決まる　大里　開催日：6月8日　会場：
江南総合グラウンド　マッキーズ　※写真

スポーツ（小学）

2019/6/14 埼北よみうり 5 [グルメ情報] ラーメン 麺処 青野（寄居町）　※写真2、案内図 その他

2019/6/14 埼北よみうり 8

女子中学ソフト 埼玉ウィンズ 県優勝し全国大会へ（寄居町）　寄居町を
拠点とする女子中学生ソフトボールチーム「埼玉ウィンズ」が「第19回全日本中学
生ソフトボール大会埼玉県予選会」で2年連続優勝し、8月に行われる全国大会に
出場する　2009年に埼北ウィンズとして誕生　埼北以外のメンバーも増えたため15
年から現チーム名　※写真

スポーツ（中学）

2019/6/14 埼玉新聞 9-11 [第28回さいたま森林フォトコンテスト] 入選作品紹介　佳作12点　大鋸作
業（撮影地・寄居町）　武内道直さん（寄居町） (評)　※作品写真

文化・芸術

2019/6/14 埼玉新聞 13
「若者会議」のメンバー募集 町外からも可（寄居）　寄居町が「寄居若者
会議」の新メンバーを募集　18歳から35歳未満、町外からも可　2期目、15人が再
任　任期は21年3月末まで　※写真

行政

2019/6/14 埼玉新聞 18
[ニュースクリップ]♦公園山林に白骨遺体の一部（寄居）　12日午後2時
半ごろ、寄居町折原の中間平緑地公園の山林で、森林組合職員が白骨化した遺
体の一部を見つけ110番　寄居署で身元の確認を進めている

事件・事故

2019/6/16 読売新聞 28･29

「令和は新知事に」 上田氏不出馬表明　上田知事（71）が15日、8月8日告
示、25日投開票の知事選に立候補しない意向を表明　■企業誘致、行財政改革
「企業誘致大作戦」と銘打ち、今年3月までの14年余りでホンダ寄居工場など誘致
表-■上田知事の歩と主な出来事　13年 7月　誘致したホンダ寄居工場が稼働

選挙

2019/6/16 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)吉澤紀子 (評)　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)石澤無涯 投稿

2019/6/17 東京新聞 18 [情報ファイル] 展覧会　♦第11回寄居総合美術展（会員展）　22、23日、寄居
町中央公民館

イベント情報

2019/6/17 埼玉新聞 2 5月1日現在の県内市町村別推計人口　（県統計課調べ）　寄居町　世帯数
13,175　人口総数32,719　男16,242　女16,477

統計

2019/6/17 埼玉新聞 6 [県高校総体] バスケットボール　第2、第3日、15、16日・越谷総合体育館ほ
か　▷女子1回戦　寄居城北64-48越谷西　▷同2回戦　山村学園91-58寄居城北

スポーツ（高校）

2019/6/17 埼玉新聞 7

[北関東高校陸上] 精神面の成長で悲願 女子800・福田（東農大三）
第3日、16日・茨城県笠松運動公園陸上競技場　女子800㍍は福田舞菜（東農大
三）が初の頂点　各種目の上位6人までが全国高校総体（8月4～8日・沖縄）に出場
【女子】▷800㍍　①福田舞菜（東農大三）2分10秒88　⑥吉田（埼玉栄）2分14秒07
※福田舞菜（東農大三高3年、城南中出身）・コメント、吉田詩央（埼玉栄高3年、城
南中出身）

スポーツ（高校）

2019/6/18 埼玉新聞 8
[ギャラリー情報]　♦第11回寄居総合美術展（寄居）　22～23日、寄居町中央公
民館

イベント情報

2019/6/19 朝日新聞 18
[埼玉マリオン] ●イベント　♦お家に緑を持って帰ろう　23日[日]、寄居町の県
立川の博物館　※写真　♦劇団お伽座公演「落語芝居」　23、30、7月7日　寄居町
鉢形の「劇団お伽座」

イベント情報

2019/6/19 日本経済新聞 35

[2019知事選] 「経営体の県庁」へ改革 上田路線の踏襲焦点　05年か
ら積極的に企業誘致に乗り出し、1000件以上の企業の本社や工場を県内に呼び
込んだ　寄居町や小川町へのホンダ工場進出など上田氏がリーダーシップを発揮
して実現した大型誘致案件の少なくない

行政

2019/6/20 埼玉新聞 8 第101回高校野球埼玉大会組み合わせ　寄居城北-浦和　※トーナメント表
（ほか同日の朝日、読売、毎日、産経、東京新聞、スポーツニッポンに同様記事）

スポーツ（高校）

2019/6/20 埼玉新聞 8･9

新時代の夏 つかめ頂点 第101回高校野球埼玉大会 152チーム対戦
カード決定 守備強化 示せ成果 東農大三　Bシードの東農大三は2回戦で
本庄東と　チームをけん引するのは飯島、井口の両右腕　※井口真之介（東農大
三高3年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2019/6/20 埼玉新聞 10 [県高校総体] バレーボール　第2、3日、18、19日・所沢市民体育館　【女子】▷
1回戦　寄居城北2-0松伏　▷2回戦　久喜2-1寄居城北

スポーツ（高校）
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2019/6/21 毎日新聞 20 [インフォメーション] イベント　●お家に緑を持って帰ろう　23日、県立川の博
物館

イベント情報

2019/6/21 毎日新聞 19
[2019参院選] 与野党の動き活発化 今回から改選数1増　国民民主党
11日に寄居町であった党の国政報告会後、大島敦副代表が報道陣に「(立候補予
定者者)を4番以内に入れることが大切」と力を込める

選挙

2019/6/21 埼玉新聞 5
令和初代の王座懸け、あす開幕 第42回埼玉県学童軟式野球大会兼
第14回ＧａｓＯｎｅカップ学童軟式野球埼玉選手権大会 43チーム頂点
目指す　トーナメント表-5 寄居 マッキーズ　【マッキーズ】　※登録メンバー表

スポーツ（小学）

2019/6/21 埼玉新聞 9
釣りや水鉄砲で地元住民と交流 折原小児童（寄居）　折原小学校の全
児童65人が切り絵や木工、華道など計8講座にに分かれて地元住民と交流　指導
者は40代から80代の学区の住民　※写真

地域

2019/6/22 埼玉新聞 14
埼玉森林フォトコン授賞式　第28回埼玉森林フォトコンテストの授賞式　21日、
さいたま市浦和区　各賞の受賞者に表彰状が贈られた　（5/18、6/14埼玉新聞の
関連記事）　※写真

受賞・表彰

2019/6/23 さいたま報知 2

3年連続同カード対決制し 埼玉ウィンズ連覇 3長打含む9安打で6点
第19回全日本中学生ソフトボール県予選　5月19日～6月2日、北本総合公園　3年
連続同カードとなった女子決勝　埼玉ウィンズ（寄居町）が6-4で埼玉レッドスティー
ド（川口市）を下し2年連続5度目の優勝　埼玉ウィンズは全国大会（8月、大阪）に
出場　【女子】▷決勝　埼玉ウィンズ6-4埼玉レッドスティード　▷1回戦　埼玉ウィンズ
7-1火の鳥ソフトボールクラブ　▷準決勝　埼玉ウィンズ8-0埼玉Rapid　※写真3、登
録メンバー表　（6/7埼玉新聞と一部同内容）

スポーツ（中学）

2019/6/23 さいたま報知 5

[クラブ特集～私たちがんばってます～] 寄居女子サッカークラブ なで
しこ輩出の名門が沈黙破り復活　クラブ特集第68回　寄居町の小学生女子
サッカークラブ「寄居女子サッカークラブ」　1987（昭62）年創部と、女子単独チーム
としては県内屈指の歴史　なでしこリーグで活躍する選手も輩出　ここ数年は低迷
も、今季は好調　県女子サッカーフェスティバルで上位を目指して奮闘中　※写真
4、登録メンバー表

連載特集
スポーツ（小学）

2019/6/23 さいたま報知 7
狭山市ソフトボール協会長杯小学生大会　第28回狭山市ソフトボール協会
長杯小学生（女子）大会　6月1日、狭山市下奥富運動公園　▷1回戦　行田女子ソフ
トボールクラブ7-0寄居女子ジュニアソフト

スポーツ（小学）

2019/6/23 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)吉澤祥匡 (評)　(寄居)石澤無涯 投稿
2019/6/25 埼玉新聞 6 ♦郷土力士新番付♦　【三段目】鷹翔（寄居・湊） スポーツ（大相撲）

2019/6/25 埼玉新聞 7
♢陸上　第75回県選手権最終日（23日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場）　【女
子】　▷1600㍍リレー　①埼玉栄高（塩味、吉田、タネル、大野）3分45秒45　※吉田
詩央（埼玉栄高3年、城南中出身）

スポーツ（高校）

2019/6/26 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2 全日本中学校通信陸上競技埼玉大会　【女子の記録】　（6/8埼玉新聞と同
内容）

スポーツ（中学）

2019/6/26 埼玉新聞 6
県学童軟式野球大会　第42回埼玉県学童軟式野球大会兼第14回ＧａｓＯｎｅ
カップ学童軟式野球埼玉選手権大会　22、23日、県営大宮球場など　1回戦　オー
ル入間9-7マッキーズ（寄居）（六回コールド）

スポーツ（小学）

2019/6/26 埼玉新聞 6

県内少年少女柔道大会　県柔道整復師会主催の第27回県内少年少女柔道
大会　深谷ビックタートル　47団体、430人が参加　形競技の部では取・新井美織、
受・中畝俊哉（明道館寄居警察署少年柔道道場）が優勝　各優勝者らは、10月14
日に講道館で行われる文部科学大臣杯争奪第28回日整全国少年柔道大会に出
場　※写真

スポーツ（小学）

2019/6/28 埼北よみうり 2 地域住民が講師 折原小児童と交流（寄居町）　（6/21埼玉新聞と同内容）
※写真

地域

2019/6/28 埼北よみうり 6 [埼北7月ｉｎｆｏ]　13日（土）・14日（日）　♦寄居夏まつり　寄居市街（寄居町） イベント情報

2019/6/28 埼玉新聞 5

完熟ミカン使用のシロップとゼリー 里の駅アグリン館で販売（寄居）
寄居町産完熟ミカンを使用した「みかんシロップ」と「みかんゼリー」が完成　「里の
駅アグリン館」で販売　この春に寄居で集められた蜂蜜を100％使用した「寄居蜂
蜜」の販売も始まる　※写真

経済・産業

2019/6/28 埼玉新聞 10 [今週のホームラン]　6月23日　高荷凌空（マッキーズ） スポーツ（小学）
2019/6/29 読売新聞 22 柔道混合団体へ 合同練習で結束　（同日の東京新聞と同内容） スポーツ（柔道）
2019/6/29 日本経済新聞 36 世界柔道 混合団体Ｖ3へ講習　（同日の東京新聞と同内容） スポーツ（柔道）

2019/6/29 東京新聞 21

柔道 混合団体3連覇へ チーム力強化合宿 日本、8月世界選手権　世
界選手権（8月25日～9月1日・日本武道館）の男女混合団体戦の3連覇を目指す日
本代表が28日、筑波大でチームワークを養う「チームビルディング」の講習　女子
70㌔級の新井千鶴（三井住友海上）は「チーム力を団体戦につなげたい」と意気込
む

スポーツ（柔道）

2019/6/30 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)石澤無涯 投稿

2019/7/1 埼玉新聞 2 [高齢者叙勲]　1日　▷旭日単光章　元寄居町議嶋田稔氏＝寄居町富田　（ほか
7/2読売新聞に同様記事）

叙位叙勲

2019/7/4 埼玉新聞 2
県内有権者数は615万5742人　表-選挙人名簿登録者数　令和元年7月3日
現在　寄居町　14,392(男) 14,562(女) 28,954(計)　（ほか同日の朝日、毎日、東京新
聞、7/5読売、7/21産経新聞に同様記事）

選挙

2019/7/4 埼玉新聞 4 県シニアゴルフ シニアの部　♦シニアの部 上位成績♦　⑮松井幸雄（寄居）
81（40、41）

スポーツ（アマゴル
フ）
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2019/7/5
朝日新聞
別刷り特集

-

第101回全国高校野球選手権 埼玉大会 10日開幕 152チーム気合十
分　トーナメント表、登録選手名簿　※寄居町内中学出身者が登録メンバーに入っ
ている高校（中学校名･人数）　小鹿野（城南･1）、小川（城南･2）、熊谷（男衾･1）、
熊谷工（寄居･1、城南1）、熊谷商（城南･1）、熊谷西（寄居･1）、児玉白楊（城南･3、
寄居･1）、秩父（寄居･1）、秩父農工科（城南･1、寄居･1）、東農大三（男衾･1）、滑
川総合（寄居･1）、不動岡（寄居･1）、寄居城北（寄居･1）　（ほか7/3～5毎日、7/6
読売(別刷り高校野球特集)、7/9埼玉(第2部保存版)に同様記事）

スポーツ（高校）

2019/7/6 埼玉新聞 11

[シード16校 戦力分析 第101回全国高校野球埼玉大会] 2 Bシード 東
農大三 2枚看板で初Ｖを　[予想オーダー]　4 井口（遊）　野手兼任で2番手の
右腕井口　スリークウォーターとサイドスロー使い分け、打者からボール見えづら
いのが特長　打線は、4番井口の長打などで得点　※井口真之介（東農大三高3
年、男衾中出身）、春季県大会・関東大会戦績

スポーツ（高校）

2019/7/6 埼玉新聞 13
[まちひとであい] 催し　♦「川の国埼玉 水辺で乾杯2019IN寄居」（寄居）　7日、
玉淀河原　清掃活動　午後7時7分に一斉に乾杯する　全国一斉に川辺で乾杯する
プロジェクトに賛同して実施

イベント情報

2019/7/7 東京新聞 10
[東京写真館]　▶第269回　飛翔　高橋徳三（埼玉県寄居町）　評　4月上旬に埼
玉県寄居町で撮影した雲　本物の鳥が連なって飛んでいるように見える　三筋の
飛行機雲が形を変えた様子　※作品写真

投稿

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

2019/7/7 埼玉新聞 9
[シード16校 戦力分析 第101回全国高校野球埼玉大会] 3 Ｄシード
熊谷商 貫く挑戦者の姿勢　[予想オーダー]　6 藤原（中）　※藤原樹（熊谷商
高3年、城南中出身）、春季地区大会・県大会績

スポーツ（高校）

2019/7/7 埼玉新聞 13 [つれづれ]　小さな親孝行　松本喜美子（寄居町、72歳） 投稿

2019/7/8 朝日新聞 15 設楽悠好タイムＶ 2時間7分50秒 ゴールドコースト　（同日の埼玉新聞と
同内容）

スポーツ（陸上）

2019/7/8 読売新聞 14 設楽悠 豪でＶ　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）
2019/7/8 毎日新聞 17 ★設楽悠が2時間7分50秒で優勝　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）
2019/7/8 日本経済新聞 28 設楽、好タイムでＶ 豪マラソン　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真 スポーツ（陸上）
2019/7/8 産経新聞 14 設楽 2時間7分50秒 豪州マラソン大会優勝　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）
2019/7/8 東京新聞 17 設楽、好タイムで優勝　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真 スポーツ（陸上）
2019/7/8 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）や0-0　※名古屋場所初日 スポーツ（大相撲）

2019/7/8 埼玉新聞 6

設楽悠 好タイムでＶ ゴールドコーストマラソン 「自信しかない」競り勝
ち手応え　ゴールドコースト・マラソン　7日、オーストラリア東部ゴールドコースト
寄居町出身で前日本記録保持者の設楽悠太（ホンダ）が2時間7分50秒の好タイム
で優勝　ケニア選手らとの勝負を制しゴール　9月15日の東京五輪マラソン代表選
考会へ手応え　「今、走っても勝てる。自信しかない」　※写真

スポーツ（陸上）

2019/7/8 埼玉新聞 9 [今週のこよみ]　13日（土）　▷寄居夏まつり（～14日、寄居町・市街地通り） その他
2019/7/8 スポーツニッポン 11 設楽“舌好調”大会新Ｖ　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真 スポーツ（陸上）

2019/7/8 Tｈｅ Jａｐａｎ Tｉｍｅｓ 11
Shitara sets race record in Gold Coast victory　[Track and Field GOLD
COAST, AUSTRALIA]　Former Japanese national record holder Yuta Shitara set a
race record to win the Gold Coast Marathon on Sunday.

スポーツ（陸上）

2019/7/9 朝日新聞 19 [ハーフタイム]　設楽悠太が帰国　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真 スポーツ（陸上）
2019/7/9 読売新聞 18 [陸上]♦設楽悠が帰国　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）
2019/7/9 東京新聞 19 マラソン ★設楽悠が帰国　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）
2019/7/9 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）●0-1　※名古屋場所2日目 スポーツ（大相撲）

2019/7/9 埼玉新聞 10

「練習の成果出せた」 設楽悠が豪州から帰国　7日のゴールドコースト・マ
ラソンを好タイムで制した前日本記録保持者、設楽悠太（ホンダ）＝寄居町出身＝
が8日、成田空港に帰国　「練習の成果が出せた」と語る　9月に2020年東京五輪
代表選考会　今月下旬からは双子の兄の啓太（日立物流）と北海道で合同練習す
る予定　※写真

スポーツ（陸上）

2019/7/9 埼玉新聞 11
[第101回全国高校野球 埼玉大会] あす開幕 花咲徳栄-東農大三
ゾーン　東農大三　野手兼任で2番手井口はスリークウォーターから140㌔前後の
速球で打たせて取る　※井口真之介（東農大三高3年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2019/7/9 スポーツニッポン 6
ゴールドコースト・マラソンＶから帰国 設楽「成果出た」 35㌔走に手ご
たえ　スタミナをつけるため大会前に35㌔走を2度実施　（ほか同日の埼玉新聞と
同内容）

スポーツ（陸上）

2019/7/10 朝日新聞 17 プラスワン投票 原口ら球宴選出　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（プロ野球）
2019/7/10 読売新聞 21 球宴プラスワン セはトラ原口　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（プロ野球）

2019/7/10 読売新聞 25

大水車 日本一に ＊川の博物館　県立川の博物館のシンボル「大水車」の
建て替え工事がほぼ終わり、木製水車として日本一の大きさ（直径24.2メートル）に
生まれ変わった姿がお目見え　28日に完成記念式典　4年ぶりに回転を始める　老
朽化などに伴い、2015年夏に稼働停止　これまでの水車（同23メートル）を刷新し、
約1億3000万円をかけて新たに製作　日本一とされる「道の駅 おばあちゃん市・山
岡」（岐阜県恵那市）の木製水車（同24メートル）の大きさを抜く　※写真

地域

2019/7/10 毎日新聞 19 ★原口が球宴選出　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（プロ野球）
2019/7/10 日本経済新聞 31 「最後の一人」に原口ら プロ野球球宴　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（プロ野球）
2019/7/10 産経新聞 17 球宴プラスワン トラ原口ら選出　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（プロ野球）
2019/7/10 東京新聞 21 原口ら最後に選出 12日からオールスター　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（プロ野球）
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2019/7/10 埼玉新聞 5

深谷彩北 快勝で16強 [リトルシニア] 先制し勢い 猛攻導く　〈北関東支
部夏季大会〉リトルシニア関東連盟北関東支部の夏季大会兼住協カップ争奪戦
6、7日、行田総合公園野球場など　▷2回戦　深谷彩北8-0八潮（五回コールド）　二
回の先制点で流れをつかんだ深谷彩北が、四回に打者一巡で6点を奪って快勝
※写真

スポーツ（中学）

2019/7/10 埼玉新聞 6

原口 最後に選出 球宴メンバー出そろう 元気な姿を　プロ野球のマイナ
ビオールスターゲーム2019に出場するセ、パ各リーグの「最後の一人」を決めるプ
ラスワン投票の結果が9日に発表され、大腸がんの手術を受けて復帰した原口（阪
神）＝寄居町出身＝が選ばれた　6662票を集める　「元気な姿、全力で野球をやる
姿を見てもらいたい」と力込める　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/7/10 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）や0-1　※名古屋場所3日目 スポーツ（大相撲）

2019/7/10 埼玉新聞 23

[ニュースクリップ] ♦詐欺容疑で高3少年を逮捕（寄居署）　寄居署は8
日、詐欺の疑いで高崎市に住む私立高校3年の少年（17）を逮捕　容疑は氏名不
詳者らと共謀の上、8日午後1時ごろから数回、寄居町の女性（81）方に金融機関職
員を名乗り電話　同日午後1時50分ごろ、女性宅でキャッシュカード1枚をだまし
取った疑い　女性が通報　寄居駅付近で不審な行動をしている少年に職務質問を
したところ、現金数十万円を所持　容疑を認める　カードの不正使用で現金50万円
が引き出されていた

事件・事故

2019/7/10 スポーツニッポン 4
球宴「最後の一人」発表 原口 「元気な姿を見て」 大腸がんから復活
しファンに感動与えた　表-♢オールスター・プラスワン投票結果♢、♢マイナビ
オールスター2019出場選手♢　（ほか同日の埼玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/7/11 毎日新聞 26 毎日書道展 県内入選者[上]　♢公募　《漢字Ⅰ類》　新井祥薫（寄居町） 文化・芸術

2019/7/11 埼玉新聞 10

[ぐるっと埼玉] 大水車 再び日本一 県立川の博物館（寄居）　西川材で
建て替え　直径24.2㍍で1.2㍍大きく　飯能産ヒノキ100本以上　大型模型、陶板画、
3つ目の日本一　28日に稼働、イベントも　端材も無駄なく活用、表札いかが　※写
真4

特集

2019/7/11 埼玉新聞 12 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）●0-2　※名古屋場所4日目 スポーツ（大相撲）

2019/7/12 読売新聞 28 [花火大会特集]　♦寄居玉淀水天宮祭花火大会　8月3日　寄居町荒川玉淀河
原

イベント情報

2019/7/12 埼北よみうり 4 [心浮き立つ 夏だ！祭りだ！]　寄居夏まつり（寄居町）　7月13日（土）、14日
（日）　寄居町市街地通り　※写真

特集

2019/7/12 埼北よみうり 8
全国一斉イベント 水辺で乾杯！（寄居町）　7日　寄居町の県指定名勝・玉
淀河原で約30人が乾杯　水辺の新しい活用可能性を創造していく「ミズベリング・プ
ロジェクト」の一環　7月7日の午後7時7分に全国の水辺で一斉に乾杯　※写真

地域

2019/7/12 埼玉新聞 5 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）や0-2　※名古屋場所5日目 スポーツ（大相撲）

2019/7/12 埼玉新聞 7

[第101回全国高校野球 埼玉大会]第2日 [熊谷公園球場]▽1回戦　川越4-
3熊谷工　熊谷工 H新井　▽1回戦　山村国際12-2秩父農工科（5回コールド）　秩
父農工科 ⑧鳥塚　※新井祥晟（熊谷工高2年、寄居中出身）、鳥塚翔大（秩父農工
科高3年、城南中出身）　（ほか同日の朝日、読売、毎日、産経、東京新聞、スポー
ツニッポンに試合結果記事）

スポーツ（高校）

2019/7/12 埼玉新聞 11

抹茶味わい甲冑体験 米メアリズビル市の生徒訪問 寄居　米オハイオ
州メアリズビル市の生徒6人が寄居町でホームステイをしながら町民らと交流　「中
学生海外相互派遣事業」　バンソールド中学校の生徒4人、メアリズビル高校など
の生徒2人と引率教諭の計7人　6日に寄居到着　8日は正龍寺で座禅をしてから中
央公民館で茶道や古武道を体験　15日まで滞在　※写真

地域

2019/7/12 埼玉新聞 12
県が15市町を表彰 健康長寿で医療費抑制　県は11日、知事公館で、昨年
度に健康長寿に関する優秀な取り組みを行った15市町を表彰　県の「健康長寿プ
ロジェクト」　優秀賞の4市2町と優良賞の（寄居町など）3市6町　※写真

行政

2019/7/13 朝日新聞 23 [マイナビ ＡＬＬＳＴＡＲ ＧＡＭＥ 2019] 第1戦 全パ6-3全セ　【表彰選手】
▽敢闘選手賞（賞金100万円）　原口（神）

スポーツ（プロ野球）

2019/7/13 読売新聞 22

[マイナビ ＡＬＬＳＴＡＲ ＧＡＭＥ 2019] 第1戦 全パ6-3全セ 原口 復活
の一撃 がん克服 大舞台で結果　歓声に後押しされるように原口（阪神）の
打球がグンと伸びた　九回二死から高橋（中日）が安打で出塁した後、同僚・梅野
の代打で登場　山本（オリックス）から左中間席へ大きな2ランを放つ　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/7/13 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）●0-3　※名古屋場所6日目 スポーツ（大相撲）

2019/7/13 埼玉新聞 7

[第101回全国高校野球 埼玉大会]第3日 [県営大宮球場]▽2回戦　松山9-
0小鹿野（7回コールド）　小鹿野 ⑦1神谷　※神谷征秀（小鹿野高2年、城南中出
身）　（ほか同日の朝日、読売、毎日、産経、東京新聞、スポーツニッポンに試合結
果記事）

スポーツ（高校）

2019/7/14 朝日新聞 15
[マイナビ ＡＬＬＳＴＡＲ ＧＡＭＥ 2019] 甲子園熱狂 ＭＡＸ トラ原口 最
高の恩返し弾　プレーを通して元気や勇気を与えてくれる　94番の背中を見てい
ると、こう思う　よし、明日も頑張ろうと　（ほか同日の埼玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/7/14 読売新聞 22･23
甲子園 原口・梅野は連発　♢表彰選手♢　▽マイナビ賞（賞金100万円） 原口
（阪神）　▽ツイッター賞（賞金100万円） 原口（阪神）　（ほか同日の埼玉新聞と同
内容）　※写真2

スポーツ（プロ野球）

2019/7/14 毎日新聞 18
トラ、トラ、トラ 甲子園3発 [マイナビ ＡＬＬＳＴＡＲ ＧＡＭＥ 2019] 第2戦
近本、原口、梅野が躍動　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/7/14 毎日新聞 18
[自由席] 勇気与えた これぞ球宴　プラスワン投票選出の阪神・原口が2試
合連続で本塁打　ファンの後押しにこれ以上ない形で応えた原口　これぞ、夢の球
宴だ

スポーツ（プロ野球）

2019/7/14 産経新聞 17 がん克服 甲子園で恩返し 原口 連夜の球宴弾　（同日の埼玉新聞と同内
容）　※写真

スポーツ（プロ野球）
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2019/7/14 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　佐怒賀直美選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2019/7/14 埼玉新聞 6

[阪神]原口連夜の花火 オールスター第2戦 苦難を乗り越え復活　プロ
野球マイナビオールスターゲーム2019　13日、甲子園球場　全セ11-3全パ　今季
大腸がんの手術から復帰した阪神の原口（寄居町出身）が、第1戦の代打2ランに
続き、2試合連発となるソロ本塁打　2-0の二回、先頭打者　埼玉西武の高橋光か
ら左翼席へ　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/7/14 埼玉新聞 6 全パが先勝 第1戦　（7/13朝日、読売新聞と同内容） スポーツ（プロ野球）
2019/7/14 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）○1-3　※名古屋場所7日目 スポーツ（大相撲）

2019/7/14 埼玉新聞 8･9

[第101回全国高校野球 埼玉大会]第4日 [熊谷公園球場]▽2回戦　東農大
三5-2本庄東　東農大三 ⑥井口　[県営大宮球場]▽2回戦　川口市立11-0熊谷（5
回コールド）　熊谷 ⑥平沼　[市営浦和球場]▽2回戦　ふじみ野1-0不動岡　不動岡
③5小泉　※井口真之介（東農大三高3年、男衾中出身）、平沼陽介（熊谷高2年、
男衾中出身）、小泉裕一朗（不動岡高3年、寄居中出身）　（ほか同日の朝日、読
売、毎日、産経、東京新聞、スポーツニッポンに試合結果記事）

スポーツ（高校）

2019/7/14 スポーツニッポン 1 甲子宴 虎祭り～ 原口2戦連発‼　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真 スポーツ（プロ野球）

2019/7/15 埼玉新聞 1

[さきたま抄]　2019･7･15　▶大腸がん手術から復帰したプロ野球阪神の原口文
仁選手（寄居町出身）が、オールスター第1戦に代打で登場　9回2死一塁、劇的な2
ラン　▶原口選手は、翌日の第2戦でもソロ本塁打　▶結果を出し、「感謝」の言葉で
ファンを魅了

コラム

2019/7/15 埼玉新聞 8 [県内週間日誌]　7日　♢設楽が好タイムで優勝 ゴールドコースト・マラソン その他
2019/7/15 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）や1-3　※名古屋場所8日目 スポーツ（大相撲）

2019/7/15 スポーツニッポン 2

原口 賞金でファンに恩返し 特製リストバンド 500人にプレゼント　阪
神・原口が、球宴で獲得した賞金の一部でファンに恩返し　直筆で「ありがとう」の
文字が刻まれた特製のリストバンド　500人にプレゼントする予定　第1戦で敢闘選
手賞、第2戦でも「マイナビ賞」と「Ｔｗｉｔｔｅｒ賞」を受賞、各100万円で計300万円の賞
金を獲得した

スポーツ（プロ野球）

2019/7/17 朝日新聞 29

[第101回全国高校野球選手権 埼玉大会] 最後の打者の悔しさバネ
に 児玉白楊 榊田選手　児玉白楊は12点を追う三回表、2死一、二塁とし、山
崎監督が「チームで最も野球が好き」と評価する榊田遥紀君（2年）が打席へ　真ん
中の直球を右前に運び待望の1点目を挙げたが、山村国際にコールドで敗れた
「タイムリーは思い出になったけど、最後の打者になったのが悔しい」　※榊田遥紀
（児玉白楊高2年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2019/7/17 日本経済新聞 33

秩父鉄道と東武鉄道 県内観光地巡る1日特別乗車券　秩父鉄道と東武
鉄道は20日から、川越や秩父、長瀞など埼玉県内の主要観光地を巡れる1日特別
乗車券を発売　東武東上線と越生線に加え、秩父鉄道の寄居駅から三峰口駅まで
を自由に乗り降りできる　埼玉県が観光客誘致に向け取り組みを進める

経済・産業

2019/7/17 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】★鷹翔（寄居）●1-4　※名古屋場所10日目 スポーツ（大相撲）

2019/7/17 埼玉新聞 7

[第101回全国高校野球 埼玉大会]第6日 [熊谷公園球場]▽2回戦　児玉白
楊31-2山村国際（5回コールド）　児玉白楊 ⑦榊田 ⑤荒井 ③杉山 ⑨熊野　※榊
田遥紀（児玉白楊高2年、寄居中出身）、荒井丈（児玉白楊高1年、城南中出身）、
杉山智也（児玉白楊高1年、城南中出身）、熊野義純（児玉白楊高1年、城南中出
身）　（ほか同日の朝日、読売、毎日、産経、東京新聞、スポーツニッポンに試合結
果記事）

スポーツ（高校）

2019/7/17 埼玉新聞 8･9

[第101回全国高校野球 埼玉大会]第5日 敗戦も感謝の夏 ●寄居城
北　※新井監督コメント　[朝霞市営球場]▽2回戦　浦和8-4寄居城北　寄居城北
③小島 寄居城北は小島の2ランで追い上げたが及ばず　[熊谷公園球場]▽2回戦
熊谷商1-0入間向陽　熊谷商 ⑦藤原　※小島玲稀（寄居城北高2年、寄居中出
身）、藤原樹（熊谷商高3年、城南中出身）　（ほか同日の朝日、読売、毎日、産経、
東京新聞、スポーツニッポンに試合結果記事）

スポーツ（高校）

2019/7/18 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

4 ■埼玉県硬筆中央展覧会の小中学生入賞者　【埼玉県書写書道教育連
盟賞】　川田真由（寄居中1）

文化・芸術

2019/7/18 毎日新聞 22

太田道灌の死後 戦国争乱企画展 横浜市歴史博物館　埼玉県指定文
化財が複数出品されている企画展「“道灌以後”の戦国争乱」　横浜市歴史博物館
31日まで　道灌こと太田道灌は、江戸城のほか河越城（川越市）や岩付城（さいた
ま市岩槻区）の築城で知られる　主に鉢形城（寄居町）などを舞台とした「長尾景春
の乱」（1476～80年）を鎮めた後、主君の扇谷上杉氏に討たれて非業の死を遂げ
た　その子孫である江戸太田氏と岩付太田氏らにスポットを当てた展覧会　※ポス
ター画像

文化・芸術

2019/7/18 埼玉新聞 5 郷土力士星取表　【幕下・三段目】★鷹翔（寄居）や1-4　※名古屋場所11日目 スポーツ（大相撲）

2019/7/18 埼玉新聞 5 [県中学総体] ソフトボール　第1日、13日・鶴ヶ島運動公園ほか　▷1回戦　寄
居城南4-0さいたま日進

スポーツ（中学）

2019/7/18 埼玉新聞 5 [県中学総体] ラグビー　第2日、16日・熊谷荒川緑地公園ラグビー場　▷2回戦
寄居35-5深谷明戸

スポーツ（中学）

2019/7/18 埼玉新聞 9
[県内お出かけ情報] 夏まつり　♦寄居玉淀水天宮祭（寄居）　8月3日、玉淀
河原

イベント情報

2019/7/19
朝日新聞
（別刷り特集）

-

第60回埼玉県吹奏楽コンクール 音で結んだ絆　出場団体と演奏曲
地区大会　【中学B】　■北部地区　7月31日　本庄市民文化会館　寄居町立寄居
中　瀧口響子(指揮者)　マードックからの最後の手紙(演奏曲)　【高校C】　■7月31
日　久喜総合文化会館　県立寄居城北高　知久望　うつくしの島

文化・芸術

2019/7/19 埼玉新聞 2 6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
13,190　人口総数32,734　男16,250　女16,484

統計
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2019/7/19 埼玉新聞 6･7

[第101回全国高校野球 埼玉大会]第8日　[熊谷公園球場]▽4回戦　熊谷
商4-1所沢北　熊谷商 R 7 藤原　[県営大宮球場]▽3回戦　東農大三4-2羽生一
東農大三 ⑥ 1 井口　※藤原樹（熊谷商高3年、城南中出身）、井口真之介（東農
大三高3年、男衾中出身）　（ほか同日の朝日、読売、毎日、産経、東京新聞、ス
ポーツニッポンに試合結果記事）

スポーツ（高校）

2019/7/19 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【幕下・三段目】★鷹翔（寄居）○2-4　※名古屋場所12日目 スポーツ（大相撲）

2019/7/19 埼玉新聞 8
[国体予選少年] 陸上　1位記録　「南部」（13、14日・上尾運動公園陸上競技
場）　【高校女子】▷400㍍　吉田詩央（埼玉栄）56秒13　※吉田詩央（埼玉栄高3年、
城南中出身）

スポーツ（高校）

2019/7/19 埼玉新聞 13 [リトルシニア]　〈北関東支部夏季大会〉　▷3回戦　熊谷6-0深谷彩北 スポーツ（中学）

2019/7/19 埼玉新聞 13

県スポ少中学生軟式野球交流大会　第42回県スポーツ少年団中学生軟式
野球交流大会　15日、岩槻川通公園野球場などで開会式と1回戦　各地区を代表
し、黒沢僚太（中町ジュニア＝寄居）ら、5選手が団員綱領を朗読　▷1回戦　八潮
フェニックス18-6中町ジュニア（寄居）（三回コールド）　※写真

スポーツ（中学）

2019/7/19 埼玉新聞 15
埼玉の自然の成り立ち紹介 長瀞・自然の博物館で特別展　県立自然
の博物館で特別展「知って！埼玉～化石でたどる2000万年～」　寄居町で出土し
た県最古級の石器も展示　来年1月13日まで

文化・芸術

2019/7/19 埼玉新聞 15

蚕小屋ライブで「版画フォーラム展」 受賞作品など25点を展示　東松山
市松本町の蚕小屋ライブで21日まで「版画フォーラム展」　6月に東秩父村和紙の
里で開催された全国公募展「版画フォーラム2019」の協賛展　このほか、寄居町の
日本料理・喜楽（31日まで）などで開催中・開催予定

文化・芸術

2019/7/20 読売新聞 28

[ＩｎｔｅｒＨｉｇｈ 高校総体2019] 県選手団名簿　【陸上競技】♢男子　神田有希
（埼玉栄）　♢女子　吉田詩央（埼玉栄）　福田舞菜（東農大三）　【柔道】♢女子▷個人
井田侑希（児玉）　【ボクシング】♢男子　篠田覇時（花咲徳栄）　※神田有希・吉田
詩央（埼玉栄高3年、城南中出身）、福田舞菜（東農大三高3年、城南中出身）、井
田侑希（児玉高1年、寄居中出身）、篠田覇時（花咲徳栄高2年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2019/7/20 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】★鷹翔（寄居）や2-4　※名古屋場所13日目 スポーツ（大相撲）

2019/7/20 埼玉新聞 11

貴重な文化財を間近で 小鹿野で仏像見学会　小鹿野町両神薄の法養寺
薬師堂にある県指定文化財「木造十二神将立像」12体と「木造日光菩薩・月光菩
薩立像」2体の解体修理が今秋から行われる　天正13（1585）年の造立以来、初め
て　28日と8月10日に見学会　十二神将立像は鉢形城主北条氏邦とその家臣団が
奉納　※写真

文化・芸術

2019/7/20 スポーツニッポン 2
[球界情報]　19日　♦サヨナラ賞　セ、パ両リーグは、最も印象深いサヨナラ打を
放った打者を表彰する6月の「スカパー！サヨナラ賞」を発表　セは阪神・原口文仁
捕手（27）　初受賞　賞金30万円

スポーツ（プロ野球）

2019/7/20 読売新聞（夕刊） 9 [県版王] 埼玉 「大水車」日本一に　（7/10同紙朝刊県版と同内容）　※写真 地域

2019/7/21 さいたま報知 3

第36回関東小学生ソフトボール県予選　6月16～30日、深谷市利根川河川
敷グラウンド　【女子】▷決勝　鶴ヶ島レッドファイターズ18-3寄居ジュニアソフトボー
ルクラブ（3回コールド）　▷準決勝　寄居ジュニアソフトボールクラブ3-1狭山ライオ
ンズソフトボールクラブ　関東で雪辱誓う　寄居ジュニアソフトボールクラブ　※監
督・主将コメント

スポーツ（小学）

2019/7/21 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　佐怒賀直美選　(寄居)吉澤紀子 投稿

2019/7/21 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【幕下・三段目】★鷹翔（寄居）○3-4　※名古屋場所14日目
※本紙「や」だが、読売新聞により補正

スポーツ（大相撲）

2019/7/21 埼玉新聞 13 「プラチナルート」満喫の乗車券発売 東武鉄道と秩父鉄道　（7/17日本
経済新聞と同内容）

経済・産業

2019/7/22 埼玉新聞 4 参院選 全国開票結果 埼玉選挙区候補者の市町村別得票数・投票率
（ほか同日の朝日、読売新聞に同様記事）

選挙

2019/7/22 埼玉新聞 6 [県中学総体] 決勝は寄居VS深谷岡部 ラグビー　第3日、20日・熊谷荒川
ラグビー場　▷準決勝　寄居27-14深谷南

スポーツ（中学）

2019/7/22 埼玉新聞 6 [県中学総体] ソフトボール　第2日、20日・鶴ヶ島市運動公園ほか　▷2回戦
川口鳩ケ谷4-3寄居城南

スポーツ（中学）

2019/7/22 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【幕下・三段目】★鷹翔（寄居）や3-4　※名古屋場所千秋楽 スポーツ（大相撲）

2019/7/22 埼玉新聞 9

[第101回全国高校野球 埼玉大会]第10日　[県営大宮球場]▽4回戦　山村
学園3-2東農大三　東農大三 6 井口　▽4回戦　熊谷商4-3大宮北　熊谷商 9 藤原
※井口真之介（東農大三高3年、男衾中出身）、藤原樹（熊谷商高3年、城南中出
身）　（ほか同日の朝日、読売、毎日、産経、東京新聞、スポーツニッポンに試合結
果記事）

スポーツ（高校）

2019/7/23 朝日新聞 27 選挙区の投票結果　県選管発表　大里郡　寄居町　28,783(有権者数)
13,092(投票者数)　45.49(投票率)　（ほか同日の読売、毎日新聞に同様記事）

選挙

2019/7/23 読売新聞 27 陸上・ホクレン・ディスタンスチャレンジ最終戦網走大会　22日・北海道網
走市営陸上競技場　男子1万㍍　設楽悠太（ホンダ）は28分17秒38で10位

スポーツ（陸上）

2019/7/23 毎日新聞 26 比例代表の市区町村別得票数　（ほか同日の読売、東京新聞に同様記事） 選挙

2019/7/23 埼玉新聞 5 参院選 全国開票結果 埼玉選挙区候補者の市町村別得票数・投票率
（ほか同日の朝日、毎日、産経、東京新聞に同様記事）

選挙

2019/7/23 埼玉新聞 9
[県中学総体] 陸上　21、22日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場　「第1日」
【女子】▷100㍍障害　③鈴木（寄居）14秒42　▷走り高跳び　④大久保（寄居男衾）1
㍍54

スポーツ（中学）

2019/7/23 埼玉新聞 11 [埼玉歌壇]　飛高敬選　（寄居）田中広美　(評) 投稿

2019/7/24 毎日新聞 直径24.2メートル 大水車 日本一 寄居に完成　（7/10読売、7/11埼玉新聞
と同内容）　※写真

地域
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2019/7/24 東京新聞 14 [東京五輪 開幕まで1年] ＭＧＣ9月15日号砲 男女各2枠が決定　表-
MGC出場選手　設楽悠太　ホンダ　※写真

スポーツ（陸上）

2019/7/24 埼玉新聞 5

設楽悠「自分の走りを」 9月15日号砲 ＭＧＣへ緊張の夏　出場を予定す
る“代表候補”は緊張感いっぱいの夏　日本記録を持つ大迫傑（ナイキ）は拠点と
する米国から一時帰国し、22日に北海道網走市で行われた1万㍍に出場　前日本
記録保持者の設楽悠太（ホンダ）＝寄居町出身＝も参加　※写真

スポーツ（陸上）

2019/7/24 埼玉新聞 5
東京五輪20年7月24開幕 夢の祭典まであと1年 [県関係の有力選手
コメント]　陸上　設楽悠太（ホンダ）＝寄居町出身、武蔵越生高-東洋大出　柔道
新井千鶴（三井住友海上）＝寄居町出身、児玉高出　※それぞれコメント

スポーツ（陸上）
スポーツ（柔道）

2019/7/24 埼玉新聞 5 [県中学総体] 深谷岡部が初Ｖ ラグビー　最終日、23日・熊谷荒川緑地公
園　▷決勝　深谷岡部21-14寄居

スポーツ（中学）

2019/7/24 埼玉新聞 7
[第101回全国高校野球 埼玉大会]第11日　[県営大宮球場]▽5回戦　山村
学園4-1熊谷商　熊谷商 8 藤原　※藤原樹（熊谷商高3年、城南中出身）　（ほか同
日の朝日、読売、毎日、産経、東京新聞、スポーツニッポンに試合結果記事）

スポーツ（高校）

2019/7/24 スポーツニッポン 16･17
[あの感動まであと1年 ＴＯＫＹＯ2020] 東京から東京につながる熱き
19日間-GO BEYOND 1964　8/9（日）　男子マラソンは暑さを味方に、大迫傑
や設楽悠太らの踏ん張りに期待

特集

2019/7/25 朝日新聞 25 川博の大水車完成 28日に「回し初め」 端材で表札作成 販売　（（7/10
読売、7/11埼玉新聞と同内容）　※写真2

地域

2019/7/25 東京新聞 26 「日本一」大水車 28日から稼働 県立川の博物館　（7/10読売、7/11埼玉
新聞と同内容）　※写真2

地域

2019/7/25 埼玉新聞 8 [ぐるっと埼玉]　表-2019年主な県内花火大会　8/3（土）　19：00～21：00　寄居
玉淀水天宮祭花火大会　約5,000発　玉淀河原

イベント情報

2019/7/26 読売新聞 24

設楽悠 兄と合宿 ＭＧＣへ刺激　東京五輪代表選考レース、マラソングランド
チャンピオンシップ（MGC）に出場する男子前日本記録保持者の設楽悠太（ホンダ）
が25日、双子の兄・啓太が所属する日立物流との合同合宿を北海道紋別市で公
開　※写真

スポーツ（陸上）

2019/7/26 埼北よみうり 1 [心浮き立つ 祭りだ！花火だ！]　寄居玉淀水天宮祭（寄居町）　8月3日（土）
玉淀河原　5000発　※写真

イベント情報

2019/7/26 埼北よみうり 6 [埼北8月ｉｎｆｏ]　3日（土）　♦寄居玉淀水天宮祭　玉淀河原（寄居町） イベント情報

2019/7/26 埼北よみうり 8
米の中学生 授業や日本文化を体験（寄居町）　寄居町の友好都市、米オ
ハイオ州メアリズビル市の中学生6人が6日から15日まで訪れ、中学校の授業や日
本文化などを体験　※写真

地域

2019/7/26 産経新聞 21 マラソン設楽悠 双子で合同合宿　（同日の読売新聞と同内容） スポーツ（陸上）
2019/7/26 埼玉新聞 10 [リトルシニア]　〈北部ブロックリーグ〉　熊谷6-0深谷彩北 スポーツ（中学）
2019/7/26 スポーツニッポン 8 設楽悠ＭＧＣへ「新鮮」兄弟練習　（同日の読売新聞と同内容）　※写真 スポーツ（陸上）

2019/7/27 毎日新聞 22

[さいたま歴史散歩] 平将平の故跡① 将門いさめた「文人」　「将門の
乱」（938～940年）を起こした平将門の弟、平将平　国文学者・村上春樹氏の「平将
門伝説ハンドブック」（2005年刊）には県全域で約180件の将門伝説　うち約6割が
秩父地方に集中　将門に関連するものが圧倒的だが、将平に関しても寄居町、皆
野町、神川町、秩父市（旧吉田町）、小鹿野町で約10件が紹介される

連載特集

2019/7/27 東京新聞 5 [発言]　新聞取り始め楽しさ広がる　主婦　木村景子　66　（埼玉県寄居町） 投稿

2019/7/27 スポーツニッポン 10

設楽ＭＧＣ「自分との戦い」　東京五輪マラソン代表選考会「マラソングランド
チャンピオンシップ（MGC）」に出場する男子前日本記録保持者の設楽悠太（ホン
ダ）が26日、合宿を行っている北海道紋別市で取材に応じる　「MGCは自分との戦
い」と強調　同期で自身の日本記録を塗り替えた大迫について「今は距離が縮まっ
た実感がある」と語る

スポーツ（陸上）

2019/7/28 毎日新聞 28

私学フェア 「熊谷展」開幕 15校がブース 行列も　県内の私立中学・高校
が一堂に集まり小中学生の進学相談に応じる「第33回埼玉の私立中学・高校展」
（埼玉私学フェア2019）の第1弾「熊谷展」が27日、熊谷市のキングアンバサダーホ
テル熊谷で始まる　寄居町立寄居中3年の黒澤僚太さん（15）は「分からないことが
あったが、丁寧に説明してくれたので良かった」と話す　※写真

地域

2019/7/28 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　佐怒賀直美選　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)石澤無涯 投稿
2019/7/29 埼玉新聞 5 [今週のこよみ]　3日（土）　▷寄居玉淀水天宮祭（寄居町・玉淀河原） その他

2019/7/29 埼玉新聞 6
大水車が再稼働 寄居・川の博物館で竣工式 建て替えで再び日本一
に　大水車の建て替え工事が完了した寄居町小園の県立川の博物館で28日、再
び日本一となった大水車の竣工を記念した式典　※写真

地域

2019/7/29 読売新聞（夕刊） 3

ＭＧＣへラストスパート 9月号砲 大迫、設楽好走 佐藤もアピール　9月
15日開催の東京五輪代表選考レース、マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）
まで、残り50日を切る　22日のホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会の男子1万
㍍に、マラソン日本記録保持者の大迫傑（ナイキ）や前記録保持者の設楽悠太（ホ
ンダ）、佐藤悠基（日清食品グループ）ら、代表争いの中心となる選手たちが集結
大迫が3位　設楽も7日のゴールドコーストマラソン（豪）を制した2週間後で、28分17
秒38で10位の安定ぶり　佐藤は6位　※写真

スポーツ（陸上）

2019/7/30 埼玉新聞 7
[2019南部九州総体] ボクシング　29日（第1日・宮崎市総合体育館）　▷ピン
級1回戦　篠田覇時（花咲徳栄） RSC3回1分37秒 小林優樹（山梨学院）　※篠田覇
時（花咲徳栄高2年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2019/7/31 埼玉新聞 8･9
市町村と連携して取り組む健康長寿延命と医療費抑制 「令和元年度
健康長寿優秀市町村表彰」受賞市町村の長と知事との意見交換会
優良賞　寄居町　花輪利一郎町長　よりいプラス1000歩運動！　※写真、表

特集

2019/8/1 朝日新聞 21 [響ハーモニー] 県吹奏楽コンクール　♢地区大会の結果（31日）　【中学B】
《北部地区》▷銀賞＝寄居　【高校C】▷銀賞＝寄居城北

文化・芸術
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2019/8/1 埼玉新聞 2 [高齢者叙勲]　1日　▷瑞宝双光章　元寄居町立男衾小学校長 深田忠雄氏＝寄
居町桜沢　（ほか同日の読売新聞に同様記事）

叙位叙勲

2019/8/1 埼玉新聞 7 [今週どこ行く？] ＊イチオシの催し＊　寄居玉淀水天宮祭　3日 イベント情報

2019/8/1 埼玉新聞 11
[2019南部九州総体] ボクシング　31日（第3日・宮崎市総合体育館）　▷ピン
級2回戦　篠田覇時（花咲徳栄） RSC2回1分50秒 植野響真（大分・鶴崎工）　※篠
田覇時（花咲徳栄高2年、男衾中出身）　（ほか8/3読売新聞に同様記事）

スポーツ（高校）

2019/8/1 埼玉新聞 15 [つれづれ]　ありがとう　大野順一（寄居町、73歳） 投稿

2019/8/2 朝日新聞（夕刊） 8
「グッチブレス」の理由 [プロ野球2019 スコアの余白 番記者のつぶや
き]　阪神担当・辻隆徳　大腸がんの手術を経て１軍復帰した阪神の原口文仁捕
手が販売する「グッチブレス」　利益の全額をがん患者支援団体に寄付　※写真

コラム

2019/8/2 埼玉新聞 1 [さきたま抄]　2019･8･2　キジ　日本の国鳥であるばかりでなく、県内でも滑川町
や寄居町は自治体の鳥に据え、愛でてきた

コラム

2019/8/2 埼玉新聞 7
[2019南部九州総体] ボクシング　1日（第4日・宮崎市総合体育館）　▷ピン級
準々決勝　田端佑元（宮崎・日章学園） 判定 篠田覇時（花咲徳英）　※篠田覇時
（花咲徳栄高1年、男衾中出身）　（ほか8/3読売、毎日新聞に同様記事）

スポーツ（高校）

2019/8/3 埼玉新聞 11

ブータン陸上チーム公開トレーニング 寄居町　2020年東京五輪でブータン
王国陸上チームの事前キャンプ地になっている寄居町で1日、ブータンの選手3人
が元陸上選手の為末大さん指導による公開トレーニングを三ケ山緑地公園で行う
寄居城北高陸上部も参加して交流　ブータン選手らは先月30日に寄居到着　「寄
居玉淀水天宮祭」を見学するなどして4日に帰国する　※写真

地域

2019/8/4 東京新聞 10
[東京写真館]　▶第270回　[スナップ賞]　担ぐ　武内道直（埼玉県寄居町）　評
埼玉県寄居町のお祭りで担ぎ手の表情をアップで捉えた　気迫と臨場感　白髪の
男性、神輿の担ぎ手不足という社会性も感じる　※作品写真

投稿

2019/8/4 東京新聞 22
430年前の仏像 初の本格修理へ 小鹿野の法養寺 県文化財の14体
鉢形城主が民衆のため奉納　（7/20埼玉新聞と同内容）　※写真

文化・芸術

2019/8/4 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　鎌倉佐弓選　(寄居)石澤無涯 投稿

2019/8/4 埼玉新聞 15 舟山車と花火華やか 寄居で玉淀水天宮祭　「寄居玉淀水天宮祭」が3日、
寄居町の玉淀河原で行われた　※写真

観光

2019/8/5
定年時代埼玉版
（朝日新聞）

4
[定年歌壇]　選者　宮澤燁　埼玉・寄居町　安良岡正二

投稿

2019/8/6 埼玉新聞 7 [埼玉詩欄]　田中美千代選　四月の花畑　大野順一（寄居町）　(評) 投稿

2019/8/7 埼玉新聞 6

新井ら第1シード 世界柔道　国際柔道連盟（IJF）は6日までに世界選手権（25
日～9月1日・日本武道館）のエントリー選手を発表　女子で3連覇を狙う70㌔級の
新井千鶴（三井住友海上）＝寄居町出身、児玉高出＝が第1シードに決まる　（ほ
か同日の日経、産経、東京新聞に同様記事）

スポーツ（柔道）

2019/8/7 埼玉新聞 6
[2019南部九州総体] 陸上　第3日・タピック県総ひやごんスタジアム　【女子】▷
800㍍予選　「7組」⑤福田舞菜（東農大三）2分15秒96＝落選　※福田舞菜（東農大
三高3年、城南中出身）　（ほか同日の読売新聞に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2019/8/8 朝日新聞 23
[埼玉知事選2019] 上田県政 継承か転換か きょう告示 5氏準備　表-
選挙人名簿登録者数　7日現在、県選管発表　寄居町 28,836(有権者数) ▼553(増
減：2015年比)　（ほか同日の東京新聞に同様記事）

選挙

2019/8/8 毎日新聞 23 ['19知事選] 選挙人名簿登録者数　7日現在　寄居町　14,323(男)
14,513(女)　28,836(計)　（ほか同日の埼玉新聞、8/9読売新聞に同様記事）

選挙

2019/8/8 埼玉新聞 9

[2019南部九州総体] 陸上　第4日・タピック県総ひやごんスタジアム　【男子】▷
1600㍍リレー予選　「6組」⑤埼玉栄（神田、志賀、坂上、文狭）3分21秒05＝落選
【女子】▷1600㍍リレー予選　「9組」①埼玉栄（塩味、吉田、大野、タネル）3分46秒
19＝準決勝進出　※神田有希、吉田詩央（埼玉栄高3年、城南中出身）　（ほか同
日の読売新聞に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2019/8/8 埼玉新聞 9

柔道世界選手権の壮行式 Ｖ3へ向け 新井ら気合　全日本柔道連盟が7
日、東京文京区の講道館で世界選手権（25日～9月1日・日本武道館）壮行式　3連
覇が懸かる女子70㌔級の新井千鶴（三井住友海上）＝寄居町出身、児玉高出＝
は気合十分　25歳の新井は日本女子のエースとして大きな期待を背負う　「3連覇
を取りに行く」と言い切る

スポーツ（柔道）

2019/8/9 読売新聞 17 原口同点打 虎競り勝つ　阪神5-3ヤクルト　原口が六回二死三塁から投手強
襲の同点内野安打　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/8/9 埼北よみうり 1
第33回読売旗争奪県北少年野球選手権大会 熱い戦いはじまる　10日
（土）に開幕、熊谷さくら運動公園野球場ほかで13日（火）までの4日間、熱戦　トー
ナメント表　マッキーズ　※写真

スポーツ（小学）

2019/8/9 埼北よみうり 2 キャプテン 大会への意気込み！　マッキーズスポーツ少年団　野口空吾主
将　※写真、コメント

スポーツ（小学）

2019/8/9 埼北よみうり 5･6 第33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
里　マッキーズスポーツ少年団（寄居町）　※写真2、登録選手名簿

スポーツ（小学）

2019/8/9 埼北よみうり 8 第33回予選参加チーム　【大里地区】キングフィッシャーズ、用土コルツ、マッ
キーズ、中町ジュニア

スポーツ（小学）

2019/8/9 埼北よみうり 12 ブータン陸上選手ら 為末大さんが指導（寄居町）　（8/3埼玉新聞と同内
容）　※写真

地域

2019/8/9 埼玉新聞 4
県企業立地件数 4～6月期15件 圏央道効果続く　県は4～6月期の企業
立地件数について、前年同期と同数の15件だったと発表　本庄市や寄居町など県
北が5件

経済・産業
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2019/8/9 埼玉新聞 8

女子1600Ｒ 埼玉栄 県高校新 準Ｖ 完璧レース 女王に肉薄 [2019南
部九州総体] 陸上　8日　最終日・タピック県総ひやごんスタジアム　【女子】▷
1600㍍リレー準決勝　「3組」①埼玉栄（塩味、吉田、大野、タネル）3分47秒76＝決
勝進出　▷同決勝　②埼玉栄（塩味、吉田、大野、タネル）3分43秒94＝県高校新　3
走で一時トップに立ち、絶対女王（神奈川・相洋）に肉薄の準優勝　29年ぶりに県
高校記録を更新する好タイム　本職が800㍍の2走、吉田は、「走れない仲間の分
までいく」と強い思いを体現する力走　※吉田詩央（埼玉栄高3年、城南中出身）、
写真　（ほか同紙〈1〉に写真付き見出し、同日の読売新聞に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2019/8/9 埼玉新聞 8
柔道の世界選手権 代表女子が合宿公開　柔道の世界選手権女子日本代
表が8日、味の素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3連覇を狙う新井千鶴（寄居町出身、三井住友海上）らも順調な仕上がり

スポーツ（柔道）

2019/8/9 スポーツニッポン 6 秋山好投3勝目[阪神]　バッテリーを組んだのは同期の原口　原口が大腸がん
からカムバックして初めて

スポーツ（プロ野球）

2019/8/10 読売新聞 26 読売書法展入賞・入選者　♢漢字部門♢ 〈入選〉 【寄居町】坂本香山 文化・芸術
2019/8/10 東京新聞 22 「甘みは十分」幸水ナシの収穫が始まる　※写真（武内道直さん撮影） その他

2019/8/11 埼玉新聞 9 [関東中学大会] 陸上　8、9日・山梨中銀スタジアム　【女子】▷100㍍障害　⑦鈴
木（寄居）14秒92

スポーツ（中学）

2019/8/14 読売新聞 22 [埼玉スポーツ] 県北少年野球選手権　第33回読売旗争奪県北少年野球選
手権大会　熊谷さくら運動公園野球場　▷1回戦　美里少年野球8-5マッキーズ

スポーツ（小学）

2019/8/14 埼玉新聞 6

北部ブロック 25日開幕 29チームが熱戦 [全労災カップ争奪 埼玉県ス
ポーツ少年団 小学生軟式野球交流大会]　全労災カップ争奪第44回埼玉
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表者会議
10日、本庄市民文化会館　組み合わせ抽選が行われ、対戦相手が決定　川本南
小（深谷）と中町ジュニア（寄居）は合同チームを結成　トーナメント表

スポーツ（小学）

2019/8/14 埼玉新聞 12 [まちひとであい] 展示　♦2019寄居青渉会69回絵画展（寄居）　23日～25日
中央公民館

イベント情報

2019/8/14 スポーツニッポン 22
[2020 THE TOPICS 話題の側面] ＭＧＣあと1カ月 男子の切符2枚は
誰の手に 川内優輝大予想　○対抗　前半勝負から幅広がった　設楽悠太
※写真

スポーツ（陸上）

2019/8/15 朝日新聞 20

[埼玉少年少女スポーツ 編集局イチ押し] 創立7年総体県大会初Ｖ
深谷市立岡部中ラグビー部　決勝の相手は寄居中　第70回全国高校ラグビー大
会で初優勝した熊谷工高の主将・新井昭夫監督が率いる強豪　岡部は寄居の走
力を抑え、競り勝った　※写真

スポーツ（中学）

2019/8/15 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

1
深谷岡部中が初Ｖ 王者寄居中に競り勝つ 県中学校総体ラグビーフッ
トボール　（7/24埼玉新聞と同内容）　※写真2

スポーツ（中学）

2019/8/15 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2 ラグビー　■県中学校総体ラグビーフットボールの部の記録　【決勝トーナメント
の記録】　（7/18、22埼玉新聞と同内容）

スポーツ（中学）

2019/8/15 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2 陸上競技　■県中学校総合体育大会陸上競技の記録　【女子の記録】　（7/23埼
玉新聞と同内容）

スポーツ（中学）

2019/8/15 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

3 県中学総体ソフトボール　【県大会ベスト16の記録】　（7/22埼玉新聞と同内
容）

スポーツ（中学）

2019/8/16 日本経済新聞 27
[ぐるっと首都圏] ヒノキ香る巨大水車で涼 埼玉県立川の博物館（埼
玉県寄居町）　（7/29埼玉新聞と同内容）　※写真

連載特集

2019/8/16 スポーツニッポン 7
[Ｊリーグ短信]　15日　♦J3群馬　松本からFW榎本樹（19）が育成型の期限付き
移籍で加入　期間は来年1月31日まで

スポーツ（プロサッ
カー）

2019/8/17 毎日新聞 21

[あなたの街の本屋さん] 4 ネコオドル（寄居町） 猫好き、思わず手に
地元愛もニャンダフル　寄居町寄居の「ネコオドル」は、猫にまつわる本を中心
とした5畳ほどの小さな本屋　店主の清水久子さん（39）は、県内の公立図書館で
司書をする傍ら、週1～2回店を開く　13日から新店舗で営業を始めたばかり　寄居
町出身　※写真2

連載特集

2019/8/17 埼玉新聞 7
高校サッカー埼玉大会あすから1次予選　第98回全国高校サッカー選手権
埼玉大会の1次予選が18日、開幕する　[S]　寄居城北-上尾鷹の台　トーナメント
表

スポーツ（高校）

2019/8/18 読売新聞 29 釣りの67歳 流され死亡 寄居の荒川　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故
2019/8/18 読売新聞 37 水の事故 各地で　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故

2019/8/18 毎日新聞 26 [ニュース24時] 寄居・アユ釣りの男性が川で流され死亡　（同日の埼玉
新聞と同内容）

事件・事故

2019/8/18 産経新聞 22 水の事故 2人死亡　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故

2019/8/17 東京新聞 24 [NEWSフラッシュ] ★寄居でアユ釣りの男性水死　（同日の埼玉新聞と同
内容）

事件・事故

2019/8/18 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　鎌倉佐弓選　(寄居)大野順一　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2019/8/18 埼玉新聞 11

創立120周年で寄席 あすから観覧募集 秩父鉄道　秩父鉄道は11月に創
立120周年を迎えるのを記念し、10月22日に秩父市の秩父宮記念市民会館で寄席
を開催　落語家の林家たい平さん、春風亭昇太さんが出演　記念映画も上映　観
覧者は沿線の5市5町（※寄居を含む）に住む人を抽選で招待

その他

2019/8/18 埼玉新聞 15
アユ釣りの67歳男性 川で流され死亡 寄居　17日午前10時25分ごろ、寄居
町末野の荒川で、アユ釣りをしていた同町用土、職業不詳(男性)（67）が流された
約20分後、約250メートル下流で救出されたが、搬送先の病院で死亡確認

事件・事故

2019/8/19 朝日新聞 19 県合唱コン　第62回県合唱コンクールの大学職場一般部門と彩の国部門　18
日、越谷市サンシティ　【彩の国部門】▷銀賞　寄居城北高コーラス部

文化・芸術
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2019/8/19 東京新聞 16 [彩の国 情報ファイル] 展覧会　♦2019寄居青渉会69回絵画展　23日～25日
寄居町中央公民館　※作品画像

イベント情報

2019/8/19 埼玉新聞 2 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
13,248　人口総数32,729　男16,243　女16,486

統計

2019/8/19 埼玉新聞 7 [第98回全国高校サッカー埼玉大会]　第1日、18日　【1次予選】　▷S組1回戦
上尾鷹の台6-0寄居城北

スポーツ（高校）

2019/8/20 埼玉新聞 11 [クリック] 再び日本一　寄居町の県立川の博物館のシンボル大水車が、これ
までより直径が1.2㍍大きくなって再び日本一に

コラム

2019/8/21 読売新聞 30 [Ｗｅｄｎｅｓｄａｙさいたま ひろば] [ホッと絵手紙]　檜木秀子　66　寄居町
※絵手紙の投稿

投稿

2019/8/22 埼玉新聞 7

女子 新井Ｖ3へ、金量産期待 柔道世界選手権25日開幕 東京五輪で
初採用 混合団体も実施　柔道の世界選手権　昨年5階級を制した日本女子
は金メダル量産が期待される　70㌔級の新井千鶴（三井住友海上）＝寄居町出
身、児玉高出＝は日本勢初の3連覇に挑む　※写真

スポーツ（柔道）

2019/8/22 埼玉新聞 11
自作いかだで荒川下り 寄居でイベント 15隻80人が参加　自作のいかだ
で荒川を下る「荒川いかだ下り」が寄居町で行われた　町内外から15隻の約80人
が参加　※写真

地域

2019/8/22 埼玉新聞 11

大水車の完成記念 端材使用グッズ販売 県立川の博物館　日本一大
水車の完成を記念して、県立川の博物館が水車の端材を使ったキーホルダーと
コースター、願い札の計3種類のグッズを販売　深谷市の社会福祉法人埼玉のぞ
みの園の利用者が製作　※写真

地域

2019/8/23 埼北よみうり 3 手作りいかだで荒川下り（寄居町）　（8/22埼玉新聞と同内容）　※写真 地域
2019/8/23 埼北よみうり 4 第33回読売旗争奪県北少年野球選手権大会 熱戦ハイライト　※写真 スポーツ（小学）

2019/8/23 埼北よみうり 6
[エンタメ] イベント　よりい平和と文化のつどい　[よりい平和美術展]9月6日
（金）～8日（日）　[よりい平和のひろば]●ステージⅠ（9月7日）●ステージⅡ、Ⅲ（9
月8日）　寄居町中央公民館

イベント情報

2019/8/23 埼玉新聞 6 深谷彩北 接戦制す [リトルシニア]　〈北部ブロックリーグ〉　18日、久喜西大
輪グラウンド　深谷彩北1-0久喜

スポーツ（中学）

2019/8/23 埼玉新聞 7 [全国中学大会] 陸上　22日（第2日・ヤンマースタジアム長居）　【女子】▷800㍍
予選　「5組」④松本愛澄（男衾）2分20秒07

スポーツ（中学）

2019/8/23 埼玉新聞 11
人とネズミ 関わり紹介 寄居・川の博物館で特別展　寄居町の県立川の
博物館で特別展「根・子（ね）・ねずみ～ネズミワールドへようこそ～」　9月1日まで
※写真

文化・芸術

2019/8/23 スポーツニッポン 7

〝本番〟と同じ日本武道館で25日開幕！柔道・世界選手権東京大会
新井まずはＶ3 東京五輪へ予行(金)　柔道の世界選手権東京大会　25日に
日本武道館で開幕　女子70㌔級は新井千鶴（25＝三井住友海上）が、1999年の階
級改定後は誰も達成していない3連覇に挑む　世界ランク1位　「自分で作り上げて
きたものを試合で試すだけ」　表-日本代表メンバー、大会スケジュール　※写真2

スポーツ（柔道）

2019/8/24 読売新聞 22 世界柔道あす開幕 新井 Ｖ3向け「充実」　9か月前に代表切符を手に入れ
たことで、腰を据えて調整を積んだ　表-■世界選手権の日程　※写真

スポーツ（柔道）

2019/8/24 東京新聞 19

世界選手権 あす東京で開幕 柔道 新井、4年前の自分「超える」　4年
前、翌年にリオ五輪を控えた世界選手権（アスタナ）　メダルを逃し5位　女子9選手
のうち、唯一胸に光るものがない　リオ五輪は観客席　代表を争った田知本遥が金
メダルを獲得する瞬間を目の当たりに　※写真

スポーツ（柔道）

2019/8/24 埼玉新聞 9

正統派 新井「全力で」 日本女子3人目のＶ3へ 世界柔道あす開幕　25
日に開幕する柔道の世界選手権　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＝が、谷亮子（当時、田村）、阿武教子に次ぎ、日本女子3人
目の3連覇に挑む　※写真

スポーツ（柔道）

2019/8/24 埼玉新聞 9 [全国中学大会] 陸上　23日　第3日・ヤンマースタジアム長居　【女子】▷100㍍
障害予選　「11組」　②鈴木凛（寄居）14秒71

スポーツ（中学）

2019/8/25 産経新聞 24 [知事選2019 真夏の決戦] きょう投開票　表-■選挙人名簿登録者数　寄
居町　28836

選挙

2019/8/25 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤紀子　(評) 投稿

2019/8/26 朝日新聞 19 [埼玉知事選2019] 候補者の市町村別得票　（ほか同日の読売、8/27毎
日、産経新聞の同様記事）

選挙

2019/8/26 埼玉新聞 6 ♢女子サッカー　県高校選手権第1、2日（21、24日・SFAフットボールセンターほ
か）＝各組予選リーグ　▷B組　寄居城北8-0自由の森

スポーツ（高校）

2019/8/27 朝日新聞 19 [埼玉知事選2019] 候補者の市町村別得票 選挙

2019/8/27 読売新聞 25 [19知事選] 検証[上] 市区町村別投票率　【大里郡】 寄居町 28,492(有権
者数) 34.54(投票率％) 1.79(前回比)　（ほか同日の毎日、東京新聞に同様記事）

選挙

2019/8/27 埼玉新聞 2 知事選の市町村別開票状況　※選管最終 選挙

2019/8/27 埼玉新聞 4
[私募債発行]　♦不動産業、福島ハウジング（寄居町、福島秀夫社長）　6月28日
付で寄贈品付CSR私募債5千万円を発行　寄贈先は寄居町立寄居小学校　期間5
年　財務代理人は埼玉りそな銀行

経済・産業

2019/8/27 埼玉新聞 6
女子1600Ｒ 埼玉栄再び県高校新 陸上関東選手権　23～25日、正田醤
油スタジアム群馬　【女子】▷1600㍍リレー　①埼玉栄高（タネル、吉田、大野、塩
味）3分43秒24＝大会新、県高新　※吉田詩央（埼玉栄高3年、城南中出身）

スポーツ（高校）

2019/8/27 埼玉新聞 10･11
[文化祭を見に行こう] 全国レベルを体感しよう　[美術]　寄居城北高校 美
術部　第43回全国高校総合文化祭佐賀大会出場　♢展示　11月2日（土）　表-文化
祭日程一覧　11月2日（土）　寄居城北

特集
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2019/8/28 朝日新聞 21
日本伝統工芸展 県内から21人入選　第66回日本伝統工芸展の入賞・入選
者が28日付で発表され、県内から21人が入選　9月18日から30日まで東京・日本橋
三越本店で開催　県内の入選者　【陶芸】原清（寄居町）

文化・芸術

2019/8/28 埼玉新聞 6 ♢女子サッカー　県高校選手権第3日（27日・庄和高校ほか）＝各組予選リーグ
▷B組　寄居城北3-0大宮武蔵野・日高・新座

スポーツ（高校）

2019/8/28 埼玉新聞 7

[全労災カップ争奪 埼玉県スポーツ少年団 小学生軟式野球交流大
会]　全労災カップ争奪第44回埼玉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　25日、本庄市若泉公園グラウンドなど　▷1回戦　美里少年
野球13-4用土コルツ（寄居）（五回コールド）　妻沼スラッガーズ（熊谷）7-6キング
フィッシャーズ（寄居）（五回コールド）　横瀬武甲7-0マッキーズ（寄居）　川本南小･
中町ジュニア合同6-5大里（熊谷）（六回コールド）

スポーツ（小学）

2019/8/28 埼玉新聞 15

[ニュースクリップ] ♦女性だまされキャッシュカード3枚手渡す（寄居）
寄居署は26日、寄居町の無職女性（61）がキャッシュカード3枚をだまし取られたと
発表　19日午後6時ごろ、警察官などを装う男から「キャッシュカードが悪用されて
いる」などと電話　約1時間後、財務局職員を名乗る男が訪れ、カードを封筒に入れ
させ、隙を見て封筒をすり替える　口座から約68万円が引き出される

事件・事故

2019/8/30 朝日新聞 16 新井敗退 涙 女子70㌔級　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真 スポーツ（柔道）
2019/8/30 読売新聞 18 新井まさか 3回戦敗退 Ｖ3逃し涙　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真 スポーツ（柔道）

2019/8/30 毎日新聞 14 新井3連覇逃す 女子70㌔級 女王に隙 空回り 3回戦敗退　（同日の埼
玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（柔道）

2019/8/30 日本経済新聞 45 世界柔道 新井は3回戦敗退　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真 スポーツ（柔道）

2019/8/30 産経新聞 16 新井 3連覇ならず まさかの3回戦敗退「焦った」　（同日の埼玉新聞と同内
容）　※写真

スポーツ（柔道）

2019/8/30 東京新聞 10 新井 3連覇ならず 女子70㌔級 まさかの3回戦敗退　（同日の埼玉新聞と
同内容）　※写真

スポーツ（柔道）

2019/8/30 埼玉新聞 5

女子70㌔級 新井Ｖ3ならず 3回戦でティモに敗れる 世界柔道 大本命
まさかの敗退　柔道の世界選手権第5日　29日、日本武道館　女子70㌔級で3連
覇を狙った新井千鶴（三井住友海上）＝寄居町出身、児玉高出＝は3回戦でバル
バラ・ティモ（ポルトガル）に優勢で敗れる　開始1分に払い巻き込みで技ありを奪わ
れる　世界ランク29位の伏兵　まさかの敗退に号泣　「たった2試合しかできなかっ
た」　※写真

スポーツ（柔道）

2019/8/30 埼玉新聞 7 [今週のホームラン]　8月25日　大木悠聖（用土コルツ） スポーツ（小学）

2019/8/30 埼玉新聞 7
♢ソフトボール　第42回県スポーツ少年団中央大会女子（24、25日・北本スポー
ツセンター）　▷1回戦　寄居ジュニア15-0北本東小少女　▷準々決勝　西少女（白
岡）8-2寄居ジュニア

スポーツ（小学）

2019/8/30 埼玉新聞 12
夜の涼を楽しもう あす玉淀河原（寄居）　寄居町の玉淀河原で31日、イベン
トを楽しみながら夜の涼を体感する「寄って居ってまるちぇ2019夏」（Yoriiあらかわ
めっせ主催）が行われる　※チラシ画像

地域

2019/8/30 埼玉新聞 14

全国大会優秀賞 文化祭で上映 深谷第一高校放送部　県立深谷第一高
校放送部は9月7日、第43回全国高等学校総合文化祭佐賀大会の放送部門で優
秀賞を受賞したビデオ作品「喜ばれることに喜びを。」を同校文化祭で上映　作品
は寄居町の福祉特化型美容院「ＷｅｌBｅ（ウェルビ）」を取り上げる　※写真

地域

2019/8/30 スポーツニッポン 9

女子70㌔級 新井3連覇どころかメダルも届かず　♢女子70㌔級の世界選
手権日本人成績♢　15(年) アスタナ（カザフスタン） 新井千鶴 5位　17 ブタペスト
（ハンガリー） 新井千鶴 金メダル　18 バクー（アゼルバイジャン） 新井千鶴 金メダ
ル　19 東京（日本） 新井千鶴 3回戦敗退　（ほか同日の埼玉新聞と同内容）　※写
真

スポーツ（柔道）

2019/8/30 スポーツニッポン 9
［上水研一朗の目] 正統派ゆえに相手の術中に…　新井の柔道は「正しく
持って正しく投げる」正統派　2連覇の女王が研究され、対策されるのは宿命　初戦
から相手は全て新井の体勢を崩すことに集中

スポーツ（柔道）

2019/8/31 読売新聞 27 [Ｓａｔｕｒｄａｙさいたま レジャー] 歩く　♦川越・児玉往還道を歩くパート⑥　9月
7日　東武東上線武蔵嵐山駅集合　今市地蔵堂など巡る　男衾駅解散

イベント情報

2019/8/31 毎日新聞 20

十二神将立像 修理へ 小鹿野　法養寺、寄付募る　法養寺（小鹿野町）の
県指定文化財、木造十二神将立像と木造日光菩薩・月光菩薩立像の計14体　9月
から解体修理　修理費の一部を賄おうと、法養寺薬師堂奉賛会などが寄付を募る
鉢形城主、北条氏邦と家臣が薬師堂を再建し奉納　（7/20埼玉新聞と一部同内
容）　※写真

その他

2019/8/31 埼玉新聞 6 ♢女子サッカー　県高校選手権第4日（30日・SFAフットボールセンターほか）＝
各組予選リーグ　▷B組　叡明2-1寄居城北　▷同組最終順位　①寄居城北 勝ち点6

スポーツ（高校）

2019/8/31 埼玉新聞 14

「東京」でリベンジを 寄居 柔道・新井千鶴選手にエール　世界柔道選手
権大会女子70㌔級で3連覇を逃した寄居町出身の新井千鶴選手　一夜明けた30
日、新井選手が卒業した町立男衾中学校柔道部の後輩が「オリンピックで金メダル
を取ってほしい」と今後の活躍に期待　※写真

地域

2019/8/31 Tｈｅ Jａｐａｎ Tｉｍｅｓ 12

ｓｐｏｒｔｓ ｊｕｄｏ　while compatriot Chizuru Arai, the defending women’s
70-kg champion, was knocked out early.　In the women’s 70-kg
division, Arai was eliminated in the third round, marking the first time
no Japanese has medaled in the division.

スポーツ（柔道）


