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掲載日 掲載紙 紙面 記事見出・記事概要 件名
2019/9/1 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 投稿

2019/9/2 朝日新聞 10
混合団体 日本Ｖ３ 影浦が 大野が 新井が 浜田が　女子70㌔級の3回戦
で敗退し涙した新井　世界女王に輝いたガイーと接戦　残り1分を切った時間帯、
寝技の攻防で先に抑え込み、執念が勝った

スポーツ（柔道）

2019/9/2 読売新聞 10

日本 団体3連覇 世界柔道 五輪へ層の厚さ見せた　柔道・世界選手権東
京大会最終日（1日・日本武道館）　男女混合団体が行われ、日本（影浦心、芳田
司、大野将平、新井千鶴、村尾三四郎、浜田尚里）は決勝でフランスを4-2で下し、
大会3連覇を達成

スポーツ（柔道）

2019/9/2 毎日新聞 16 日本 混合団体3連覇　【男女混合団体】▷2回戦　日本4-0韓国　▷準決勝　日本
4-0ブラジル　▷決勝　日本4-2フランス　（ほか同日の読売新聞と同内容）

スポーツ（柔道）

2019/9/2 東京新聞 17 大会総括 女子 紙一重の銀4個　表-世界柔道・日本選手の成績 スポーツ（柔道）

2019/9/2 東京新聞 16 [彩の国 情報ファイル] 展覧会　♦よりい平和美術展　6～8日、寄居町中央公
民館

イベント情報

2019/9/2 埼玉新聞 9

[ランチどこ行く？] 人気は20㌢エビフライ まんぷくランチ お米cafeさ
かもと（寄居町）　今年2月10日オープン　オーナーは町内の和食店で30年修業
した坂本明生さん（50）　和を中心にした料理で客をもてなす　※写真2、店舗プロ
フィール

連載特集

2019/9/2 埼玉新聞 14 県市町村職員囲碁　令和元年度埼玉県市町村職員共済組合囲碁大会　8月31
日、さいたま共済会館　各クラスの入賞者　【名人戦】③坂本義明（寄居町）

その他

2019/9/2 スポーツニッポン 8 Ｖ3 日本柔道は強かった　（同日の朝日新聞と同内容） スポーツ（柔道）

2019/9/2 スポーツニッポン 8 [上水研一朗の目]　女子は70㌔級で3連覇を狙った新井を筆頭に、前年までの
女王が研究されて苦しんだ

スポーツ（柔道）

2019/9/3 日本経済新聞 33

世界柔道 個人の「金」4個 海外勢との差縮まる 五輪まで1年、混戦の
模様　1日に終了した柔道の世界選手権で日本が個人戦で獲得した金メダルは4
個　数字だけに一喜一憂しては本質を見誤る　内容も加味すれば世界との差が縮
まった印象　伏兵に敗れ3連覇を逃した女子70キロ級の新井千鶴（三井住友海上）
だが、その相手は決勝進出

スポーツ（柔道）

2019/9/3 産経新聞 16 混合団体 3連覇 世界柔道　【男女混合団体】▷決勝　日本4-2フランス　○新
井 崩れけさ固め ガイー　（ほか9/2読売新聞と同内容）

スポーツ（柔道）

2019/9/3 東京新聞 21 日本 混合団体3連覇 柔道 世界選手権　（9/2読売新聞と同内容）　※写真 スポーツ（柔道）

2019/9/3 埼玉新聞 6

日進月歩の技術還元 寄居・ＲＤＳ 杉原社長 「障害者競技、Ｆ1と同じ」
東京パラリンピックまで1年　寄居町に工場を構える「RDS」　最先端ロボットな
どを製造する中小企業　レーサー（競技用車いす）やチェアスキーのほか福祉器具
の開発にも注力　杉原行里社長は「パラスポーツをF1のように捉えている。お金や
技術を競技用の車に投入し、一般社会に転用したい」と理念語る　※写真2

経済・産業
スポーツ（その他）

2019/9/3 埼玉新聞 6 世界柔道閉幕 混合団体Ｖ3 五輪弾み 強豪との総力戦覚悟　（9/2読売
新聞と同内容）　※写真

スポーツ（柔道）

2019/9/3 埼玉新聞 6

男女14階級個人戦総括 金3個減、外国勢底上げ 新井も敗退 危機感
募る　柔道の世界選手権は8月31日に個人戦の男女14階級が終了　日本の金メ
ダルは昨年より三つ減る　3連覇を狙った女子70㌔級の新井千鶴（三井住友海上）
＝寄居町出身、児玉高出＝が3回戦で負けたように、外国勢の層は厚くなった

スポーツ（柔道）

2019/9/3 Tｈｅ Jａｐａｎ Tｉｍｅｓ 11

Japan earns third straight mixed-team gold　Judo
Japan’s judoka brought the curtain down on the world championships and brought
the home crowd to its feet on Sunday by clinching their third-straight mixed-team
gold medal.
Japan swept past South Korea in the quarterfinals and Brazil in the semifinals,
both by 4-0 scores. In the final, Kokoro Kageura and men’s 73-kg gold medalist
Shohei Ono each won their bouts by ippon as did Chizuru Arai. Arai, knocked out
in the third round of the women’s 70-kg division, beat France’s gold medalist
Marie Eve Gahie.　※写真

スポーツ（柔道）

2019/9/4 朝日新聞 22 [埼玉マリオン] ●イベント　♦よりい平和と文化のつどい　6日[金]～8日[日]、
寄居町中央公民館

イベント情報

2019/9/4 埼玉新聞 7
4地区 6日に一斉開幕 秋季高校野球地区大会　北部　秀明英光-寄・妻
寄・妻…寄居城北・妻沼の連合チーム　※トーナメント表　（ほか同日の朝日、読売
新聞、9/5毎日新聞に同様記事）

スポーツ（高校）

2019/9/5 朝日新聞 18
[MARATHON GRAND CHAMPIONSHIP] かける 2 設楽悠太（ホンダ）
ライバル対決へ 兄と再起　※写真

連載特集
スポーツ（陸上）

2019/9/6 朝日新聞 22
[ドロンジョーヌ恩田の自転車日和] かわはくへ 荒川沿い 優雅な大水
車　※写真

連載コラム

2019/9/6 読売新聞 25 [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

2019/9/6 日本経済新聞 29

マラソン 五輪切符へ駆ける MGC[本番想定の代表選考会]15日号砲
大迫 設楽悠 井上 服部勇 好記録続出、男子は4強　大迫に対抗心を燃
やす前日本記録保持者で同学年の設楽悠太（27、ホンダ）　7月のゴールドコース
ト・マラソンは2時間7分50秒で優勝　「（MGCは）自信しかない」と強気に語り、らしさ
が戻ってきた　※写真

スポーツ（陸上）

2019/9/6 埼玉新聞 6
[リトルシニア]　〈北関東支部秋季大会〉　リトルシニア関東連盟北関東支部の秋
季大会兼ミズノ旗争奪戦　1日、熊谷市江南総合公園野球場など　▷2回戦　深谷彩
北5-4富士見

スポーツ（中学）
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2019/9/6 埼玉新聞 6

[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　1日、本庄市若泉公園グラウンドなど　▷2回戦　川本南小
9-3横瀬武甲・中町ジュニア合同（六回コールド）

スポーツ（小学）

2019/9/6 埼玉新聞 6 [今週のホームラン]　9月1日　津田大周（中町ジュニア） スポーツ（小学）

2019/9/6 埼玉新聞 9 とろとろの食感 特産ナスが収穫（寄居）　寄居町の新特産品「寄居とろとろ
ナス」の収穫が最盛期　※写真

経済・産業

2019/9/6 埼玉新聞 11

亡き会主に捧ぐ書展 小川の皎心会 会員所蔵の作品も 8日まで　小川
町立図書館で皎心会（会主・吉田鷹村さん）の「第9回皎心会展」　会主の吉田鷹村
さんは寄居町在住で、東京学芸大学名誉教授　今月1日に亡くなった　吉田さんの
「雷声洪大 雨点全無」など展示　※写真

文化・芸術

2019/9/8 読売新聞 25

[記写2019] 古い町並み 暮らして残す　江戸から大正期に和紙と絹織物の
産地として栄え、「武蔵の小京都」と呼ばれる小川町　酒蔵や旅籠跡など当時の面
影を残す建物が70軒以上　NPO法人小川町創り文化プロジェクト代表の田中克彦
さん（68）　活動の原点は、拠点として使う五軒長屋　田中さん所有の築120年以上
の建物で、都内から隣町の寄居町に移住した建築ライター平山友子さん（59）と雅
士さん（58）夫妻がほれこみ、5年前に借りた　古い町並みの残る小川町の魅力を
熱く語る夫妻に共鳴し、2016年にNPO法人を設立、保存活動を始めた　※写真

その他

2019/9/8 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　(寄居)吉澤紀子 投稿

2019/9/8 埼玉新聞 6 ♢バスケットボール　全国高校選手権県予選第1日（7日・越谷総合体育館）　▷
女子1回戦　浦和西60-56寄居城北

スポーツ（高校）

2019/9/10 読売新聞 24
[決戦ＭＧＣ][1] 「一発勝負」15日号砲 上位2人五輪に内定　表-■MGC
出場予定選手　（同日の東京新聞と同内容）

連載特集
スポーツ（陸上）

2019/9/10 東京新聞 22

[MARATHON GRAND CHAMPIONSHIP]15日号砲 マラソン五輪代表
へ大一番 大迫、設楽ら4強の争い 男子　男子は大迫傑（ナイキ）と設楽悠
太（ホンダ）の新旧日本記録保持者、昨夏のジャカルタ・アジア大会王者の井上大
仁（MHPS）、昨年12月の福岡国際を制した服部勇馬（トヨタ自動車）が「4強」を形成
表-マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）出場選手名鑑　設楽悠太　※写真

スポーツ（陸上）

2019/9/10 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）●0-1　※秋場所2日目 スポーツ（大相撲）

2019/9/10 埼玉新聞 7
[秋季高校野球地区大会] 大敗も好守光る 寄居城北･妻沼連合　●北
部　▷F組1回戦　秀明英光10-0寄居城北・妻沼（五回コールド）　※写真　（ほか同
日の朝日、読売、毎日新聞の各紙に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2019/9/10 埼玉新聞 14 台風一過 真夏日再び 県内各地で猛暑日　台風一過の9日の県内　各地
で真夏並みの暑さ　寄居町で36.1度など

気象

2019/9/11 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2
石川杯中学校ソフトボール　■県西北部地区選抜中学校女子ソフトボール大
会第14回「石川杯」の記録　8月18日・24日、東松山北中ほか　【予選の順位】▷B組
③寄居

スポーツ（中学）

2019/9/11 読売新聞
［決戦ＭＧＣ］[2] ライバル対決「楽しみ」 設楽悠太 27（ホンダ）　自身が
16年ぶりに塗り替えた日本記録さらに21秒更新した大迫傑（ナイキ）との対決を「楽
しみ」と待ちわびている　※写真

連載特集
スポーツ（陸上）

2019/9/11 埼玉新聞 7 [まちひとであい] 催し　♦「職人さんに学んで作る～自分だけの工芸品～」（寄
居）　21、22日　県立川の博物館

イベント情報

2019/9/11 埼玉新聞 8･9
第41回埼玉県アマチュアゴルフ選手権大会2019 決勝9/12・13　岡部チ
サンCC（美里コース）　表-決勝第1ラウンド組み合わせ　イン　14(組) 寺辻真生 寄
居　予選からの進出者　8/1（木） 高麗川CC　寺辻真生（寄居）　※写真

スポーツ（アマゴル
フ）

2019/9/11 埼玉新聞 10

県スポーツ少年団柔道親善大会　第41回県スポーツ少年団柔道親善大会
兼第32回県民総合スポーツ大会スポーツ少年団の部　県武道館　「個人」【男子】▷
小学1年 ①村上颯葵（男衾柔道クラブ）　▷同2年 ①中畝智哉（明道館）　▷中学3年
③小林優大（深谷柔道SEIWA会）　【女子】▷小学6年 ①井田実来（深谷柔道SEIWA
会）　※写真

スポーツ（小学）
スポーツ（中学）

2019/9/11 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）●0-2　※秋場所3日目 スポーツ（大相撲）

2019/9/11 スポーツニッポン 22

マラソン代表選考「一発勝負」ＭＧＣあと4日 シューズメーカーも テレ
ビ局も 出身大学も 戦っています　表-♢MGC出場選手の着用シューズ♢　男
子 ナイキ 16(人数) 設楽悠太(主な選手)　♢MGC出場者♢　男子 設楽悠太 ㉗(年
齢) （ホンダ）　※写真

スポーツ（陸上）

2019/9/12 朝日新聞 24

東京五輪へ挑む 4強が軸 [MARATHON GRAND CHAMPIONSHIP]
男子展望　大迫傑、設楽悠太、井上大仁、服部勇馬の「4強」の構図は揺るぎない
レース展開は設楽がどんな動きを見せるかで変わってくる　表-■日本男子歴代10
傑、■男子出場選手　※写真

スポーツ（陸上）

2019/9/12 東京新聞 21

[マラソン交差点] 上 同学年ライバル 初対決　前日本記録保持者の設楽
悠太（ホンダ）と日本記録保持者の大迫傑（ナイキ）　同学年の2人が歩んできた道
のりはどのように交差するのか　2人は1991年生まれの同学年　設楽は東洋大、大
迫は早大で1年から箱根路を沸かせた　※写真

連載特集
スポーツ（陸上）

2019/9/12 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）や0-2　※秋場所4日目 スポーツ（大相撲）

2019/9/13 埼北よみうり 4
「大水車」の余材で 木のおもちゃ作り（寄居町）　県立川の博物館のシン
ボル「大水車」　建て替え工事が7月に完了　8月23日に工事の際に余った木材（県
産ヒノキ）を活用した木工教室　※写真2

地域

2019/9/13 毎日新聞 22
埼玉書道展が開幕 県立近代美術館 5部門に693点　県内最大規模の公
募展、第63回埼玉書道展が12日、県立近代美術館で始まる　15日まで　主な受賞
者　県知事賞＝坂本香山（寄居町、漢字）　※写真

文化・芸術



令和元（2019）年度 寄居町新聞記事索引（9～12月） 2020年1月作成

2019/9/13 埼玉新聞 7
[2019県アマゴルフ]　〈決勝大会第1日、12日・岡部チサンCC美里コース＝7109
㍎、パー72＝参加150人〉　♢最終ラウンド進出選手♢　+4 ⑨(位ﾀｲ)寺辻真生（寄
居） 76（38、38）　表-最終ラウンド組み合わせ

スポーツ（アマゴル
フ）

2019/9/13 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）や0-2　※秋場所5日目 スポーツ（大相撲）

2019/9/13 埼玉新聞 8
川越サヨナラで8強 上尾、深谷彩北なども [リトルシニア]　〈北関東支部
秋季大会〉　リトルシニア関東連盟北関東支部の秋季大会兼ミズノ旗争奪戦　8
日、熊谷市江南総合公園野球場など　▷3回戦　深谷彩北13-0狭山（四回コールド）

スポーツ（中学）

2019/9/13 埼玉新聞 9

強い絆へ取り組み推進 米メアリズビル市長が来町（寄居）　寄居町と交
流している米オハイオ州メアリズビル市の訪問団が11日、寄居町に来町　ジェイ･
アール･ライシュ市長ら、計7人　座禅や写仏体験、ホンダ寄居工場などを視察して
13日に帰国する　※写真

行政

2019/9/13 埼玉新聞 10 大久保さん本社賞 浦和区 15日まで埼玉書道展　（同日の毎日新聞と同
内容）

文化・芸術

2019/9/13 埼玉新聞 14
♢令和元年度生涯スポーツ功労者・優良団体文部科学大臣表彰　12
日　【生涯スポーツ優良団体（スポーツクラブ以外】寄居町スキー連盟　（ほか同日
の読売新聞に同様記事）

受賞・表彰

2019/9/14 朝日新聞 23
[MARATHON GRAND CHAMPIONSHIP] 大迫 傑作を出したい 設楽
前半ハイペース　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2019/9/14 朝日新聞 33 大迫・設楽悠 レース前から駆け引き ＭＧＣあす号砲　（同日の埼玉新聞
と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2019/9/14 読売新聞 28 ＭＧＣあす号砲 五輪へ 大迫「傑作を」　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写
真

スポーツ（陸上）

2019/9/14 読売新聞 31 [Ｓａｔｕｒｄａｙさいたま レジャー] イベント　♦職人さんに学んで作る～自分だ
けの工芸品　21、22日　県立川の博物館

イベント情報

2019/9/14 毎日新聞 15
[MARATHON GRAND CHAMPIONSHIP] 五輪切符 いざ決戦へ あす
ＭＧＣ 男子8時50分・女子9時10分号砲 Ｓｈｉｔａｒａ Ｙｕｔａ 貫く常識破り
設楽悠太　表-MGC出場選手 ※写真

特集
スポーツ（陸上）

2019/9/14 毎日新聞 17 決戦へトップ勢ぞろい 五輪代表へ気合十分 あす東京でＭＧＣ　（同日
の埼玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2019/9/14 日本経済新聞 31

寄居町にバイオガス発電施設　オリックスは埼玉県寄居町にバイオガス発電
施設を整備する　発電能力は1600㌗で、2021年にも稼働させる　一般家庭約3140
世帯分の年間消費電力をまかなえる見通し　1日当たり最大で100トンの廃棄物を
処理し、ガスをつくる　水分の少ない食品廃棄物や紙ごみを用いる「乾式法」のバイ
オガス発電施設としては国内最大級　20年1月に工事着手

経済・産業

2019/9/14 日本経済新聞 32
恨みっこなし一発勝負 [ＭＧＣ号砲 マラソン五輪選考会]㊤ 透明性向
上、選手層厚く　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真

特集
スポーツ（陸上）

2019/9/14 産経新聞 1 五輪へ一発勝負 ＭＧＣあす決戦　※写真（設楽悠太選手） スポーツ（陸上）

2019/9/14 産経新聞 16
[MARATHON GRAND CHAMPIONSHIP] あすマラソン選考ＭＧＣ 男
女2人の五輪切符 新旧日本記録保持者が激突 設楽「30㌔で勝負は
ついている」　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2019/9/14 東京新聞 18

中日写真協会賞に寄居町の木島さん 埼玉支部、19年前期　中日写真
協会埼玉支部の2019年前期撮影会　中日写真協会賞に木島宏さん（寄居町）の作
品「伐採」が輝く　「森林」「里山作り」をテーマに作品募集　その他の主な入賞者　▷
中日新聞賞＝武内道直（寄居町）　※作品写真

受賞・表彰

2019/9/14 東京新聞 21
五輪懸けあす号砲 ＭＧＣ40人競う 設楽が大逃げ宣言 男子 集団でス
ローペースか　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2019/9/14 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）○1-2　※秋場所6日目 スポーツ（大相撲）

2019/9/14 埼玉新聞 6

設楽悠「順位も記録も」 ＭＧＣあす号砲 出場40人が会見 自信満々
大逃げも　東京五輪マラソン代表の座を争う15日のMGCに出場する男女計40選
手が13日、東京都内で記者会見　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「順位も記録も両方求めていきたい」と抱負
設楽は相変わらず自信満々　多くの選手が後半の上りをポイントとする中、自身は
前半の10㌔を鍵に挙げた　当日は寄居町でパブリックビューイングが催される予定
「町全体で盛り上げてくれてうれしい。結果で応えたい」と質問に答えた　※写真

スポーツ（陸上）

2019/9/14 埼玉新聞 7
[2019県アマゴルフ]　〈決勝大会最終日、13日・岡部チサンCC美里コース＝
7109㍎、パー72＝参加96人〉　□最終ラウンド成績　+8 ⑦(位ﾀｲ)寺辻真生（寄居）
152＝7676（3937）

スポーツ（アマゴル
フ）

2019/9/14 埼玉新聞 13 [まちひとであい] 催し　♦男子マラソン設楽悠太選手のパブリックビューイング
（寄居）　15日、中央公民館

イベント情報

2019/9/14 埼玉新聞 15 [つれづれ]　主役交代　大野順一（寄居町、73歳） 投稿

2019/9/14 スポーツニッポン 7
明日「ＭＧＣ」男女上位2人が東京五輪マラソン代表内定 「前半10㌔
大切」設楽は大逃げ宣言　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2019/9/14 朝日新聞(夕刊) 1
厚底派？薄底派？ あすＭＧＣ 選手の足元にも注目　15日の「マラソング
ランドチャンピオンシップ」（MGC）は、ランナーの「足もと」にも注目　設楽悠太選手
（ホンダ）らが「厚底」シューズで結果を残してきた　※写真

スポーツ（陸上）
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2019/9/14 Tｈｅ Jａｐａｎ Tｉｍｅｓ 11

MGC offers path to 2020 Games　/ Track & Field
The inaugural Marathon Grand Championship gets underway with tickets to the
2020 Tokyo Olympics on the line.
In the men’s race, national-record holder Suguru Osako and Yuta Shitara are the
gold- medal favorites, followed by some other top runners, including Asian Games
gold medalist Hiroto Inoue.

スポーツ（陸上）

2019/9/15 朝日新聞 22

五輪切符かけきょう号砲 「すごいレース」瀬古氏期待 [MARATHON
GRAND CHAMPIONSHIP]　東京五輪の代表を決めるマラソングランドチャン
ピオンシップ（MGC）を翌日に控えた14日、日本陸連の瀬古利彦・マラソン強化戦
略プロジェクトリーダーがレースへの期待を語る　「設楽君が最初から飛び出すと
いう話をしていましたけど、ハッタリかなとも思う。どういう展開になるか楽しみ」

スポーツ（陸上）

2019/9/15 読売新聞 20
ＭＧＣきょう号砲 30㌔過ぎ スパート勝負　日本陸連の瀬古利彦・マラソン
強化戦略プロジェクトリーダーが予想　設楽　彼は読みづらく、暑くても自重しない
可能性ある

スポーツ（陸上）

2019/9/15 毎日新聞 18

ＭＧＣきょう号砲 男子「4強」設楽の動き注目　男子は日本記録保持者の
大迫傑（ナイキ）、前日本記録保持者の設楽悠太（Honda）、井上大仁（MHPS）、服
部勇馬（トヨタ自動車）の「4強」が中心　ポイントは設楽の動き　展開次第で前半か
ら逃げると宣言　先行逃げ切りもできる力がある　表-MGC出場選手　※写真

スポーツ（陸上）

2019/9/15 日本経済新聞 29

[ＭＧＣ号砲 マラソン五輪選考会]㊦ スピードランナー台頭 トラックか
らの好循環生む　MGCの導入発表から2シーズン　記録向上　トラックを経験し
たスピードランナーたちの台頭　世界選手権や五輪で1万㍍の代表経験がある設
楽悠太は「トラックとマラソンを比較して、どちらが勝つ可能性が高いか」を考えたと
いう　※写真

特集
スポーツ（陸上）

2019/9/15 東京新聞 18 ＭＧＣきょう号砲 五輪へ一発勝負 男子 大迫、設楽 激しい駆け引きに
高橋尚子さんレース展望　※写真

スポーツ（陸上）

2019/9/15 埼玉新聞 1
五輪枠へ 設楽悠出場 きょうＭＧＣ　2020年東京五輪の日本代表選考レー
ス「マラソングランドチャンピオンシップ」（MGC）　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＝が出場

スポーツ（陸上）

2019/9/15 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
2019/9/15 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）○2-2　※秋場所7日目 スポーツ（大相撲）

2019/9/15 埼玉新聞 9
ＭＧＣきょう号砲 設楽先行 服部に好機も　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＝が序盤から飛ばすことを示唆
※写真

スポーツ（陸上）

2019/9/15 スポーツニッポン 2･3
東京五輪懸けた運命の〝一発勝負〟今日ＭＧＣ号砲　設楽主導権握る
高岡寿成氏（48）（男子マラソン元日本記録保持者、カネボウ陸上部監督）展望　※
写真2

スポーツ（陸上）

2019/9/15 朝日小学生新聞 1
[マラソングランドチャンピオンシップ] 五輪かけた戦い 男女上位2人ず
つ代表に　スポーツジャーナリスト増田明美さんに聞く　思い切りのいい走り　設
楽悠太選手　※写真

スポーツ（陸上）

2019/9/16 朝日新聞 13
[MARATHON GRAND CHAMPIONSHIP] 設楽14位 大逃げ失敗　○…
30度近い気温と湿度が、1㌔3分のハイペースで逃げ続けた設楽の独走を阻んだ
（ほか同日の埼玉新聞〈1･7〉と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2019/9/16 朝日新聞 23

設楽選手に「感動もらった」 寄居出身 町民300人、ＭＧＣ観戦　PV会場
には設楽選手のそっくりお笑い芸人「もしか設楽」さんが駆け付けエールを送った
町民は設楽選手が所属するホンダが提供した社名入りのビブス、町が準備したス
ティックバルーンなど応援グッズを手に会場入り　（ほか同日の埼玉新聞〈15〉と同
内容）　※写真3

地域

2019/9/16 読売新聞 22 ＭＧＣ ■設楽 大逃げ失敗　（同日の埼玉新聞〈1･7〉と同内容）　※写真 スポーツ（陸上）

2019/9/16 読売新聞 27 設楽選手故郷から声援 寄居でＰＶ 「五輪つかみ取って」　（同日の埼玉
新聞〈15〉と同内容）　※写真

地域

2019/9/16 毎日新聞 23 [MARATHON GRAND CHAMPIONSHIP] 設楽後悔なし　図-優勝した中
村と男子「4強」のレース展開　（ほか同日の埼玉新聞〈1･7〉と同内容）

スポーツ（陸上）

2019/9/16 日本経済新聞 24 設楽失速し14位　（同日の埼玉新聞〈1･7〉と同内容） スポーツ（陸上）
2019/9/16 産経新聞 15 ★設楽、最後は失速　（同日の埼玉新聞〈7〉と同内容） スポーツ（陸上）

2019/9/16 産経新聞 18 設楽 ＭＧＣで14位、五輪内定逃す 「大逃げの戦略」裏目に　（同日の埼
玉新聞〈7〉と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2019/9/16 産経新聞 18 地元の願い届かず 寄居でＰＶ　（同日の埼玉新聞〈15〉と同内容） 地域

2019/9/16 東京新聞 9 設楽 失速 宣言の大逃げ失敗 14位に沈む　（同日の埼玉新聞〈7〉と同内
容）　※写真

スポーツ（陸上）

2019/9/16 東京新聞 16
五輪マラソン 設楽選手、代表権逃す 「まだチャンスある」 「ＭＧＣ」出
身地・寄居でＰＶ　（同日の埼玉新聞〈15〉と同内容）　※写真

地域

2019/9/16 埼玉新聞 1

設楽悠 代表権ならず MGC 足取り重く14位　東京五輪のマラソン代表選
考会「マラソングランドチャピオンシップ」（ＭＧＣ）　15日、明治神宮外苑発着で行わ
れ、30人が出場した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＝が2時間16分9秒で14位に終わり、2位までに与えら
れる五輪切符獲得はならなかった　設楽悠は号砲とともに抜け出し、快調なペース
で飛ばした　一時、2位集団に2分以上の差をつけたが、25キロすぎから足取りが
重くなり、37キロすぎに集団にかわされた

スポーツ（陸上）

2019/9/16 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）や2-2　※秋場所8日目 スポーツ（大相撲）
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2019/9/16 埼玉新聞 7

男子 中村、服部が代表 ＭＧＣ 設楽悠 大逃げ裏目14位　東京五輪のマ
ラソン代表選考会「マラソングランドチャピオンシップ」（ＭＧＣ）　15日、明治神宮外
苑発着で行われ、30人が出場した男子は中村匠吾（富士通）が2時間11分28秒で
優勝　8秒差の2位に服部勇馬（トヨタ自動車）　ともに初の五輪代表　設楽悠は14
位だった

スポーツ（陸上）

2019/9/16 埼玉新聞 7

〝悠太流〟貫くも裏目　大一番でも設楽悠太は設楽悠太だった　絶好調宣言
をしたように、軽快にテンポを刻み、後続をみるみる引き離す　このまま独り旅でい
けるのかと思われた　暑さの残るこの時期のマラソン　前半のハイペースが設楽悠
の体を徐々に動かなくさせた　37㌔すぎに9人の集団にのみ込まれると、抜き返す
だけの足は残っていなかった　双子の兄・啓太（日立物流）は「こういうレースじゃな
いと世界に勝てない。あいつらしい」とねぎらった　まだ東京五輪への道が断たれ
たわけではない　※写真

スポーツ（陸上）

2019/9/16 埼玉新聞 13 [つれづれ]　人権啓発活動　石沢邦彦（寄居町、74歳） 投稿

2019/9/16 埼玉新聞 15

全力「格好良かった」 地元寄居 後輩ら声援 ＭＧＣ設楽悠選手　2020
年東京五輪の日本代表選考レース「マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」
に出場した寄居町出身の設楽悠太選手（２７）＝武蔵越生高―東洋大出＝を応援
するパブリックビューイング（ＰＶ）が15日、寄居町中央公民館ホールで開催された
約300人の町民が一体となって声援　結果は14位だったが、中学校の後輩らは「最
後まで全力で走り、格好良かった」と話す　※写真

地域

2019/9/16 スポーツニッポン 2･3 設楽大逃げから壮絶　図解-レース経過　（ほか同日の埼玉新聞〈1〉と同内容）
※写真

スポーツ（陸上）

2019/9/16 スポーツニッポン 2 設楽「暑さで動かなかった」失速14位 「キツすぎて覚えていない」　（同
日の埼玉新聞〈7〉と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2019/9/16 スポーツニッポン 2
設楽の大逃げに「敬意表したい」　日本陸連の瀬古利彦マラソン強化戦略プ
ロジェクトリーダー　大逃げを打った設楽に「勇気と走りに敬意を表したい」と賛辞を
惜しまなかった

スポーツ（陸上）

2019/9/16 スポーツニッポン 3
[高岡寿成の目]　スタートから飛び出した設楽　枠にはまらない走りはいずれ結
果に結びつく時があるはず　まだチャンスはあるので、諦めずに五輪を目指しても
う一度頑張ってほしい

スポーツ（陸上）

2019/9/16 Tｈｅ Jａｐａｎ Tｉｍｅｓ 11

Nakamura，Maeda victorious in MGC races　/ Track & Field
While Osako and former national record holder Yuta Shitara had been the
favorites to win the 30-man race, the men’s competition was surprisingly
dramatic.
Shitara set the pace early, establishing a lead of 1 minute, 44 seconds at the 10-
km mark and expanding it to over 2 minutes at the midway point. But he gradually
began slowing down, allowing the chasing runners to cut into his advantage. The
nine-man group behind the leader reduced Shitara’s lead to less than a minute at
the U-turn of the Imperial Palace’s Nijubashi Bridge, located at about 32 km.
Around 5 km down the course, Shitara was finally swallowed up by the group and
quickly fell behind.
Shitara, who ran a then-national record of 2:06:11 at last year’s Tokyo Marathon,
was 14th in 2:16:09.

スポーツ（陸上）

2019/9/17 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）や2-2　※秋場所9日目 スポーツ（大相撲）
2019/9/17 埼玉新聞 8 [ギャラリー情報]　♦第27回寄居水彩画会（寄居）　20～22日、中央公民館 イベント情報

2019/9/17 埼玉新聞 10
緑の生命力 後世に 寄居の会沢さん写真集を出版 40年間の感動紹
介　寄居町富田の会沢重行さん（82）が秩父市や寄居町、関東各県に足を運び、
感動の一瞬を収めた写真集「自然遊行」（関東図書）を出版　※写真

地域

2019/9/18 埼玉新聞 7
深谷彩北が4強 [リトルシニア]　〈北関東支部秋季大会〉　リトルシニア関東
連盟北関東支部の秋季大会兼ミズノ旗争奪戦　15日、新座総合運動公園野球場
など　▷準々決勝　深谷彩北2-1川越

スポーツ（中学）

2019/9/18 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）○3-2　※秋場所10日目 スポーツ（大相撲）

2019/9/18 埼玉新聞 8

♢陸上　県高校新人大会各地区予選＝1位記録　「北部」（10、11日・上尾運動公
園陸上競技場）　【男子】▷やり投げ　吉田大輝（寄居城北）57㍍89　【女子】▷5000㍍
競歩　野地琳々星（本庄東）27分3秒67　※野地琳々星（本庄東高1年、男衾中出
身）

スポーツ（高校）

2019/9/18 埼玉新聞 16

国道の安全見守り38年 寄居の交通安全啓発ドール 現在78体目 最
新作は信玄　春と秋の全国交通安全運動に合わせて年2回、寄居町桜沢の国
道140号と同254号の交差点に置かれている「交通安全啓発ドール」　15日に78体
目の「武田信玄」が設置される　寄居署管内の寄居地方交通安全プロデュース
サービス委員会は38年にわたり手作業で製作　「事故のないよう真剣（信玄）に運
転しよう」との願い　※写真2

地域

2019/9/19 埼玉新聞 8

[ぐるっと埼玉] 気軽に癒し感じて まちの小さな動物園 クマのヨリー元
気です 大宮公園小動物園（大宮区）　ツキノワグマのヨリーは2006年に寄
居町で保護されて同園にやってきた　寄居町にいたから「ヨリー」　推定年齢14歳、
人間でいえば30代ぐらいらしい　※写真

特集

2019/9/19 埼玉新聞 12 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）●3-3　※秋場所11日目 スポーツ（大相撲）
2019/9/20 読売新聞 32 [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

2019/9/20 埼玉新聞 4･5
2019年地価調査 県内基準地価　大里郡　▷寄居町　※住宅地4地点、商業
地1地点　[下落率高順位]　♢大里郡♢　▷寄居町　※10番目に1地点　（ほか同日の
朝日、読売、毎日、日経(第二部)、産経、東京新聞の各紙に同様記事）

経済・産業
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2019/9/20 埼玉新聞 9
特産ナスで新メニュー 高校生が考案、試食会（寄居）　県立寄居城北高
校で家庭科部が考案した「寄居とろとろナス」を使った新作3メニューの試食会　生
産者の寄居とろとろナス研究会やJAふかやなど40人が参加　※写真

地域

2019/9/20 埼玉新聞 17 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）や3-3　※秋場所12日目 スポーツ（大相撲）

2019/9/21 読売新聞 28
豚コレラ ワクチン接種実現 歓迎　家畜伝染病「豚コレラ」の感染拡大を受け
農林水産省が豚へのワクチン接種に乗り出す方針を決め、県内の養豚業者から
は20日、歓迎の声が上がる　寄居町の養豚場社長、石田裕司さん（37）　※コメント

経済・産業

2019/9/21 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】鷹翔（寄居）や3-3　※秋場所13日目 スポーツ（大相撲）

2019/9/22 埼玉新聞 2 8月1日現在の県内市町村別推計人口　（県統計課調べ）　寄居町　世帯数
13,244　人口総数32,680　男16,212　女16,468

統計

2019/9/22 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)吉澤紀子 (評)　(寄居)石澤無涯 (評)　(寄居)吉澤
祥匡　(寄居)大野順一

投稿

2019/9/22 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【幕下・三段目】☆鷹翔（寄居）○4-3　※秋場所14日目、本紙
「や」だが読売新聞により補正

スポーツ（大相撲）

2019/9/22 埼玉新聞 11

寄居中学ラグビー部 部員が1日署長で奮闘 秋の交通安全運動出陣
式　寄居中学校3年の大久保怜さんを1日署長に迎えて20日、秋の全国交通安全
運動出陣式が役場ロータリーで行われた　県立寄居城北高校吹奏楽部の演奏も
寄居中ラグビー部は県内有数の強豪校　ラグビーワールドカップに合わせ、キャプ
テンの大久保さんが委嘱された　ラグビー部は3年生9人が参加　ラインアウトやラ
ンニングパス、タックルを披露し、式を盛り上げた　※写真

地域

2019/9/23 東京新聞 18 [彩の国情報ファイル] 展覧会　♦第2回寄居愛石会展　27～29日、桜沢コミュ
ニティーセンター

イベント情報

2019/9/23 埼玉新聞 5 [県内週間日誌]　15日　♢設楽悠は代表権ならず MGC14位 その他
2019/9/23 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【幕下・三段目】☆鷹翔（寄居）や4-3　※秋場所千秋楽 スポーツ（大相撲）

2019/9/24 埼玉新聞 10

猫たちの〝白鳥の湖〟創作 29日まで 小川で和紙作品展　小川町の久
保製紙の「紙すきの村～久保昌太郎和紙工房～」の2階ギャラリーで「猫と和紙と
バレエ～猫、軽やかに舞う」展　作家は和紙雑貨を手がける寄居町出身で、東京
都中野区在住のあらいしのぶさん（44）　テーマは「白鳥の湖」　作品は「張り子」の
手法で、猫たちが和紙の衣装をまとい舞う姿を表現　※写真

地域

2019/9/25 朝日新聞 24

[埼玉マリオン] ●アート　♦ユネスコ作品展　28日、29日、寄居町中央公民館

小学生による「わたしの町のたからもの」絵画展も同時開催　●イベント　♦ロン
グウォークちちぶ路　10月6日、長瀞駅集合　陣見山などめぐる20㌔（波久礼駅に
ゴール）　羅漢山などめぐる27㌔（寄居駅にゴール）

イベント情報

2019/9/25 読売新聞 27
[ラグビー WORLD CUP] 世界レベルすごい 熊谷初戦 ロシアVSサモ
ア 国内外から観客　※ボランティアの一人、寄居町のパート種橋和枝さん（44）
コメント

その他

2019/9/25 埼玉新聞 5

[リトルシニア]　〈北関東支部秋季大会〉　リトルシニア関東連盟北関東支部の秋
季大会兼ミズノ旗争奪戦　22、23日、所沢航空公園野球場など　▷準決勝　上尾7-
0深谷彩北（五回コールド）　▷3位決定戦　深谷彩北4-3川口　[個人賞]関口紘大
（深谷彩北）　準決勝は〝力負け〟 3位の深谷彩北・新舟暁監督代行の話　1安打
しか打てず 3位の深谷彩北・関口紘大主将の話　※写真、コメント

スポーツ（中学）

2019/9/26
日本経済新聞
(夕刊)

6

[今日も走ろう 鏑木毅] 緊迫のMGCに収穫あり　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）が終わった　男女ともまれにみる緊迫
したレース　今回はスタート直後から選手同士の激しい心理戦が展開　久々にマラ
ソンの面白さを味わえた　とりわけ設楽悠太選手のスタートからの逃げは立派なも
のだった　気温が上昇する中であえて選んだこの先行策は、14位に終わった結果
からすれば無謀とも映る　翌日の東京は比較的冷涼で、開催日が1日ずれていた
ら、あるいはスタート直後ではなく10㌔㍍くらいからの逃げであれば成功を収めた
かも　たらればの話だが、高温でのマラソンの難しさを痛感

スポーツ（陸上）

2019/9/27 埼北よみうり 8 高校生もレシピ考案 寄居とろとろナス試食会（寄居町）　（9/20埼玉新聞
と同内容）　※写真

地域

2019/9/27 埼玉新聞 6

上毛新聞社杯中学生硬式野球大会　第23回上毛新聞社中学生硬式野球
大会　23日まで、群馬・上毛新聞敷島球場など　▷1回戦　深谷彩北リトルシニア5-3
伊勢崎ボーイズ　▷2回戦　諏訪ボーイズ4-3深谷彩北リトルシニア（タイブレーク九
回）

スポーツ（中学）

2019/9/27 埼玉新聞 9

シンボルの水車イメージ 県立川の博物館 野菜カレー販売（寄居）　県
立川の博物館　11月24日までの土、日曜日と祝日、同館のシンボル大水車に見立
てた季節の野菜カレー「大水車カレー」を提供　主に寄居産の野菜使用　レストラン
「ウォーターミル」　同館全体をご飯で表現　大水車に見立てた素揚げのレンコン
ヤングコーンが水車の架台　750円　※写真　（1面に写真付き見出し記事）

地域

2019/9/28 読売新聞 31 [Ｓａｔｕｒｄａｙさいたま レジャー] 歩く　♦川越・児玉往還道を歩くパート⑦　10
月5日　東武東上線男衾駅東口広場集合

イベント情報

2019/9/28 スポーツニッポン 7

日本 金30個 東京五輪あと300日‼スポニチが予想してみました　日本
オリンピック委員会（JOC）は2020年東京五輪で金メダル30個の目標　柔道や女子
レスリングなど日本の“お家芸”で苦戦が目立つ中、果たして目標は達成できるの
か　開幕まで300日の時点で、30個の金メダルを予想　④巻き返し　今年は予想外
の成績に終わった元世界王者たちの逆襲にも期待　柔道女子70㌔級の新井千鶴
ら　表-東京五輪の日本勢金メダル予想　⑬ 7.29 柔道女子70㌔級 新井千鶴　※
写真

特集
スポーツ（柔道）

2019/9/29 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
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2019/9/29 埼玉新聞 7
[県高校新人大会] 陸上　28日（第2日・上尾運動公園陸上競技場）　【女子】▷
5000㍍競歩　②野地（本庄東）25分53秒33　※野地琳々星（本庄東高1年、男衾中
出身）

スポーツ（高校）

2019/9/30 埼玉新聞 12
全国の水車64点紹介 寄居・川の博物館 模型や絵画、写真で　県立川
の博物館で日本の水車を紹介する企画展「水車は日本の原風景だ」を11月24日ま
で開催　※写真

文化・芸術

2019/9/30 スポーツニッポン 5 虎 執念の5連勝 逆転ＣＳ王手　※写真（原口文人選手） スポーツ（プロ野球）
2019/10/1 日本経済新聞 38 酷暑五輪 見えた課題 今夏のテスト大会　※写真（設楽悠太選手） スポーツ（陸上）

2019/10/1 埼玉新聞 6 [県高校新人大会] 陸上　29日（最終日・上尾運動公園陸上競技場）　【男子】▷
やり投げ　①吉田大輝（寄居城北）54㍍34

スポーツ（高校）

2019/10/2 埼玉新聞 15
県内有料道路料金引き上げ　県道路公社　1日からの消費税引き上げに伴
い、県内の有料道路の通行料金と回数券の価格引き上げ　皆野寄居では軽車両
を除き1回の通行料金10円引き上げ　回数券は全種類で引き上げ

経済・産業

2019/10/2 スポーツニッポン 4
球界沸かせた男たちに非情の秋 第1次通告　プロ野球は1日、戦力外の
第1次通告期間が始まる　表-1日に戦力外になった選手　巨人　※田島洸成（内）
㉓(年齢)　※は育成　（ほか同日の朝日、読売、東京新聞に同様記事）

スポーツ（プロ野球）

2019/10/3 東京新聞 22
[情報の道しるべ ほっとなび]道楽行楽ガイド　●歩く会　★第18回ロング
ウォークちちぶ路（埼玉）　6日　秩父鉄道長瀞駅で受け付け　波久礼駅までの20
㌔、寄居駅までの27㌔など

イベント情報

2019/10/4 読売新聞 29

■偽物出品 現金詐取疑い　寄居署は3日、深谷市、会社員(男性)容疑者
（30）を、詐欺と商標法違反容疑で逮捕したと発表　逮捕は2日　4月29日、インター
ネットオークションに、アクセサリーブランド「クロムハーツ」と偽って類似のペンダン
トを出品、落札した寄居町の不動産業経営男性（49）に5月2日に約29万円を振り込
ませだまし取った疑い

事件・事故

2019/10/4 埼玉新聞 6 [リトルシニア]　〈北部ブロックリーグ〉　9月28、29日、宇都宮リトルシニアグラウ
ンドなど　栃木下野3-1深谷彩北　加須4-3深谷彩北

スポーツ（中学）

2019/10/4 埼玉新聞 9

北条五代を巡るスタンプラリー 12月31日まで（寄居）　鉢形城歴史館で
北条五代を巡るスタンプラリー「Go！北条」を12月31日まで実施　北条五代観光推
進協議会（事務局＝小田原市）が北条氏にゆかりのある1府4県の11市2町、計13
カ所で行う　北条五代ゆかりの地で撮影するインスタグラムフォトコンテストも1月31
日まで受け付け　※写真

観光

2019/10/4 埼玉新聞 11

大水車キーホルダー 川の博物館で販売中 寄居　県立川の博物館が大
水車の端材を使った「大水車キーホルダー」を300個製作し販売　第2弾となるキー
ホルダーで大水車が絵柄　社会福祉法人・幸仁会ウッドワーク川本の利用者が製
作　※写真

地域

2019/10/5 埼玉新聞 10

埼玉県武術太極拳選手権大会で熱戦 上尾　第27回埼玉県武術太極拳選
手権大会　9月29日、上尾市の県立武道館　各部門1位　【個人競技】▷女子・太極
剣・刀＝久米敦子（寄居町武術太極拳協会）　▷女子・48式・88式太極拳＝近任栄
（寄居町武術太極拳協会）　【団体競技】▷集団＝真尾久美子、伊藤悠希、中村春
香、藤波樹花、細井幸子、前田穏子（寄居町武術太極拳協会）

スポーツ（その他）

2019/10/5 埼玉新聞 11 [まちひとであい] 映画　♦こども映画会　12日、寄居町立図書館 イベント情報

2019/10/5 埼玉新聞 14 [ニュースクリップ] 詐欺と商標法違反容疑で30歳男逮捕（寄居署）
（10/4読売新聞と同内容）

事件・事故

2019/10/6 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 投稿
2019/10/7 朝日新聞 21 ●寄居で住宅火災、焼け跡から遺体　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故
2019/10/7 読売新聞 25 ■住宅全焼1人の遺体　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故
2019/10/7 産経新聞 18 寄居で民家全焼 焼け跡から遺体　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故

2019/10/7 東京新聞 22 [NEWSフラッシュ] ★寄居町で住宅火災、焼け跡から遺体　（同日の埼
玉新聞と同内容）

事件・事故

2019/10/7 埼玉新聞 15

住宅全焼一人死亡 寄居　6日午前1時55分ごろ、寄居町用土、会社員(男性)
（50）方から出火、木造2階建てを全焼　焼け跡から1人の遺体　寄居署は連絡が取
れなくなっている(男性)の妻（60）の可能性が高いとみて、身元の確認を進めている
(男性)も手にやけど　延焼で隣の空き家が全焼　夫婦2人暮らし　出火当時は2階
の別々の部屋にいた　近所の住民が2階から火が出ているのを発見、119番

事件・事故

2019/10/9 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2
リトルシニア中学硬式野球北関東支部秋季大会　日本リトルシニア中学
硬式野球関東連盟北関東支部2019年度秋季大会兼ミズノ旗争奪戦　【決勝トーナ
メントの記録】　（9/13、9/18、9/25埼玉新聞と同内容）

スポーツ（中学）

2019/10/9 読売新聞 28

自転車 車道飛び出し 傷害容疑で男再逮捕 急停止 運転者にけが
自転車で車道に飛び出し、乗用車に急ブレーキをかけさせて運転していた女性に
けがをさせたとして、上尾署は8日、桶川市、会社員(男性)（32）を傷害容疑で再逮
捕　8月21日午後5時25分頃、上尾市原新町の県道で、自転車で突然車道に飛び
出し、後ろを走っていた寄居町の女性会社員（48）の乗用車に急ブレーキをかけさ
せて女性2週間のけがを負わせた疑い　男は桶川市内で7月、自転車で対向車線
のワンボックス車の前に飛び出したなどとして、9月18日に暴行容疑で逮捕　今月8
日に処分保留で釈放され、同署が同日再逮捕　同署管内では昨年秋頃から、自転
車や歩行者が車線に急に飛び出し、乗用車などに急ブレーキをかけさせるなどの
被害が十数件発生　同署で関連を調べている

事件・事故

2019/10/9 毎日新聞 21 自転車で車進路妨害の男再逮捕 上尾署・傷害容疑　（同日の読売新聞
と同内容）

事件・事故

2019/10/9 埼玉新聞 14
[ニュースクリップ] 自転車で車妨害、傷害容疑で32歳男を逮捕（上尾
署）　（同日の読売新聞と同内容）

事件・事故
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2019/10/10 毎日新聞 25 [参院補選2019] 選挙人名簿登録者数　（9日現在、県選管発表）　寄居町
14,319(男) 14,509(女) 28,828(計)　（ほか同日の朝日、10/11読売新聞に同様記事）

選挙

2019/10/10 東京新聞 24
入選作品22点など展示 中日写協埼玉支部展　中日写真協会埼玉支部
2019年前期作品展　小川町立図書館　13日まで　同協会賞に輝いた木島宏さん
（寄居町）の「伐採」など入選作品など展示　※写真

文化・芸術

2019/10/10 埼玉新聞 16
♢令和元年「鉄道の日」鉄道関係功労者国土交通大臣表彰　8日　【鉄
道業務精励】荒船慎一（53）（秩父鉄道列車区長）＝寄居町　（ほか10/9読売新聞
に同様記事）

受賞・表彰

2019/10/11 埼北よみうり 1 [秋まつり＆イベント]　寄居秋まつり（寄居町）　【日時】11月2日（土）・3日（日）
【場所】寄居町市街地通り　※写真

イベント情報

2019/10/11 埼北よみうり 3
県内7団体が熱演 ときがわもみじ太鼓まつり（ときがわ町）　第27回とき
がわもみじ太鼓まつり　20日、玉川トレーニングセンター　「和太鼓鼕 翔華 ～蓮
～」（寄居町）など7団体

イベント情報

2019/10/11 埼北よみうり 4･5

[秋まつり＆イベント]　寄居町ふるさとの祭典市（寄居町）　【日時】11月10日
（日）　【場所】寄居町市街地通り　※写真　寄居町産業文化祭（寄居町）　【日時】
11月日（土）10日（日）　※写真　【場所】寄居町立総合体育館・アタゴ記念館および
特設会場

イベント情報

2019/10/11 埼北よみうり 6

「カフェ」「温泉」「体験施設」 7市町スタンプラリー　県北部の7市町（熊谷、
本庄、深谷、美里、神川、上里、寄居）の「カフェ」「温泉」「体験施設」を巡りスマホ
で電子スタンプを集めると抽選で賞品があたる「ゆるっと癒やしのまち巡り～埼北
スタンプラリー～」が開催中　来年1月31日まで　埼玉県北部地域振興センター主
催　※写真

行政

2019/10/11 埼玉新聞 6

[埼玉県Ｕ-10サッカー大会 スクール21カップ]　〈北部〉第4回スクール21
カップ県スポーツ少年団U-10サッカー大会の北部地区予選　横瀬町営グラウンド
など　「予選トーナメント」【B1組】▷決勝　寄居FC2-0児玉ディパーチャFC（本庄）
「代表決定リーグ」【B組】　FCグラウクスA（本庄）2-1寄居FC　寄居FC1-1すみれ
FCNoeteJr（本庄）　「最終成績」②寄居FC

スポーツ（小学）

2019/10/11 埼玉新聞 16 和の音が誘う幻想空間 14日、鉢形城でお月見会（寄居）　鉢形城公園
三の曲輪で14日、「第14回お月見の会」が開かれる　※写真

イベント情報

2019/10/11 埼玉新聞 24 県内63市町村長から埼玉新聞に〝愛〟ある叱咤激励　地域情報の発
信源　寄居町　花輪利一郎町長　※写真

その他

2019/10/12 産経新聞 21

台風19号 知事「不要な外出控えて」 「想像できない災害」の可能性
台風19号の接近で、県内でも11日、公共交通機関が12日の決める　JR東日本は
午前11時から▷八高線-で計画運休　東武鉄道は▷東上線-で、秩父鉄道も西武線
直通列車や急行などで運休する予定

気象（災害）

2019/10/12 東京新聞 5 [時事川柳]　寄居町　内田士郎 投稿

2019/10/12 埼玉新聞 3

危険業務従事者叙勲（埼玉）　▽瑞宝双光章　♢警察功労　斎藤道治 71 元
県警部 寄居　♢消防功労　今和泉健一 65 元東京消防庁消防監 寄居　▽瑞宝単
光章　♢警察功労　大久保三郎　71　元県警部　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

2019/10/12 埼玉新聞 4

藤崎に特別清算開始命令 種類製造・販売 負債総額約30億円　酒類
などの製造・販売の藤崎（旧藤崎摠兵衛商店、寄居町）　9月26日にさいたま地裁
熊谷支部より特別清算命令を受けていたことが判明　帝国データバンクによると負
債総額は約30億円　※本紙原文「藤崎徳兵衛」と記載するが、明らかな誤りである
ため「摠兵衛」に修正

経済・産業

2019/10/13 朝日新聞 21
最大瞬間風速 熊谷で20.8㍍　熊谷地方気象台によると、（12日）午後5時現
在、熊谷市で午後2時半ごろに最大瞬間風速20.8㍍を記録　寄居町で18.0㍍　また
午後5時20分現在、寄居町など各地点で24時間降水量が観測史上最大となった

気象

2019/10/13 読売新聞 27
台風19号 27市町村 初の特別警報　大型で非常に強い台風19号が関東地
方へ接近した12日、県内で初めての大雨特別警報が発令された　表-■県内で大
雨特別警報が出ている27市町村（12日午後5時10分時点）　寄居町

気象

2019/10/13 東京新聞 24 関東で特別警報が出た市町村　埼玉県　寄居町　※表 気象
2019/10/13 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 投稿

2019/10/13 スポーツニッポン 19

深イイ秋‼ 40㌢超ワンサカ 越冬準備の深場回遊を狙え [ヘラブナ大
作戦] 埼玉円良田湖 さらにチャンス‼今月中旬3㌧放流予定　埼玉県の
円良田湖　秋の深まりで30～40センチ級のヘラブナが活発に食う　連日、強烈な引
きを見せて50～80匹超が釣れ盛り、ヘラ師を喜ばせている　近々、養殖ベラの放
流に備えて仕切り網も張られ、さらに爆釣が楽しめそう　今月中旬には「今季3トン
の新ベラ放流予定」（寄居町観光協会の話）に備え、仕切り網が張られ、放流と同
時にさらなる爆釣チャンスが予想される　図-円良田釣り場湖略図　※写真3

その他

2019/10/14 朝日新聞 25
4河川決壊 迫る水 台風19号 2人死亡　気象庁によると、12日深夜または13
日未明までの24時間降水量は、秩父市浦山で647.5㍉、ときがわ町で587㍉、寄居
町で475.5㍉など

気象

2019/10/14 毎日新聞 25 台風19号 河川37カ所で氾濫　熊谷地方気象台によると、13日午後5時まで
の72時間雨量は、寄居町488㍉など

気象

2019/10/14 産経新聞 25 猛威振るう「豪雨台風」 19号 県内に爪痕　※棒グラフ-県内の72時間降水
量（13日午後3時現在）　寄居（寄居町）488㎜

気象

2019/10/14 埼玉新聞 15

プレハブ小屋漂流 寄居の荒川　荒川沿いの寄居町社会福祉総合センター
「かわせみ荘」ではグラウンドが浸水　上流から漂流してきたとみられるプレハブ小
屋や自動販売機が横倒しに　ツツジの植え込みが土砂に埋没　流木やごみなど漂
流物が散乱　重機を使って除去作業　隣の県立川の博物館の駐車場が浸水し、
「しばらく臨時休館」の看板

気象（災害）
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2019/10/16 読売新聞 30

復旧 再開 遠く 「最もひどい被害」川の博物館　県立川の博物館の屋外施
設が荒川の増水で広範囲に浸水して利用できなくなり、12日から臨時休館　敷地
内の小川に架かっていた「かわしろうばし」は押し流された　大水車はポンプ室が
水没し動かなくなった　※写真

気象（災害）

2019/10/17 朝日新聞 25 東松山 歴史ある神社流失/寄居 川博、橋流される　（10/16読売新聞と
同内容）　※写真

気象（災害）

2019/10/17 読売新聞 27 住宅全壊4棟 床上浸水922棟　県まとめ　16日、午後3時現在　断水は秩父
市の20世帯、寄居町の7世帯

気象（災害）

2019/10/17 毎日新聞 25 川の博物館 臨時休館 橋も流失、再開めど立たず 寄居　（10/16読売新
聞と同内容）　※写真

気象（災害）

2019/10/17 埼玉新聞 1 県内159人避難続く　台風19号による記録的豪雨の被害　16日現在　断水は秩
父市の150世帯、東秩父村の9世帯、寄居町の7世帯で続いている

気象（災害）

2019/10/17 埼玉新聞 3 9月1日現在の県内市町村別推計人口　（県統計課調べ）　寄居町　世帯数
13,250　人口総数32,644　男16,203　女16,441

統計

2019/10/17 埼玉新聞 6 [リトルシニア]　〈関東連盟秋季大会〉　14日、上尾市民球場など　▷2回戦　千葉
西7-0深谷彩北（五回コールド）

スポーツ（中学）

2019/10/18 読売新聞 30 床上浸水1354棟　県のまとめ　17日午後3時現在　秩父市28世帯、寄居町7世
帯で断水が続く

気象（災害）

2019/10/18 東京新聞 24 台風19号 浸水家屋で懸命の片付け　（同日の読売新聞と同内容） 気象（災害）

2019/10/18 埼玉新聞 1
県内農作物143㌶で収量、品質低下　台風19号による記録的な豪雨により
県内の農作物被害が広がる　断水は秩父市の28世帯と寄居町の7世帯で続いて
いる

気象（災害）

2019/10/18 埼玉新聞 12
安心して子育てを 移住ガイド「寄居時間」発行（寄居）　寄居町は若い世
代やファミリー層に寄居の特徴をPRするガイドブック「寄居時間」を5千部製作、発
行　前回は2017年　リニューアル　※写真

行政

2019/10/19 朝日新聞 27
浸水3400棟 遠い再建 台風19号きょう1週間　一覧-■各自治体の主な被
害（18日午後3時現在、県発表）　【床上・床下浸水】3棟＝北本市、寄居町　【土砂
災害】寄居町

気象（災害）

2019/10/19 読売新聞 26

鉄橋上で揺れ 運行見合わせ ＪＲ八高線 18日午後0時20分ごろ、神流川に
架かるJR八高線の鉄橋「神流川橋梁」（全長496.2㍍）を渡っていた高崎発高麗川
行き普通列車の乗務員が平時と異なる揺れを感じ、後続列車は同日、上下線とも
に寄居～北藤岡間で運行を見合わせ、バスによる代行輸送　川の増水で橋脚が
変形した可能性

気象（災害）

2019/10/19 読売新聞 26 令和元年度都市緑化功労者国土交通大臣表彰　表彰式10月25日、東
京・虎ノ門の日本消防会館　▷坂本一三（造園業）寄居町

受賞・表彰

2019/10/19 日本経済新聞 31
ＳＬ乗って移住体験 県と秩父鉄道 子育て世帯招待　埼玉県は19日、県
外からの移住促進に向け、SL移住体験列車「埼玉ものがたり号」を運行　車内で沿
線の熊谷市、深谷市、寄居町などが魅力を知ってもらうためクイズを実施する

行政

2019/10/19 埼玉新聞 6

[県中学新人大会] 陸上　16、17日・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場　【男
子】▷400㍍　③中島（寄居）53秒47　【女子】▷1500㍍　③松本（寄居男衾）4分39秒」
18　▷走り高跳び　②大久保（寄居男衾）1㍍52　▷砲丸投げ　⑤石井（寄居）10㍍60
▷学校対抗得点　⑤寄居男衾15

スポーツ（中学）

2019/10/19 埼玉新聞 11

[元気です] 親子で人命救助貢献　寄居署は人命救助活動に貢献した寄居
町在住の鈴木恵子さん（62）と長女の菊池夢香さん（35）に感謝状を贈呈　9月29日
夕方、橋の欄干に足を掛ける行動を繰り返していた70代の男性を見つけ警察へ連
絡　警察官が駆け付けるまで、男性に声を掛けて気を紛らわし、男性の命を救った
※写真

地域
連載コラム

2019/10/19 埼玉新聞 11

[まちひとであい] 映画（原文ママ、※内容が映画ではない）　♦第5回地域包括
ケア研究発表会（寄居）　27日、中央公民館　主催は俊仁会　テーマ「医療と福祉
の垣根を取っ払おう」　第1部が基調講演、シンポジウム　第2部が41演題の研究発
表

イベント情報

2019/10/20 読売新聞 15

大迫 新レース構想　男子マラソン日本記録保持者の大迫傑（ナイキ）が19日、
自身のツイッターで、2021年3月頃をめどに日本に新たなマラソンレースを作る構
想を明かす　9月に行われた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）が、注目度の高さに反して選手への賞金が出なかった点を疑問視
大迫の発案に対し、同学年で前日本記録保持者の設楽悠太（ホンダ）ら多数のトッ
プ選手がツイッター上で賛同の意を示す　（ほか同日のスポーツニッポンに同様記
事）

スポーツ（陸上）

2019/10/20 さいたま報知 7
東日本女子駅伝選考会兼県中学生長距離記録会　令和元年度東日本
女子駅伝選考会兼県中学生長距離記録会　10月5日、上尾運動公園陸上競技場
▽東日本女子駅伝選考レース　⑦神谷咲希（大里城南）10分27秒65　※原文ママ

スポーツ（中学）

2019/10/20 東京新聞 22
台風19号 1週間 多くの施設 使用困難 日本一の木製水車 川の博物
館休館 浸水、駐車場やトイレ不能に　 （10/16読売新聞と同内容）　※写真

気象（災害）

2019/10/20 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 投稿

2019/10/20 埼玉新聞 14 大水車 動かしたい 県立川の博物館 再開へ準備急ぐ 寄居　 （10/16読
売新聞と同内容）　※写真2

気象（災害）

2019/10/20 埼玉新聞 14 ■県内市町村の主な被害　（19日午後2時現在県まとめ）　寄居町 〈床上浸
水〉3棟 〈床下浸水〉1棟

気象（災害）

2019/10/21 埼玉新聞 1 4市町 避難所に121人　JR八高線は高麗川-寄居間で20日の始発から運行本
数を減らして再開　寄居-北藤岡間は復旧に時間を要する

気象（災害）

2019/10/21 埼玉新聞 13 [つれづれ]　最終回　大野順一（寄居町、73歳） 投稿
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2019/10/22 埼玉新聞 6 ♢ラグビー　東日本中学校県予選第2、3日（19、20日・熊谷ラグビー場ほか）　▷準
決勝　城西川越33-12寄居

スポーツ（中学）

2019/10/22 埼玉新聞 11 [クリック]　頑張って　寄居町の県立川の博物館も台風の爪痕が残り、再開のめ
ども立っていない

コラム

2019/10/23 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

1

東日本女子駅伝競走大会代表選考会　第35回東日本女子駅伝競走大会
の中学代表選考会（3000m）　10月5日　上尾運動公園陸上競技場　【女子3000ｍ
の記録】⑦神谷咲希（寄居城南）　⑭松本愛澄（寄居男衾）　（10/20さいたま報知と
一部同内容）

スポーツ（中学）

2019/10/23 読売新聞 26

即位礼 県内も祝福 ゆかりの人思いで語る 陛下「鉄砲堰」にご感想
川の博物館　平山さん　天皇陛下は、皇太子だった2013年11月17日、寄居町の県
立川の博物館を見学　平山良治館長（72）が案内　「鉄砲堰」を再現するコーナー
で感想を述べられた　※写真

地域

2019/10/23 読売新聞 26

北藤岡-寄居間1か月で再開へ 八高線　JR東日本高崎支社は21日、八高
線の「神流川橋梁」の橋脚が川の増水で変形した可能性があるとして18日午後か
ら区間運休している北藤岡-寄居間について、1か月程度で運行再開すると発表
橋脚1本の基礎コンクリートが削れ、橋脚とレールが変形　台風19号で川が増水し
たため　※写真

気象（災害）

2019/10/23 産経新聞 19

即位礼 「温かい人柄よく伝わった」 育樹祭で天皇陛下の説明役務め
た矢部伸昭さん　平成25年11月、金尾山での全国育樹祭に臨席された皇太子
時代の陛下の案内役を務めた寄居町鉢形の元教諭、矢部伸昭さん（71）が当時の
思い出を語る　昭和34年、昭和天皇と香淳皇后が臨席され、育樹祭と同じ金尾山
で行われた全国植樹祭に、通学していた小学校の代表として参加　その経歴から
54年後の育樹祭の案内役に抜擢　陛下から植樹祭の様子を聞かれた矢部さん
は、昭和天皇と香淳皇后がヒノキの苗木を植えられ、「私も3本の苗木を植えたの
を記憶しています。植樹祭にも育樹祭にも参加できるのは光栄です」と答えた　短
いやりとりだったが、「陛下の温かい人柄がよく伝わってきた」と振り返る　※写真2

地域

2019/10/23 東京新聞 16
黄金色の田んぼで児童130人が稲刈り 小川町　※写真（武内道直さん提
供）

その他

2019/10/24 朝日新聞 31
生活の足 寸断続く ローカル線 台風19号で打撃　表-台風19号で被災し、
運転を見合わせている鉄道（国土交通省まとめ、23日午前11時半時点）　JR東日
本 八高線 1カ月程度(全線再開予定)

気象（災害）

2019/10/24 埼玉新聞 7
♢サッカー　県シニア40リーグ（20日・UACJグラウンド）　▷3部第12節　コイコック
0-0寄居

スポーツ（シニアサッ
カー）

2019/10/25 埼北よみうり 1 [紅葉 自然が織りなす]　雀宮公園（寄居町）　※写真 観光

2019/10/25 埼北よみうり 3
県内7団体が熱演 ときがわもみじ太鼓まつり（ときがわ町）　第27回とき
がわもみじ太鼓まつり　20日、玉川トレーニングセンター　「和太鼓鼕 翔華 ～蓮
～」（寄居町）など7団体が迫力の演奏を披露

地域

2019/10/25 埼北よみうり 6
[埼北11月ｉｎｆｏ]　2日（土）・3日（日･祝）　♦寄居秋まつり　寄居町市街地通り（寄
居町）　9日（土）・10日（日）　♦寄居町産業文化祭　寄居町立体育館ほか（寄居町）
10日（日）　♦寄居町ふるさとの祭典市　寄居町市街地通り（寄居町）

イベント情報

2019/10/25 埼玉新聞 8
気になるお店へＧＯ 街バル＆スタンプラリー きょうから（寄居）　街バル
＆スタンプラリー「オクトーバーフェスティバルよりい」が25日から始まる　11月24日
まで　参加店自慢の商品やサービスが楽しめる　37店舗　※写真

経済・産業

2019/10/25 埼玉新聞 14
[リトルシニア]　〈フレッシュマン大会〉　リトルシニア関東連盟北関東支部のフ
レッシュマン大会　20日、新座市野火止球場など　▷1回戦　深谷彩北7-0川口B（五
回コールド）

スポーツ（中学）

2019/10/27 埼玉新聞 2 参院補欠選挙選挙人名簿登録者数　令和元年10月9日現在　寄居町
14,319(男) 14,509(女) 28,828(計)　（ほか同日の産経新聞に同様記事）

選挙

2019/10/27 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 投稿

2019/10/27 埼玉新聞 14 ■県内市町村の主な被害　（26日午後2時現在県まとめ）　寄居町 〈床上浸
水〉3棟 〈床下浸水〉1棟

気象（災害）

2019/10/28 朝日新聞 25 [10.27参院補選]　表-選挙区の投票結果（県選管発表）　寄居町 28,762(有権
者数) 6,305(投票者数) 21.92(投票率)　（ほか10/29読売新聞に同様記事）

選挙

2019/10/28 埼玉新聞 19

県がＳＬで移住促進 県外の子育て世代招待　子育て世代などをターゲット
に移住促進のプロモーションを行っている県が、SLパレオエクスプレスを活用した
移住体験列車「埼玉ものがたり号」を運行　車内で沿線6市町の関係者らが趣向を
凝らしたイベントを実施　寄居町特産のみかんジュースを振舞うなど、各地の特産
品も紹介　※写真

行政

2019/10/29 埼玉新聞 2 参院補選 市町村別得票数　（ほか同日の朝日、読売、毎日、産経新聞に同
様記事）

選挙

2019/10/29 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）

2019/10/29 埼玉新聞 6
東日本中学ラグビー埼玉・栃木県予選　ラグビーの東日本中学大会埼玉・
栃木県予選最終日　27日、熊谷ラグビー場　3位決定戦は寄居が熊谷吉岡に快勝
上位3校が東日本中学大会に出場　▷3位決定戦　寄居77-7熊谷吉岡

スポーツ（中学）

2019/10/29 埼玉新聞 6
[全国高校バレー埼玉大会]　各地区予選（26、27日）　「北部」（くまぴあほか）
【女子】▷準々決勝　寄居城北2-0小川　▷準決勝　寄居城北2-0秩父農工科　▷決勝
成徳大深谷2-1寄居城北

スポーツ（高校）

2019/10/30 埼玉新聞 9 [第72回全国高校バレー埼玉大会]　※トーナメント表　【女子】　寄居城北-
ふじみ野　（ほか同日の産経新聞に同様記事）

スポーツ（高校）
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2019/10/30 埼玉新聞 17

深谷3人遺体 遺棄の罪認める　深谷市の住宅敷地内で昨年2月、ブルー
シートに包まれた男性3人の白骨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（52）の公判　29日、さいたま地裁　被告は窃盗、
詐欺、死体遺棄などの罪について起訴内容を認める　傷害、監禁罪は否認　被告
は20116年3月ごろ、(男性)（66）の遺体を伊勢崎市のアパートから、(男性)（79）、
(男性)（41）＝いずれも当時＝の遺体を板橋区のアパートから寄居町の借家に運
搬　17年4月下旬～5月上旬ごろには、3人の遺体を深谷市の借家に運び遺棄した
とされる

事件・事故

2019/10/31 埼玉新聞 6
シード校同士激突 来月2日準々決勝 [第99回全国高校ラグビー埼玉
大会]　正智深谷-立教新座　正智深谷は、国体関東ブロック埼玉少年選抜に選
ばれたCTB中嶋らが攻守の軸　※中嶋秀太（正智深谷高3年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2019/10/31 埼玉新聞 8･9

第70回全国高校男子駅伝県予選 第31回全国高校女子駅伝県予選
あす号砲　都大路へ想いつなぐ 女子チーム紹介 男子チーム紹介 ※
寄居町内中学出身者が登録メンバーに入っている高校（学校名･人数）　※女子
松山女（寄居･1、男衾･1）　熊谷農（寄居･1）　滑川総合（城南･1）　東農大三（城南･
1）　※男子　松山（男衾･1）　武蔵越生（城南･2）　坂戸西（城南･1）　本庄第一（寄
居･1）　※北部混成C（熊谷工、熊谷西、深谷、寄居城北の混成

スポーツ（高校）

2019/11/1 日本経済新聞 35

八高線、全線復旧は今月下旬めど　JR東日本高崎支社は台風19号の影響
で運転を見合わせている八高線の北藤岡駅（群馬県藤岡市）と寄居駅（埼玉県寄
居町）の区間について、運転再開は11月下旬になる見込みと発表　台風による河
川の増水で橋脚に変形がみつかったため運転を見合わせていた

気象（災害）

2019/11/1 埼玉新聞 1
台風19号 文化財被害県内45件 鉢形城跡は斜面崩れる　台風19号の
影響　県内21市町で歴史的建造物や史跡などの指定文化財45件が被害　国指定
史跡では寄居町の「鉢形城跡」ののり面が崩落　※写真

気象（災害）

2019/11/1 埼玉新聞 9
[リトルシニア]　〈フレッシュマン大会〉　リトルシニア関東連盟北関東支部のフ
レッシュマン大会　10月27日、毛呂山武州リトルシニアグラウンドなど　▷2回戦　深
谷彩北3-2狭山（タイブレーク八回）

スポーツ（中学）

2019/11/1 埼玉新聞 12

あすから2日間 秋まつり 山車巡行（寄居）　寄居町宗像神社の例大祭「寄
居秋まつり」　2、3日　市街地通りでおはやしに合わせ山車と笠鉾計6基を引き回す
年番は中町　復元修理が終わった猩々山車をお披露目　江戸時代末期の安政5
（1858）年の建造以来、初めて大修復　※写真

地域

2019/11/1 埼玉新聞 14 [令和元年度 埼玉県市町村職員囲碁大会]　名人戦の部2回戦　白 黒瀬
弘（さいたま市）　黒 坂本義明（寄居町）　【第1譜 1～45】

囲碁棋譜

2019/11/1 埼玉新聞 19
野生イノシシに経口ワクチン 県、散布開始へ　県は31日、寄居町で1日か
ら野生イノシシに対する経口ワクチンの散布を開始すると発表　県北部の野生イノ
シシの豚コレラ感染が確認されている地域で散布を進める

環境
経済産業

2019/11/2 朝日新聞 27
ワクチン接種 秩父など開始 イノシシ感染予防も 豚コレラ　（同日の埼
玉新聞と同内容）

環境
経済産業

2019/11/2 毎日新聞 20

新春の大舞台目指し あす東日本実業団対抗駅伝 ＭＧＣ影響し混戦
必至　第60回東日本実業団対抗駅伝競走大会　3日、埼玉県庁から熊谷スポー
ツ文化公園陸上競技場までの7区間76.9㌔のコース　ＨｏｎｄａはMGCに出場した
エースの設楽悠太を起用できるかどうかで展開が大きく変わる

スポーツ（陸上）

2019/11/2 埼玉新聞 7

全国高校駅伝県予選 男子 2位武蔵越生 後半勝負 狙い通りに　狙い
通りの後半勝負で2位に入った男子の武蔵越生　3区は小島兄弟の双子の兄・岳
斗が3人抜き　4区で2位に上がり、5区と6区が順位をキープ　アンカーは弟の陸駆
がそのままゴール　♢総合成績　❷武蔵越生2時間10分17秒　第3区（8.1075㌔） ❸
(通過順位) 小島岳斗 ②(区間順位)24分52秒　第7区（5㌔） ❷ 小島陸駆 ③15分
34秒　※小島岳斗・小島陸駆（武蔵越生高2年、城南中出身）　（ほか同日の毎日
新聞に同様記事）

スポーツ（高校）

2019/11/2 埼玉新聞 12 [令和元年度 埼玉県市町村職員囲碁大会]　名人戦の部2回戦　白 黒瀬
弘（さいたま市）　黒 坂本義明（寄居町）　【第2譜 45～70】

囲碁棋譜

2019/11/2 埼玉新聞 16
秋の褒章 喜びの声　♢県内の受賞者♢　▽藍綬褒章　高田和久88寄居地区安
全防犯協会副会長　寄居　（ほか同日の朝日、読売、毎日、日経、産経、東京新聞
の各紙に同様記事）

叙位叙勲

2019/11/2 埼玉新聞 17

県内で接種開始 豚コレラワクチン　県は1日、秩父・児玉エリアの養豚農場
で豚コレラワクチンの接種を開始　また寄居町で野生イノシシに対する経口ワクチ
ン200個の散布が行われた　県や町職員らが100カ所の穴に2個ずつワクチンを埋
める　6日に回収する予定　（ほか同日の朝日、読売、毎日、日経、東京新聞の各
紙に同様記事）

環境
経済産業

2019/11/3 埼玉新聞 7

正智深谷Aシード撃破4強 [第99回全国高校ラグビー埼玉大会]　第4
日、2日・熊谷ラグビー場　▷準々決勝　正智深谷14-12立教新座　【正智深谷】 TB
中嶋 ▷交代【正】鈴木（楓）　▷準々決勝　昌平26-22深谷　【昌平】 FW 馬場 ▷交代
【深】中沢　※中嶋秀太（正智深谷高3年、寄居中出身）、鈴木楓己（正智深谷高1
年、寄居中出身）、馬場大樹（昌平高2年、寄居中出身）、中澤海磨（深谷高2年、寄
居中出身）　（ほか同日の毎日新聞に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2019/11/3 埼玉新聞 9 [埼玉俳壇]　鎌倉佐弓選　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)大野順一 投稿

2019/11/3 埼玉新聞 13 [令和元年度 埼玉県市町村職員囲碁大会]　名人戦の部2回戦　白 黒瀬
弘（さいたま市）　黒 坂本義明（寄居町）　【第3譜 78～98】

囲碁棋譜

2019/11/3 埼玉新聞 17 ■台風19号県内市町村の被害　（1日午後2時現在県まとめ）　寄居町 〈床上
浸水〉2棟 〈床下浸水〉1棟　寄居町 〈半壊〉1棟

気象（災害）

2019/11/4 朝日新聞 13 ▼設楽悠、東京マラソン出場へ　（同日の読売、埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）
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2019/11/4 読売新聞 21

陸上 ♦設楽悠が東京マラソン出場へ　男子マラソンの前日本記録保持者、
設楽悠太（ホンダ）は3日、来年3月の東京マラソンに出場する意向明らかに　五輪
札幌変更に「選手は従うだけ」　五輪マラソンの札幌への開催地変更は「決まった
以上、選手は従うだけ」と冷静に受け止めた

スポーツ（陸上）

2019/11/4 毎日新聞 18
東日本実業団駅伝 コニカミノルタ優勝　【総合記録】②Honda　3時間42分
30秒（小山、木村、設楽、田口、上野、原、服部）　（ほか同日の埼玉新聞と同内
容）

スポーツ（陸上）

2019/11/4 毎日新聞 21 東日本実業団駅伝 Ｈｏｎｄａ2位　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2019/11/4 日本経済新聞 27 来春の東京マラソン出場意向も… 設楽悠「五輪より1億円ほしい」
（同日の読売、埼玉新聞と同内容）

スポーツ（陸上）

2019/11/4 東京新聞 15 コニカ5年ぶり優勝 東日本実業団駅伝 設楽「五輪より1億」　（同日の埼
玉新聞と同内容）

スポーツ（陸上）

2019/11/4 埼玉新聞 2 10月1日現在の県内市町村別推計人口　（県統計課調べ）　寄居町　世帯
数13,232　人口総数32,576　男16,165　女16,411

統計

2019/11/4 埼玉新聞 5

設楽悠押し上げホンダ2位 コニカミノルタ優勝 東日本実業団駅伝 「ベ
ストは尽くせた」　東日本実業団対抗駅伝　3日、埼玉県庁前から熊谷スポーツ
文化公園陸上競技場までの7区間、76.9㌔　コニカミノルタが大会記録で優勝　ホン
ダは2位　3区の設楽悠太が区間2位の走りで11位から5位に押し上げる　「今のベ
ストは尽くせた」と納得の様子　東京五輪のマラソンコースが札幌に変更されたこと
について「選手は従うしかない」とあっさり　「五輪切符よりも1億円がほしい」と来春
の東京マラソンで再び日本記録を狙う考え示す

スポーツ（陸上）

2019/11/4 埼玉新聞 9 [県内週間日誌]　31日　台風19号 文化財被害45件 鉢形城跡は斜面崩れる その他

2019/11/4 スポーツニッポン 12
ホンダ設楽悠「五輪切符より1億円欲しい」 東日本実業団対抗駅伝
来春東京マラソンで日本記録更新狙う　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写
真

スポーツ（陸上）

2019/11/5 埼玉新聞 13

子供映画感想文で表彰式　県内の小中学生を対象にした「第6回埼玉夏休み
子供映画感想文コンクール」の表彰式　3日、鴻巣市のこうのすシネマ　739点の応
募　入賞者16人　【小学生低学年】▷優秀賞＝山口うらら（寄居小）　【小学生中学
年】▷優秀賞＝山口正宗（寄居小）　※写真

受賞・表彰

2019/11/6 産経新聞 20

首里城火災 文化財の防火態勢 点検 県、復元施設中心に指示　那覇
市の首里城で正殿などが焼失した火災を受け、県が文化財の防火態勢を点検す
るよう求める通知　県内の全63市町村教育委員会に　10月31日付　県内の国指定
有形文化財は計80件で、うち5件が国宝　4月にフランス・パリのノートルダム大聖
堂が炎上した際、市町村を通じて県内全ての国宝や重要文化財などの防火態勢
の緊急点検を実施　今回は緊急点検の対象から外れていた首里城のような復元
施設を中心に点検を指示　県内の主な復元施設は、鉢形城（寄居町）の「三の曲輪
四脚門」や、県立歴史と民俗の博物館（さいたま市大宮区）の「竪穴住居」など

行政

2019/11/6 埼玉新聞 6 [リトルシニア]　〈フレッシュマン大会〉　リトルシニア関東連盟北関東支部のフ
レッシュマン大会　3、4日、ふじみ野市営球場など　▷3回戦　佐野9-3深谷彩北

スポーツ（中学）

2019/11/7 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2
彩の国小学陸上クラブ交流大会　10月20日　第33回彩の国小学生陸上クラ
ブ交流大会　熊谷スポーツ文化公園陸上競技場　【男子の記録】▷4年80ｍ　③岡
康太郎（男衾学童陸上）

スポーツ（小学）

2019/11/7 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2
県中学校新人大会陸上競技　県新人体育大会兼第32回県民総合スポーツ
大会中学陸上競技の部　【男子の記録】【女子の記録】　（10/19埼玉新聞と同内
容）

スポーツ（中学）

2019/11/7 毎日新聞 20 [短歌]　■水野昌雄選　寄居・橋本秀樹 投稿

2019/11/7 東京新聞 21 [情報の道しるべ ほっとなび]道楽行楽ガイド [実り前線]　▶埼玉　★寄
居みかん狩り（寄居町風布・小林地区）

観光

2019/11/7 埼玉新聞 2
地方創生など22項目を要望 県町村議長会　県町村議会議長会（会長・峯
岸克明寄居町議会議長）が6日、大野知事と神尾県議会議長に2020年の予算と施
策に関する要望を行う　※写真

町議会

2019/11/7 埼玉新聞 7
あすから決勝Ｔ [第72回全国高校バレー埼玉大会] 男女40校優勝目
指す　※トーナメント表　【女子】　寄居城北-ふじみ野　（10/30埼玉新聞と同内
容）

スポーツ（高校）

2019/11/8 読売新聞 25
豚コレラ 経口ワクチン摂取6割 寄居 野生イノシシ向け200個　（同日の
埼玉新聞と同内容）

環境
経済産業

2019/11/8 毎日新聞 25
[ニュース24時] 豚コレラ経口ワクチン6割摂取　（同日の埼玉新聞と同内
容）

環境
経済産業

2019/11/8 産経新聞 27

狛犬「いいね！」で人気投票 1位は三峯神社大鳥居のオオカミ　県教
育委員会は「＃101匹の埼玉狛犬」と銘打って実施していた県内の神社・仏閣に鎮
座する狛犬の人気投票結果をまとめた　カエルの形をした姥宮神社（寄居町）と水
宮神社（富士見市）の狛犬は、それぞれ49位と67位

文化・芸術
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2019/11/8 埼玉新聞 5

マッキーズ頂点 小鹿野カージナルス下す 県スポ少野球北部ブロック
結成記念大会 走塁武器にリベンジ　第38回県スポーツ少年団野球部会北
部ブロック結成記念大会　3日まで　横瀬町民グラウンドなど　マッキーズ（寄居）が
小鹿野カージナルスを下し頂点　3位にキングフィッシャーズ　昨年の大会、今夏の
県大会予選で小鹿野カージナルスに敗れたマッキーズが走塁と父母の応援を武
器にリベンジ　▷1回戦　キングフィッシャーズ（寄居）8-6荒川少年野球（秩父）（六回
コールド）　マッキーズ（寄居）26-0児玉少年野球クラブ（本庄）（三回コールド）　本
庄エンゼルス7-1用土コルツ（寄居）（六回コールド）　▷2回戦　キングフィッシャーズ
12-6皆野少年野球（五回コールド）　マッキーズ4-2上里コンドルズ（六回コールド）
▷準決勝　マッキーズ13-2キングフィッシャーズ（五回コールド）　▷決勝　マッキーズ
13-4小鹿野カージナルス　【個人賞】▷最優秀選手　猪原真之介（マッキーズ）　▷優
秀選手　三浦瑞月（キングフィッシャーズ）　※写真2、マッキーズメンバー表

スポーツ（小学）

2019/11/8 埼玉新聞 5 [今週のホームラン]　10月20日＝倉橋大翔、吉川英士（マッキーズ）　10月27日
＝阿保碧一（キングフィッシャーズ）

スポーツ（小学）

2019/11/8 埼玉新聞 9

ブータンカード配布 10日の祭典市 ＰＲブースを設置（寄居）　2020東京
五輪ブータン王国陸上競技チームの事前キャンプ地の寄居町　10日に町内で開催
される「ふるさとの祭典市」でオリジナルブータンカードとポストカードを無料配布
ブータンPRブース　※カード画像

行政

2019/11/8 埼玉新聞 15

散布ワクチン6割摂取か イノシシ用、寄居町で回収　県農業支援課は、1
日に寄居町で散布した野生イノシシ用経口ワクチン200個を6日に回収し、64.5％に
当たる129個がイノシシによって摂取されていたと7日発表　ワクチン回収から5日
後の11日以降、寄居町では月に1頭以上を目標にイノシシの捕獲、検査を進める

環境
経済産業

2019/11/9 朝日新聞 25
経口ワクチン、6割摂取 豚コレラ　（11/8埼玉新聞と同内容） 環境

経済産業

2019/11/9 日本経済新聞 31

県内倒産件数 10月は11件増 33件、負債総額も増加　帝国データバンク
大宮支店がまとめた2019年10月の埼玉県内の倒産件数　前年同月に比べて11件
多い33件　負債総額は61.4%増の58億8800万円　酒類製造の藤崎（埼玉県寄居
町）の負債額が30億円で全体を押し上げた

経済・産業

2019/11/9 産経新聞 21 県予選開幕 [春の高校バレー 全日本選手権]　（同日の埼玉新聞と同内
容）

スポーツ（高校）

2019/11/9 埼玉新聞 7 [第72回全国高校バレー埼玉大会]　第1日、8日・サイデン化学アリーナほか
▷女子1回戦　寄居城北2-0ふじみ野　▷同2回戦　狭山清陵2-0寄居城北

スポーツ（高校）

2019/11/9 埼玉新聞 11 [まちひとであい] 講演　♦講演会「水車を旅する」（寄居）　17日、県立川の博
物館　写真家の河野裕昭さんが全国の水車について、写真を交えながら紹介

イベント情報

2019/11/10 読売新聞 29

埼玉駅伝 中学校の部　表-♦女子10位以内　❻寄居男衾 1区(3.26㌔)⑱(区間
順位)松本愛澄 2区(2.0㌔)③久保田優衣 3区(2.0㌔)⑨押田翠花 4区(2.0㌔)①神庭
陽菜 5区(3㌔)⑨松本美澄 42分38秒　■男子11位以下　(59)寄居　（同日の埼玉新
聞と一部同内容）

スポーツ（中学）

2019/11/10 埼玉新聞 5

県中学駅伝　第27回全国中学駅伝県予選を兼ねた第87回埼玉県駅伝中学の
部　9日、熊谷スポーツ文化公園内特設コース（男子＝6区間18.26㌔、女子＝5区
間12.26㌔）　【女子総合成績】⑥寄居男衾42分38秒　【女子区間1位記録】▷4区　神
庭陽菜（寄居男衾）6分53秒

スポーツ（中学）

2019/11/10 埼玉新聞 5 [県中学新人大会] ラグビー　第2日、9日・熊谷ラグビー場Bグラウンド　▷準々
決勝　寄居97-0熊谷奈良

スポーツ（中学）

2019/11/10 埼玉新聞 7

[第99回全国高校ラグビー埼玉大会]　第5日、9日・熊谷ラグビー場Aグラウ
ンド　▷準決勝　川越東12-7昌平　【昌平】 FW 馬場 ▷準決勝　浦和31-12正智深谷
【正智深谷】 TB 中嶋 飯島 ▷交代【正】鈴木（楓） 富田　※馬場大樹（昌平高2年、
寄居中出身）、中嶋秀太・飯島秀妃（正智深谷高3年、寄居中出身）、鈴木楓己・冨
田開登（正智深谷高1年、寄居中出身）　（ほか同日の毎日新聞に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2019/11/12 朝日新聞 16

[野球短信] ■原口（神）らにリーグ特別賞　セ、パ両リーグが11日に理事
会を開き、連盟特別表彰を決定　大腸がん手術を乗り越えて復帰した原口（神）に
セ・リーグ特別賞が贈られる　（ほか同日の読売、産経、東京、埼玉新聞、スポーツ
ニッポンの各紙に同様記事）

スポーツ（プロ野球）

2019/11/12 読売新聞 33 川の博物館 14日に再開　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真 気象（災害）
2019/11/12 毎日新聞 21 ★阪神・原口らを特別表彰　（同日の朝日新聞と同内容） スポーツ（プロ野球）
2019/11/12 毎日新聞 25 県立川の博物館 14日に営業再開 寄居　（同日の埼玉新聞と同内容） 気象（災害）

2019/11/12 東京新聞 18
台風19号上陸きょう1ヵ月 復旧半ば 不自由な生活　台風19号の上陸か
ら12日で1カ月　鉄道では、河川の増水で橋梁がゆがんだJR八高線寄居-北藤岡
間で運転を見合わせ、バスで代行輸送

気象（災害）

2019/11/12 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や1-0　※九州場所2日目 スポーツ（大相撲）

2019/11/12 埼玉新聞 19

川の博物館は14日から再開 「秋まつり」開催　台風19号の影響で浸水被
害を受け休館していた寄居町の県立川の博物館　県民の日の14日から再開と11
日に発表　荒川わくわくランドや渓流観察窓、噴水広場は復旧に時間がかかる見
通しで、第2駐車場のみの利用　14日は「かわはく秋まつり」を実施　（ほか同日の
産経新聞に一部同様記事）

気象（災害）

2019/11/13 読売新聞 28

県科学展　第71回県科学教育振興展覧会中央展　優秀賞　【中学校の部】▷「生
分解性プラスチックとそれを分解する微生物（分解菌）の研究～循環型社会で注目
される生分解性プラスチックの分解菌を探す～」寄居町立寄居中3年・高橋穂香、
同1年・高橋遥香＝日本学生科学賞の中央予備審査へ

受賞・表彰

2019/11/13 毎日新聞 24
「水車は日本の原風景」 大水車リニューアル記念 「川の博物館」24日
まで企画展　台風19号の被害で臨時休館し、14日から再開する県立川の博物館
で24日まで企画展「水車は日本の原風景だ」を開催　※写真

文化・芸術
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2019/11/13 東京新聞 22 レストハウスなどあす一部営業再開 川の博物館　（11/12埼玉新聞、同日
の毎日新聞と同内容）

気象（災害）

2019/11/13 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）●1-1　※九州場所3日目 スポーツ（大相撲）

2019/11/13 埼玉新聞(第2部) 11 11月14日㊍限定 お得！楽しい！令和元年度「県民の日」協賛行事
寄居町 県立川の博物館 「かわはく」秋まつり 無料体験イベント

イベント情報

2019/11/14 朝日新聞 25 川博きょうから 大水車も稼働へ　（11/12埼玉新聞と同内容） 気象（災害）

2019/11/14 読売新聞 28

豊かな感性 つづる思い 作文コンクール県審査　「第69回全国小・中学校
作文コンクール」の県審査　1182点の作品から小学校低学年、同高学年、中学校
で特選1点、入選4点、佳作5点がそれぞれ選ばれた　♢佳作♢　【中学校の部】「『石
ころはダイヤモンド』～祖父を想う時～」　寄居町立寄居中1年　内田早紀（大沢尚
子教諭）

受賞・表彰

2019/11/14 産経新聞 23 きょう「県民の日」 各地でイベント フリー乗車券や入園無料　（11/12埼
玉新聞と同内容）

気象（災害）

2019/11/14 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や1-1　※九州場所4日目 スポーツ（大相撲）

2019/11/14 埼玉新聞 9 決勝は寄居VS深谷岡部 [県中学新人大会] ラグビー　13日（第3日・熊
谷ラグビー場）　▷準決勝　寄居53-0熊谷大幡

スポーツ（中学）

2019/11/14 埼玉新聞 15 [つれづれ]　「つれづれ」の同姓たち　大野順一（寄居町、73歳） 投稿

2019/11/15 読売新聞 30 [Ｆｒｉｄａｙさいたま カルチャー]　＊講演会＊　♦講演会「水車を旅する」　17日
寄居町の県立川の博物館

イベント情報

2019/11/15 日本経済新聞 39
県立川の博物館再開 台風19号で被害、1カ月ぶり　10月の台風19号によ
る被害で臨時休館していた埼玉県立川の博物館（寄居町）が14日、約1カ月ぶりに
再開

気象（災害）

2019/11/15 埼玉新聞 7

関東高校駅伝 あす号砲　男子第72回、女子第28回関東高校駅伝　16日、静
岡県裾野市運動公園陸上競技場　[男子] 武蔵越生㉜ 2(区) 小島岳斗 2(年) 寄居
城南(出身中) 7 小島陸駆 2 寄居城南　[女子] 本庄東㉞ 補 野地琳々星 1 寄居男
衾

スポーツ（高校）

2019/11/15 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や1-1　※九州場所5日目 スポーツ（大相撲）

2019/11/15 埼玉新聞 11
甘酸っぱさと景観を堪能 12月中旬まで、ミカン狩り（寄居）　寄居町の風
布・小林地区でミカン狩り　12月中旬まで　田島農園の田島源嗣さん（82）がミカン
の見分け方を説明　※写真

観光

2019/11/16 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）○2-1　※九州場所6日目 スポーツ（大相撲）

2019/11/16 埼玉新聞 11 [まちひとであい] 講座　♦埼玉県労働セミナー「労働法基礎講座」（寄居）　19
日、中央公民館

イベント情報

2019/11/17 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤祥匡 (評) 投稿

2019/11/17 埼玉新聞 13
寄居2年ぶりＶ 深谷岡部に14-7 [県中学新人大会] ラグビー 王者返
り咲きに笑顔　最終日、16日・熊谷ラグビー場　寄居が決勝で深谷岡部に競り勝
ち、2年ぶり3度目の栄冠　▷決勝　寄居14-7深谷岡部　※写真、メンバー表

スポーツ（中学）

2019/11/17 埼玉新聞 14 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や2-1　※九州場所7日目 スポーツ（大相撲）

2019/11/18 毎日新聞 21

ホンダカップで港区選抜が優勝 少年野球　社会人野球のホンダが16、17
日、「第8回ホンダカップ少年野球大会」　川越市笠幡球場　ホンダの関連施設があ
る狭山、和光、川越、朝霞、新座の5市と小川、寄居の2町、東京都港区から8チー
ムが参加

スポーツ（小学）

2019/11/18 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）●2-2　※九州場所8日目 スポーツ（大相撲）

2019/11/19 毎日新聞 20 寄居、2年ぶりＶ 中学ラグビー 逆転で岡部降す　（11/17埼玉新聞と同内
容）　※写真

スポーツ（中学）

2019/11/19 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や2-2　※九州場所9日目 スポーツ（大相撲）

2019/11/20 朝日新聞 22 [埼玉マリオン] ●アート　♦入江友芳創作器展　20日～12月1日、鴻巣市の
ギャラリーカフェ・ストーク　寄居町に「風の陶房」を構える入江さんの作品展

イベント情報

2019/11/20 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2
県中学校新人大会柔道　■令和元年度県中学校新人体育大会柔道の部の
記録（11月5日～6日、県立武道館）　【男子個人戦の順位】▷55㎏級　③福山青（寄
居男衾）

スポーツ（中学）

2019/11/20 日本経済新聞 13

期間従業員の募集停止 マツダとホンダ 車販売伸び悩み　マツダとホン
ダが期間従業員の新規募集を停止　国内のほか米国や中国といった主要市場の
販売低迷を受け業績が悪化　ホンダは国内3工場のうち寄居工場（埼玉県寄居町）
での新規募集を今秋に停止　販売が伸び悩む「CR-V」などの減産にあわせ人員を
調整する

経済・産業

2019/11/20 埼玉新聞 6 [リトルシニア]　〈北部ブロックリーグ〉　宇都宮リトルシニアグラウンドなど　深谷
彩北9-1佐野（五回コールド）

スポーツ（中学）

2019/11/20 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）○3-2　※九州場所10日目 スポーツ（大相撲）

2019/11/20 埼玉新聞 7
♢サッカー　県シニア40リーグ3部第11節（17日・東松山サッカー場）　寄居1-1ロク スポーツ（シニアサッ

カー）

2019/11/21 朝日新聞 6 [経済ファイル] 自動車2社 期間従業員募集停止　（同日の埼玉新聞と同
内容）

経済・産業

2019/11/21 毎日新聞 20 [短歌]　■水野昌雄選　寄居・橋本秀樹 投稿

2019/11/21 産経新聞 10 ▼ホンダとマツダ、期間従業員の募集停止　（11/19日本経済新聞新聞と
同内容）

経済・産業

2019/11/21 東京新聞 7
ホンダ・マツダ 期間従業員の募集停止 販売低迷、寄居工場など　図
表-国内自動車メーカーの雇用を巡る主な動き　（ほか11/20日本経済新聞新聞と
同内容）

経済・産業
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2019/11/21 埼玉新聞 1 期間従業員の新規募集停止 ホンダ寄居工場　（11/20日本経済新聞と同
内容）

経済・産業

2019/11/21 埼玉新聞 7 [県内お出かけ情報] イベント　♦障がい者ウィークイベント（寄居）　23～24
日、県立川の博物館　ボッチャや自閉症を知る体験、手話教室など

イベント情報

2019/11/21 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【三段目】☆鷹翔（寄居）○4-2　※九州場所11日目 スポーツ（大相撲）

2019/11/21 埼玉新聞 9

[県高校新人大会] 柔道　最終日、20日・県武道館　【女子】▷準々決勝　児玉
2-1西武台　▷準決勝　児玉1-1大宮工（代表勝ち）　▷決勝　埼玉栄2-0児玉　(先鋒)
○新タ 横四方固め 井田侑　(次鋒)○岩田 送り襟締め 長谷川　(大将)川原 引き
分け 井田朋　※写真（先鋒戦）、井田侑希（児玉高1年、寄居中出身）、長谷川実
咲（児玉高2年、男衾中出身）、井田朋伽（児玉高2年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2019/11/21 埼玉新聞 9

あすから柔道ＧＳ大阪大会 新井 五輪代表へ正念場　柔道のグランドス
ラム大阪大会　22～24日、丸善インティックアリーナ大阪　3連覇を狙った世界選手
権で3回戦敗退に終わった70㌔級の新井千鶴（三井住友海上）＝寄居町出身、児
玉高出＝は再スタートとなる　※写真

スポーツ（柔道）

2019/11/22 埼北よみうり 4 埼玉県駅伝中学の部 126校が激走（熊谷市）　（11/10埼玉新聞と同内容）
※写真

スポーツ（中学）

2019/11/22 埼北よみうり 8 台風19号で被災の川博 県民の日に営業再開（寄居町）　（11/15日本経
済新聞と同内容）　※写真

気象（災害）

2019/11/22 毎日新聞 20
[インフォメーション] イベント　●かわはく落語会「落語を楽しもう」手話通訳付
き　24日、県立川の博物館　落語家の入船亭扇蔵さんが「初天神」「転失気」などを
披露

イベント情報

2019/11/22 日本経済新聞 35

上場49社、6割が損益悪化 車販売低迷で製造業苦戦　県内上場企業の
4～6月期決算　世界的な自動車販売低迷を受け、関連部品メーカーを中心に製造
業が苦戦　県内には狭山市や寄居町にホンダの工場があるなど、自動車関連は
埼玉県内の基幹産業

経済・産業

2019/11/22 埼玉新聞 6

フェイスブック年内に始めます ふるさとサポーター（寄居）　「寄居町ふる
さとサポーター」の初会議が中央公民館で行われた　メンバーらで更新していくフェ
イスブックの開設が決まり、年内開始を目指して準備　寄居のふるさと大使で女優
の熊谷真美さんもゲストとして出席　※写真

地域

2019/11/22 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【三段目】☆鷹翔（寄居）や4-2　※九州場所12日目 スポーツ（大相撲）

2019/11/22 埼玉新聞 11

原口が医療施設訪問 子供と交流、寄付贈呈　大腸がんから復帰したプロ
野球阪神の原口文仁捕手（27）＝寄居町出身＝が21日、神戸市中央区の小児が
ん患者らの医療施設を訪問し子どもたちと交流　施設にチャリティーグッズの収益
に自身の寄付を加えた計100万円を贈呈　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/11/22 スポーツニッポン 4 原口 小児がん患者と交流　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真 スポーツ（プロ野球）

2019/11/23 朝日新聞 27
聖火リレー6市町で パラ五輪 17市町村で採火　表-■パラリンピックの聖
火リレーに関わる自治体　火を採る自治体　寄居町　（ほか同日の埼玉新聞と同内
容）

行政

2019/11/23 読売新聞 29
パラ聖火 幸手スタート 来年8月20日 朝霞まで5区リレー　図・一覧-■
2020年8月20日県内の東京パラリンピック聖火リレー、■採火式が行われる17市町
村　（ほか同日の埼玉新聞と同内容）

行政

2019/11/23 毎日新聞 17
2020年東京パラリンピック 4都県結び聖火リレー 全国700カ所の火一
つに 8月18～25日 渋谷ゴール　一覧-東京パラリンピック・聖火の採火式を
行う自治体 [埼玉] 寄居町

行政

2019/11/23 産経新聞 21
パラ聖火リレー 8月20日 県内6市町回る 17市町村で「採火式」実施
図-県内のパラリンピック聖火リレーのルート　●(採火式)寄居町　（ほか同日の埼
玉新聞と同内容）

行政

2019/11/23 東京新聞 8 [あけくれ]　2019.11.23　南部敏明さん 84歳 埼玉県寄居町　焼ギンナン 投稿

2019/11/23 東京新聞 24

県内は24市町村参加 パラ聖火リレー [東京TOKYO2020]　寄居町生涯
学習課の根岸伸年課長は「町の歴史や風土などとのストーリー性を持たせられた
ら」と意気込む　図-県内の東京パラリンピック聖火リレー　（ほか同日の埼玉新聞
と同内容）

行政

2019/11/23 埼玉新聞 1

東京パラ聖火 リレー6市町通過 県内17市町村で採火式　県オリンピッ
ク・パラリンピック課は22日、2020年東京パラリンピックの県内聖火リレー概要を発
表　同年8月20日に行われ5市1町（5区間）を通過　リレーで使用する聖火の元とな
る火をおこす「採火式」を2市14町1村で実施　寄居町はブータン王国のホストタウン
で五輪への機運を高めているが、今回採火式に加わることが決定　図-東京パラリ
ンピック聖火リレー県内コース　●(採火式)寄居町　※町生涯学習課コメント

行政

2019/11/23 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】☆鷹翔（寄居）や4-2　※九州場所13日目 スポーツ（大相撲）

2019/11/23 Tｈｅ Jａｐａｎ Tｉｍｅｓ 3

Automakers hire fewer contract staff as vehicle sales decrease
nationwide
Slumping vehicle sales are starting to take a toll on the employment situation in
the automotive industry.
Honda Motor Co. has also suspended recruitment of workers on similar terms at
its Yorii plant in Saitama, which produces SUVs and sedans.

経済・産業

2019/11/24 朝日新聞 24
柔道 グランドスラム大阪　18年世界王者の新井千鶴（三井住友海上）は3位
に終わる　【女子】▷70㌔級3位決定戦　新井（三井住友海上） 優勢（延長） ロドリゲ
ス（ベネズエラ）

スポーツ（柔道）

2019/11/24 毎日新聞 20

柔道 ＧＳ大阪 新井、新技出せず　新井は準々決勝でポリング（オランダ）に
裏投げを食い一本負け　今夏の世界選手権の雪辱を期したが、相手に十分な間
合いを取られ得意技をかけさせてもらえなかった　練習では新しい技にも挑戦して
いるが繰り出せない　五輪代表争いを制するための課題

スポーツ（柔道）
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2019/11/24 日本経済新聞 29 柔道ＧＳ大阪　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（柔道）

2019/11/24 産経新聞 20

柔道ＧＳ大阪大会 新井、苦しみ3位 女子70キロ級　苦しんだ末につかん
だ銅メダルだった　女子70㌔級の3位決定戦　新井は延長6分39秒に隅落としで技
ありを奪った　海外勢から研究され、今年の世界選手権も3回戦敗退　壁を乗り越
えるための生みの苦しみに直面　優勝こそ逃したが、日本女子の増地監督は「この
階級のトップを走っている」と東京五輪の代表争いで優位に立つと認めている　模
索しながらの戦いが続く

スポーツ（柔道）

2019/11/24 東京新聞 23 柔道 ＧＳ大阪 女子70㌔ 新井 消化不良3位　（同日の埼玉新聞と同内容）
※写真

スポーツ（柔道）

2019/11/24 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　(寄居)吉澤祥匡 投稿
2019/11/24 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【三段目】☆鷹翔（寄居）や4-2　※九州場所14日目 スポーツ（大相撲）

2019/11/24 埼玉新聞 8

女子70㌔級新井 準々で敗れ3位 柔道ＧＳ大阪　柔道のグランドスラム大
阪大会第2日　23日、丸善インテックアリーナ大阪　女子70㌔級　昨年まで世界選
手権2連覇の新井千鶴（三井住友海上）＝寄居町出身、児玉高出＝は準々決勝で
ポリングに一本負け　敗者復活戦と3位決定戦は制した

スポーツ（柔道）

2019/11/24 スポーツニッポン 4

[2020東京五輪 あと243日]柔道 グランドスラム（GS）大阪大会第2日
新井 対策され悲壮感の3位　〈女子70㌔級〉新井は準々決勝で敗れたもの
の、その後2試合を勝ち抜き銅メダルを確保　五輪代表争いは依然としてリードす
るが「自分が出るという思いを持ち続ける」と悲壮感漂う表情で語る

スポーツ（柔道）

2019/11/25 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【三段目】☆鷹翔（寄居）●4-3　※九州場所千秋楽 スポーツ（大相撲）

2019/11/25 埼玉新聞 9

台風19号義援金10万円を寄贈 寄居署など防犯大会で募金　寄居地域
防犯安全協会と寄居地区暴力排除推進協議会、寄居署が、義援金10万円を日本
赤十字社埼玉県支部に寄贈　第25回寄居地区防犯大会・寄居地区暴力排除推進
大会で募金箱を設けて募った　千葉寄居署長が寄居町社会福祉協議会の矢部事
務局長に目録を贈呈

地域

2019/11/25 スポーツニッポン 9

原口がん「ステージ３」だった 闘病患者を勇気づけるため公表　大腸が
んから復帰した原口が兵庫県西宮市の球団事務所で取材に応じ、「経過良好で今
日に至っている」と報告　大病と闘う人を勇気づけたいとの考えからステージ3だっ
たことも公表　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/11/26 読売新聞 23 台風被害復旧に246億円 県補正案　（同日の産経新聞と同内容） 行政
2019/11/26 読売新聞 23 北藤岡-寄居間あす再開 八高線　（同日の日本経済新聞と同内容） 気象（災害）

2019/11/26 日本経済新聞 39

八高線、27日から全線で運転再開 　JR東日本高崎支社は25日、台風19号
の影響で一部区間で運転を見合わせている八高線について、27日の始発から全
線で運転を再開すると発表　運転再開するのは北藤岡駅（群馬県藤岡市）-寄居駅
（埼玉県寄居町）　バス代行輸送は26日で終了

気象（災害）

2019/11/26 産経新聞 23
[県民の警察官]▶㊥◀ 日韓Ｗ杯 要人警護に尽力　行田署生活安全課 吉
田知靖警部補（59）　高校卒業後の昭和54年に巡査拝命　7つ上の兄も埼玉県警
の警察官　※写真、プロフィール、寄居町出身

連載特集

2019/11/26 産経新聞 23
災害復旧経費246億円 台風19号 県、26年大雪被害に匹敵　県は25
日、台風19号の災害復旧経費として約246億円の補正予算案を編成したと発表
12月2日開会の12月定例県議会に提出　川の博物館（寄居町）に約3億円を充てる

行政

2019/11/26 産経新聞 23 北藤岡-寄居間あす運転再開 八高線　（同日の日本経済新聞と同内容） 気象（災害）

2019/11/26 東京新聞 18 県補正予算案 台風関連に246億円 施設復旧や中小企業支援　（同日
の産経新聞と同内容）

行政

2019/11/26 東京新聞 15

[彩の国フォト]■寄居■ 自然公園を彩る淡い紅　寄居町の男衾自然公園
で男衾桜が見頃　「アーコレード」という英国で改良された品種で、国内では春と秋
に花を咲かせる　地元中学生が植樹を続け、総数は1000本超　今月中は楽しめる
（寄居町、武内道直さん）

投稿

2019/11/26 埼玉新聞 15 運転見合わせ区間 あす始発から再開 台風被害の八高線　（同日の日
本経済新聞と同内容）

行政

2019/11/27 朝日新聞 28

固定資産税 土地評価に自治体が払う報酬 平均単価4倍超の開き 県
不動産鑑定士協会との随意契約 県内市町村の6割 「業界が調整」に
疑義　固定資産税の3年に1度の見直しに向け、県内63市町村の土地評価が始ま
る　朝日新聞が各市町村に取材　1地点あたりの平均単価に4倍以上の開き　業界
団体の県不動産鑑定士協会と随意契約する市町村が約6割（38市町村）　標準宅
地から計算する「固定資産税路線価」の算出を含めて鑑定士に委託したのは嵐
山、寄居、滑川の3町　表-■固定資産税の見直しで不動産鑑定士に払う報酬　寄
居町(※路線価の委託含む) 1986万円(委託額) 1232(納税者1人あたりの負担額) 6
万4075(平均単価) 協会随契(契約方法)

特集
行政

2019/11/27 朝日新聞 28 [埼玉マリオン] ●イベント　♦劇団お伽座秋公演　30日、12月1日、寄居町鉢
形の「劇団お伽座」

イベント情報

2019/11/27 読売新聞 22

ＮＰＢアワーズ ■原口「充実の一年」　今季のプロ野球で活躍した選手らを
表彰する「NPBアワーズ」　26日、東京都内　大腸がんの手術を乗り越え、リーグ特
別賞を受賞した阪神・原口は「充実した1年だった」と振り返った　抗がん剤治療を
受けながら6月に一軍復帰　オールスターに出場して2試合連続で本塁打　「多くの
方々に支えてもらった。一人の力ではありえなかった」と謝辞

スポーツ（プロ野球）

2019/11/27 読売新聞 26 [埼玉スポーツ][記録ファイル] 太極拳　第32回県民総体・第27回県武術太
極拳選手権大会　（10/5埼玉新聞と同内容）

スポーツ（その他）

2019/11/27 読売新聞 27 ミカンの季節 ＊寄居　寄居町の風布地区と小林地区にある20カ所の観光ミカ
ン園が、ミカン狩りのシーズン迎える　※写真

観光

2019/11/27 毎日新聞 18
[NPB AWARDS 2019] プロ野球年間表彰 がんから復活 原口に特別
賞　（同日の読売新聞と同内容）　※写真

スポーツ（プロ野球）
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2019/11/27 東京新聞 23 プロ野球 NPBアワーズ がん克服し復帰 阪神・原口に特別賞　（同日
の読売新聞と同内容）　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/11/27 スポーツニッポン 2 [ＮＰＢアワーズ] がんから復帰 [阪神]原口にセ特別賞　表-♢特別表彰♢
セ 特別賞 30(賞金) 原口文仁（神）　（ほか同日の読売新聞と同内容）

スポーツ（プロ野球）

2019/11/28 産経新聞 23

「還付金がある」 67万円詐取被害　寄居署は27日、寄居町の自営業男性
（63）が現金67万円をだまし取られる被害に遭ったと発表　27日午前、男性方に町
職員などを名乗る男から「保険料の還付金がある」などと電話　信じた男性は男の
指示とおり町内のATMから振り込む

事件・事故

2019/11/28 埼玉新聞 13

小川 寄居 東秩父 巡るスタンプラリー 来月15日まで　小川町、寄居町、
東秩父村広域観光連携協議会が12月15日まで、2町1村を巡って3施設のスタンプ
を集めるスタンプラリーを実施　今回2回目　道の駅おがわまち、鉢形城歴史館、道
の駅和紙の里ひがしちちぶ　※写真

行政

2019/11/29 日本経済新聞 39

[埼玉vs千葉] 製造品出荷額 車、販売台数に左右 取引先の多角化
注力　埼玉県は製造品出荷額のほぼ2割を自動車に依存　完成車工場が点在し
周辺に関連部品メーカー企業が集積　多くの企業が販売台数の増減による収益変
動リスクに備え取引先の多角化にも注力　県内を東北・関越自動車道が貫く立地
を生かし、食料品製造業も盛ん　2017年の製造品出荷額は全国6位の13兆5074億
円　自動車産業は狭山市や寄居町に工場があるホンダや上尾市に本社を置くUD
トラックスを中心に栄えてきた

経済・産業

2019/11/29 埼玉新聞 7
♢ソフトボール　第13回春季全日本小学生大会兼第30回関東小学生選抜県予
選（3日まで・深谷市岡部グラウンド）　【女子】▷1回戦　鶴ヶ島レッドファイターズ33-
1寄居ジュニア

スポーツ（小学）

2019/11/29 埼玉新聞 13

赤ちゃんと生徒触れ合う 城南中（寄居）　寄居町立城南中学校3年生53人
が25日、赤ちゃんと触れ合い子育て中の母親の気持ちを学ぶ　NPO法人ママの働
き方応援隊（本部＝神戸市）が取り組む「赤ちゃん先生プロジェクト」　群馬前橋校
が指導　※写真

地域

2019/11/30 朝日新聞 24

五輪への1枠懸け激走 MGCファイナルチャレンジ第1戦　第73回福岡国
際マラソン選手権大会 12月1日、平和台陸上競技場スタート　マラソングランドチャ
ンピオンシップ（MGC）ファイナルチャレンジ第1戦を兼ねる　一般参加では、前日本
記録保持者の設楽悠太の双子の兄啓太（日立物流）らにも期待　表-■主な出場
選手　設楽啓太 27(年齢) 日立物流 2.14.41(自己最高)　表-■19年日本5傑　1
2.07.501 設楽悠太 ホンダ 7/7ゴールドコースト　（11月29日現在）

スポーツ（陸上）

2019/11/30 東京新聞 26

[子どものあした] 居場所323カ所 1年で倍　県内の子どもの居場所が今年
8月末時点で323カ所に上り、1年前からほぼ倍増　無料ないし低料金で食事を提
供する子ども食堂、勉強を手伝う学習支援教室や自由に遊ぶことができるプレー
パークなど　急速な高齢化を背景に、世代を超えて交流できる場が増えている　子
どもの貧困対策という色彩を残しながら地域再生志向が強まっている　県内63市
町村のうち、子どもの居場所が運営されているのは1年間で8市町増え55市町　越
生、皆野、長瀞、小鹿野、美里、上里、寄居、東秩父の8町村では1カ所も確認され
なかった

福祉・医療

2019/11/30 埼玉新聞 2
[叙位叙勲]　29日　従五位瑞宝小授章　元県立児玉高校長佐々木勝一氏（81）
＝寄居町寄居（10月31日死去）　従六位　元県猟友会長石沢巌氏（91）＝寄居町富
田（11月2日死去）　（ほか12/1読売新聞に同様記事）

叙位叙勲

2019/12/1 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

2019/12/2 朝日新聞 13

五輪代表最後の1枠 記録突破選手なし [第73回福岡国際マラソン]
14位の設楽啓　前日本記録保持者の双子の弟、悠太が沿道でエール　「次は東京
マラソンを狙う。兄弟対決は初めてになるのでワクワクしている」　表-■11～100位
の記録　14 設楽啓太（日立物流） 2.14.31　（ほか同日の埼玉新聞と同内容）

スポーツ（陸上）

2019/12/2 埼玉新聞 6

川内盛り返し12位 藤本2位、設楽啓は14位 福岡国際マラソン　東京五
輪男子代表選考の対象となる福岡国際マラソン　1日、福岡市平和台陸上競技場
発着　設楽啓太（日立物流）＝寄居町出身、武蔵越生高-東洋大出＝は14位　タイ
ム狙いたかった　設楽啓太の話　※コメント　（ほか同日の産経、東京新聞に同様
記事）

スポーツ（陸上）

2019/12/2 埼玉新聞 6
[県高校新人大会] ボクシング　30、1日・大利根文化体育館　決勝記録　▷男
子ピン級　篠田（花咲徳栄） 途中棄権 小野（秀明英光）　※篠田覇時（花咲徳栄高
2年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2019/12/2 埼玉新聞 10 [令和元年度全国中学生人権作文コンテスト]　令和元年度全国中学生人
権作文コンテスト埼玉県大会　人権作文受賞者　【優秀賞】野口結衣（寄居中3年）

受賞・表彰

2019/12/2 埼玉新聞 13 「日本の里」の指定管理者募集 寄居町　寄居町は同町風布にある「寄居町
日本の里」の指定管理者を募集　20年4月から25年3月31日までの5年間

行政

2019/12/4 朝日新聞 20 [埼玉マリオン] ●イベント　♦試験管でハーバリウム　15日、寄居町の県立川
の博物館

イベント情報

2019/12/4 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

1
寄居中が2年ぶりＶ 県中学校新人大会ラグビー 深谷岡部に競り勝つ
清水志撞決勝トライ　▸後半に持ち味発揮し総体の雪辱　※写真3、新井昭夫監督
コメント　（ほか11/10、11/14、11/17埼玉新聞と同内容）

スポーツ（中学）

2019/12/4 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2 県駅伝競走中学校の部　■第87回埼玉県駅伝競走大会（中学校の部）の記
録　（11/10埼玉新聞と同内容）

スポーツ（中学）

2019/12/4 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

3

県科学教育振興展覧会中央展　10月29日　第71回埼玉県科学教育振興展
覧会中央展第63回日本学生科学賞埼玉地区展覧会の表彰式　さいたま市青少年
宇宙科学館　♢中学校の部　【優秀賞】●髙橋穂香・髙橋遥香（寄居3・1）「生分解
性プラスチックとそれを分解する微生物（分解菌）の研究～循環型社会で注目され
る生分解性プラスチックの分解菌を探す～」

受賞・表彰
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2019/12/4 読売新聞 26

[埼玉スポーツ] 記録ファイル ロードレース　第49回小鹿野ロードレース大
会（10月20日・小鹿野町内）　≪優勝者≫♢3㌔▷中学1年女子　小林凛花（寄居城
南中）　▷中学2･3年女子　松田有加（寄居中）　♢1㌔▷小学男子　小林蓮（城南クラ
ブ）　▷同女子　坂本陽菜（城南陸上）

スポーツ（小学）
スポーツ（中学）

2019/12/6 毎日新聞 24 ♢第86回書壇院展入賞者　（１１日まで、東京都美術館）　▷全日本書道連盟賞
＝新井祥薫（寄居）

文化・芸術

2019/12/6 埼玉新聞 7

新井、浜田ら代表 柔道マスターズ大会　全日本柔道連盟は5日、東京五輪
代表選考会のマスターズ大会（12～14日・青島＝中国）の日本代表を発表　女子
は70㌔級の新井千鶴（三井住友海上）＝寄居町出身、児玉高出＝らを選出　大会
は五輪と世界選手権に次ぐ格付け　原則として世界ランキング36位以内の選手が
出場できる　（ほか同日の産経、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）

2019/12/6 埼玉新聞 11
伝統の祭りを町外に 20年カレンダー作成 宗像神社氏子青年会（寄
居）　寄居町の宗像神社氏子青年会が一般用2020年カレンダーを制作　800円
寄居の祭りを町外の人にも知ってもらうため　17年版から毎年作る　※写真

地域

2019/12/6 埼玉新聞 13

復興コンサート 8日寄居で開催 東松山市を支援　熊谷法人会寄居支部
女性部会が8日「復興チャリティーコンサート」を寄居町中央公民館で行う　収益金
は台風19号で被害を受けた東松山市に寄付する　約130人がステージに立つ　寄
居中吹奏楽部、寄居地方ユネスコ少年少女合唱団、コーロさくら、和太鼓集団
「麗」、Happy Go Luckyなど

地域

2019/12/7 朝日新聞 16
[契約更改情報]　【阪神】▼原口　200万円減の2800万円　大腸がんから復帰し
た今季は試合数や打率、打点などで前年を下回る　（ほか同日の読売、毎日、産
経新聞に同様記事）

スポーツ（プロ野球）

2019/12/7 埼玉新聞 13 [まちひとであい] 教室　♦試験管でハーバリウム（寄居）　15日、県立川の博物
館

イベント情報

2019/12/7 スポーツニッポン 4 がんから復帰原口 捕手で先発目指す　（同日の朝日新聞と同内容） スポーツ（プロ野球）

2019/12/8 毎日新聞 25

がん克服原口 1安打で1万円 患者支援へ寄付表明　今年1月に大腸が
んを公表し、手術やリハビリを経て6月に1軍復帰した阪神の原口文仁捕手（27）
が、来季から1安打または1打点につき1万円をがん患者支援施設に寄付すると発
表　今季はチャリティーブレスレットを販売し、利益全額と自身の寄付を合わせ100
万円を小児がんなどの子供と家族のための施設「チャイルド・ケモ・ハウス」（神戸
市）に送っている　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/12/8 スポーツニッポン 6 1安打1打点につき1万円 原口 寄付で「力の源に」　 （同日の毎日新聞と
同内容）

スポーツ（プロ野球）

2019/12/8 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子　(寄居)大野順一 投稿

2019/12/10 埼玉新聞 4

取引先の販路拡大へ 三越伊勢丹と催事 ビジネスマッチングで東和
銀　東和銀行（前橋市）が三越伊勢丹と同行取引先の中小企業のビジネスマッチ
ング催事を都内で開いた　埼玉県内5社を含む食品関連20社が参加　出展企業の
プレゼンテーションで製茶販売の荻野商店（寄居町）が自社製品について説明　※
写真

経済・産業

2019/12/10 埼玉新聞 16 [テレビ番組解説] バラエティー　開運！なんでも鑑定団 ★東京 後8･54　出
張鑑定は寄居町から送る

その他

2019/12/11 読売新聞 28 [Ｗｅｄｎｅｓｄａｙさいたま ひろば]　[今週のテーマ クリスマス]　住宅街に讃美
歌　尾沢葉子 76 （寄居町）

投稿

2019/12/11 産経新聞 17 柔道マスターズ 芳田・新井調整　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（柔道）

2019/12/11 埼玉新聞 11

新井、芳田らが調整 あすから柔道マスターズ大会 五輪代表争い終
盤戦　柔道の東京五輪代表選考会の一つ、マスターズ大会（12～14日）に出場す
る男女の日本代表が10日、中国の青島の会場で調整　70㌔級の新井千鶴（三井
住友海上）＝寄居町出身、児玉高出＝らが練習　新井は勝ち切れない試合が続い
ており、代表最有力の存在感が示せるか　※写真　（ほか同日のスポーツニッポン
に同様記事）

スポーツ（柔道）

2019/12/12 読売新聞 27

原沢、新井 復調なるか 柔道ワールドマスターズ　柔道の世界ランキング
上位者に出場権が与えられるワールドマスターズ　男子100㌔超級の原沢久喜や
女子70㌔級元世界女王の新井千鶴（三井住友海上）らが復調を果たすかに注目
新井は3連覇を狙った世界選手権で3回戦敗退　GS大阪大会でも優勝を逃し、不
振から抜け出せない　動きが硬く、得意の内股の切れ味が影を潜めた　新井は「勝
ちたいという思いがあれば、いい方向に向いていく」と気持ちを切り替えて臨む

スポーツ（柔道）

2019/12/12 毎日新聞 15

ニューイヤー駅伝 選手発表　「ニューイヤー駅伝inぐんま 第64回全日本実業
団対抗駅伝競走大会」に出場する全37チームのエントリー選手が11日、発表され
る　各チーム最大12人をエントリー　男子マラソンで日本歴代2位の設楽悠太（Ｈｏｎ
ｄａ）も登録　区間エントリーは30日に発表　（ほか同日のスポーツニッポンに同様
記事）

スポーツ（陸上）

2019/12/12 埼玉新聞 6
新井は2回戦から 組み合わせ決まる　柔道のマスターズ大会の組み合わ
せ抽選が11日、中国の青島で行われた　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2回戦から登場

スポーツ（柔道）

2019/12/12 埼玉新聞 6 設楽悠らがエントリー 全日本実業団駅伝　（同日の毎日新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2019/12/13 読売新聞 25
豚コレラ 寄居で1頭　県は12日、寄居町で捕獲した野生イノシシ1頭が家畜伝
染病「ＣＳＦ（豚コレラ）」に感染していたと発表　同町では初めて　県内で野生イノシ
シの感染が確認されたのは9月以降で計34頭となった

環境

2019/12/13 読売新聞 26 [Ｆｒｉｄａｙさいたま カルチャー]　＊イベント＊　♦試験管でハーバリウム　15日
寄居町の県立川の博物館

イベント情報
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2019/12/13 埼北よみうり 4
親子で新聞紙遊び 子育てサポーターが伝授（寄居町）　寄居町の子育
てサポーター団体「あ・そ・ぼ」　9日、町保健福祉総合センターで未就学児とその保
護者に新聞紙を使った遊び伝える　※写真

地域

2019/12/13 東京新聞 24
[彩の国フォト]■深谷■ 天日干し大根揺らす 冬の風　11月末、深谷市
の冬の風物詩「大根の天日干し」が始まる　同市櫛引の農家　（寄居町、武内道直
さん）　※写真

投稿

2019/12/13 東京新聞 24 [NEWSフラッシュ] ★寄居のイノシシから豚コレラ　（同日の読売新聞と同
内容）

環境

2019/12/13 埼玉新聞 9

コンサートとマルシェ開催 あす、かわせみ荘（寄居）　寄居町の総合社会
福祉センター「かわせみ荘」で14日、マルシェ「寄って居ってまるちぇ」（Ｙｏｒｉｉあらか
わメッセ主催）とジャズコンサート「Jazz倶楽部」（町隣保館主催）が同時開催される
※写真

地域

2019/12/13 埼玉新聞 14 寄居でイノシシ陽性 豚コレラ　（同日の読売新聞と同内容） 環境

2019/12/14 読売新聞 26

柔道マスターズ 新井3位 復調兆し 女子70㌔級 五輪争い終盤「取り
切れた」　不調に苦しんでいた新井が、今年最後の試合で復調のきっかけつかむ
最低限の結果残した新井に増地監督は「コンディションが良くない状況でメダルを
取ったことは評価できる」と語る　新井は試合後、「最後取り切れたのはよかった」と
語る　（ほか同日の埼玉新聞と同内容） ※写真

スポーツ（柔道）

2019/12/14 日本経済新聞 35

絹から染色・デザインまで メードイン埼玉を北欧に 県内3社連携 現地
展示会でアピール　埼玉県内の3社が県産絹織物の商品開発で連携　秩父産
の繭を使った絹織物を独自の染色技術で染め、生地やファッション関連の商品を
製作する　伝統技術を組み合わせ付加価値の高い「メードイン埼玉」の商品を生み
出し、手作り文化への関心が高い北欧での販売を目指す　伝統絹織物「秩父太
織」を生産しているハンドウィーバー・マグネティック・ポール（秩父市）とオーロラ染
めと呼ばれる独自の染色技法を持つ「きぬのいえ」（寄居町）、着物のリメーク製品
を制作するアトリエRIKA（同）　寄居町商工会や埼玉県産業振興公社、スウェーデ
ンの企業「ONOKIMONO」から支援を受け、10月下旬にスウェーデンのストックホル
ムで展示商談会に出展　※写真

経済・産業

2019/12/14 毎日新聞 22
[さいたま歴史散歩] 武蔵武士・黎明期⑩　「前九年の役」本県でも戦
勝祈願　一覧-「前九年の役」で源頼義、義家親子が戦勝祈願したなどと伝わる
県内の神社　▽出雲乃伊波比（いわい）神社（寄居町）

連載特集

2019/12/14 産経新聞 17 新井 準決勝で敗れる 柔道マスターズ大会　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（柔道）

2019/12/14 埼玉新聞 6

女子70㌔級 新井が3位 柔道マスターズ 力強さなく不振脱せず　東京
五輪代表選考会の一つである柔道のマスターズ大会第2日　13日、青島　女子70
㌔級の新井千鶴（寄居町出身、児玉高出、三井住友海上）は3位　新井は3位決定
戦こそ制したが、以前の力強さは影を潜めたまま　8月から3大会連続で優勝を逃し
た　初戦は世界選手権3回戦で敗れたティモ（ポルトガル）に難なく一本勝ち　準々
決勝は世界女王のガイー（フランス）を得意の内股で退けた　準決勝では序盤に投
げ技で技ありを奪われ（オランダ選手に）敗れた　※写真　（ほか同日の朝日、毎
日、日経、東京新聞に試合結果記事）

スポーツ（柔道）

2019/12/14 スポーツニッポン 6 新井まさか 3大会連続Ｖ逸 課題多い3位　（同日の埼玉新聞と同内容）　※
写真

スポーツ（柔道）

2019/12/15 東京新聞 24

[Ｎｅｗｓスポット] 空き家増 県内12万4000戸 背景に相続 自治体も対
応に苦慮 遺言作成 防止に重要　人口減少に伴う空き家の増加が全国的に
問題　県内も例外でなく、売却や賃貸向けなどを除く空き家は約12万4千戸　都道
府県別で全国9番目の多さ（2018年住宅・土地統計調査）　行政も対策に乗り出し
ているが、相続による権利の複雑化が背景にあるケースが多、解決が難しい　既
にある空き家だけでなく将来的な発生への対策も求められる　県は本年度、埼玉
司法書士会や県行政書士会などと連携し「相続おしかけ講座」を始める　11月に
は、寄居町の高齢者交流施設で講座が開かれた　行政書士の粟田聡さん（59）＝
日高市＝が講師を務め、50代～80代の26人が耳を傾けた　※写真

行政

2019/12/15 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)吉澤紀子 (評)　(寄居)石澤無涯　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2019/12/16 毎日新聞 21

8畳凧を試し揚げ 寄居・元日恒例 大凧の新作完成　来年元日に寄居運
動公園で行われる恒例イベント「寄居大凧揚（たこあ）げ」で揚げる新作の8畳凧が
完成　主催の住民グループ「今市竹とんぼの会」が15日、試し揚げを行い、県立川
の博物館のシンボル「日本一の大水車」を描いた凧が青空を舞った　※写真

地域

2019/12/16 埼玉新聞 7

竹炭作りに挑戦 小鹿野高生 寄居で竹あかり製作　「竹あかりプロジェク
ト」に取り組む県立小鹿野高校生徒会の9人が12日、竹炭を作るため寄居町末野
のはぐくみ園で窯の中に竹を入れる作業に取り組んだ　プロジェクトは生徒が（小
鹿野）町内の竹林に入って間引きを手伝い、譲り受けた竹でアート作品「竹あかり」
を製作、地域の祭りやイベントで展示　展示後は山に戻していたが、生徒から竹炭
にして商品化してみたいと意見が出た　※写真

地域

2019/12/17 埼玉新聞 11 [クリック] イルミネーション　台風19号の被害を受けた寄居町の県立川の博物
館は恒例のイルミネーションを中止

コラム

2019/12/18 読売新聞 22 [記録ファイル] 駅伝　第63回浮き城のまち行田駅伝競走大会（1日・行田市総
合公園内周回コース）　≪第1位≫♢1150㍍▷中学女子　男衾中女子A

スポーツ（中学）

2019/12/18 埼玉新聞 11 [まちひとであい] 教室　♦ミニ門松つくり（寄居）　28日、県立川の博物館 イベント情報

2019/12/19 埼玉新聞 2 11月1日現在の県内市町村別推計人口　（県統計課調べ）　寄居町　世帯
数13,242　人口総数32,531　男16,137　女16,394

統計

2019/12/20 毎日新聞 22
[インフォメーション] イベント　●かわはく年末年始の特別イベント　28日、県
立川の博物館　ミニ門松作り　1月4日「福を呼ぶ！白ねずみのかわいい置物を作
ろう」

イベント情報



令和元（2019）年度 寄居町新聞記事索引（9～12月） 2020年1月作成

2019/12/20 埼玉新聞 6

深谷彩北シニア杯小学生軟式野球大会　第12回深谷彩北リトルシニア杯
小学生軟式野球大会　寄居運動公園　▷1回戦　用土コルツ（寄居）6-2深谷西少年
野球　▷2回戦　上柴フェニックス（深谷）5-5中町ジュニア（寄居）（上柴のタイブレー
ク勝ち）　藤沢スターボーイズ（深谷）10-9用土コルツ（五回コールド）　フレンズ田谷
（深谷）6-3マッキーズ（寄居）（六回コールド）　桜ケ丘ファイターズ（深谷）6-3キング
フィッシャーズ（寄居）（六回コールド）

スポーツ（小学）

2019/12/20 埼玉新聞 8 新作「8畳凧」 元日お披露目（寄居）　（12/16毎日新聞と同内容）　※写真 地域

2019/12/21 スポーツニッポン 6
19年阪神全成績　[打者]　原口　0276(打率) 43(試合数) 94(打席数) 87(打数)
8(得点) 24(安打) 4(二塁打) 0(三塁打) 1(本塁打) 31(塁打) 11(打点) .356(長打率)
23(三振) 4(四球) 1(死球) 0(犠打) 2(犠飛) 0(盗塁) .309(出塁率) .240(得点圏打率)

スポーツ（プロ野球）

2019/12/22 さいたま報知 8

小川和紙マラソン大会　第27回小川和紙マラソン大会　12月8日、小川町・埼
玉伝統工芸会館発着　【女子】▷3㌔中学生　④松本愛澄（寄居男衾）10分37秒　⑤
神谷咲希（寄居城南）10分39秒　⑥松本美澄（寄居男衾）10分47秒　⑧小林凛花
（寄居城南）11分1秒

スポーツ（中学）

2019/12/22 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)石澤無涯 (評)　(寄居)吉澤紀子　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2019/12/24 読売新聞 23 新駅名「みなみ寄居」に 東武東上線 来年10月30日開業　（同日の埼玉
新聞と同内容）

経済・産業

2019/12/24 毎日新聞 18 新駅名は「みなみ寄居」 東武東上線 来年10月31日開業　（同日の埼玉
新聞と同内容）

経済・産業

2019/12/24 埼玉新聞 1

新駅は「みなみ寄居」 東武東上線 来年10月開業　東武鉄道は23日、東
上線東武竹沢駅-男衾駅間のホンダ寄居工場近くに設置する新駅の名称を「みな
み寄居」、副駅名を「ホンダ寄居前」として来年10月31日に開業すると発表　約90㍍
のプラットホーム1面1線　4両編成の停車を想定

経済・産業

2019/12/25 埼玉新聞 5 若鳥杯争奪少女ソフトボール大会　第19回若鳥杯争奪少女ソフトボール大
会　北本スポーツセンター　▷1回戦　入間ガールズ3-1寄居ジュニア

スポーツ（小学）

2019/12/25 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）
2019/12/26 読売新聞 23 [師走点描] 新年ことほぐ大水車たこ　（12/16毎日新聞と同内容）　※写真 地域

2019/12/26 毎日新聞 15-17
W杯の感動 花園で再び [第99回全国高校ラグビー] 51代表選手名鑑
[流通経大柏]　3(登録番号) 石水健太 ③(学年) 174(身長) 101(体重)　9 鈴木大賀
③ 175 84　※石水健太・鈴木大賀（流通経大柏高3年、寄居中出身）

スポーツ（高校）

2019/12/26 毎日新聞 23 死体遺棄被告に懲役8年を求刑 深谷の3遺体　（同日の埼玉新聞と同内
容）

事件・事故

2019/12/26 日本経済新聞 37 駅名「みなみ寄居」に ホンダ工場前 東武線新駅　（12/24埼玉新聞と同内
容）

経済・産業

2019/12/26 産経新聞 19 深谷の3遺体遺棄 男に懲役8年求刑　（同日の埼玉新聞と同内容） 事件・事故

2019/12/26 東京新聞 23 深谷の3遺体遺棄 懲役8年を求刑 さいたま地裁公判　（同日の埼玉新聞
と同内容）

事件・事故

2019/12/26 埼玉新聞 9
甲子園に「ただいま！」 原口 大腸がんから復帰 感謝込め 勝負強さ
発揮　一人でも多くの人に勇気を届けるため来季も元気いっぱいのプレーを誓う
※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/12/26 埼玉新聞 17

懲役8年を求刑 深谷遺体遺棄 弁護側は4年を主張　深谷市の住宅敷地
内で昨年2月、ブルーシートに包まれた男性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（52）の論告求刑公判　25日、さい
たま地裁　検察側は懲役8年を求刑　弁護側は懲役4年を求め結審　被告は2016
年3月ごろ、(男性)（66）の遺体を伊勢崎市のアパートから、(男性)（79）、(男性)（41）
＝年齢はいずれも当時＝を板橋区のアパートから、それぞれ寄居町の借家に運搬
17年4～5月ごろには3人の遺体を深谷市の借家に運び遺棄したとされる

事件・事故

2019/12/26 スポーツニッポン 7
令和最初の王者はどこだ⁉日本長距離界の頂上決戦‼ ニューイヤー
駅伝　マラソン前日本記録保持者・設楽に注目　Ｈｏｎｄａ　※写真

スポーツ（陸上）

2019/12/27 埼北よみうり 7 元日恒例 大凧あげ 新作は川博の大型木製水車（寄居町）　（12/16毎
日新聞と同内容）　※写真

地域

2019/12/27 東京新聞 16

[NEWSフラッシュ] ★野生イノシシから豚コレラ　県は26日、秩父、本庄、
横瀬、長瀞、小鹿野、寄居の各市町で11月27日～今月23日に捕獲したイノシシ11
頭から家畜伝染病「豚コレラ（CSF）」の感染が確認されたと発表　（ほか同日の埼
玉新聞に同様記事）

環境

2019/12/27 埼玉新聞 7

女子70㌔級新井らに期待 柔道五輪代表争い佳境　柔道の東京五輪代
表争いが佳境　来年2月の欧州でのグランドスラム（GS）2大会が終了後、強化委
員会の3分の2が2番手以下との差が歴然だと判断すれば代表に決まる　女子70㌔
級で昨年まで2年連続世界一の新井千鶴（寄居町出身、三井住友海上）も期待大
表-柔道の五輪代表候補1番手　女子 70㌔級 新井千鶴（三井住友海上）

スポーツ（柔道）

2019/12/27 スポーツニッポン 4

大腸がんから復活 原口 母校の「道徳教材」　原口が出身の埼玉県寄居
町立城南中の「道徳教材」に　大腸がんからの復活をまとめた冊子を用い道徳の
授業　22日に講演会で母校を訪れて知った原口は「何かを起こす原動力になってく
れればありがたい」と話す

スポーツ（プロ野球）

2019/12/27 読売新聞(夕刊) 10

■89歳はねられ死亡　26日午後5時15分頃、寄居町寄居の県道交差点を横断
していた近くに住む酒店経営(男性)（89）が乗用車にはねられ、頭などを強く打って
死亡　車は逃走したが約20分後に現場に戻る　寄居署は27日、運転していた秩父
市の会社員(男性)容疑者（20）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致
死）と道路交通法違反（ひき逃げ）の疑いで逮捕

事件・事故

2019/12/28 朝日新聞 25 ●寄居で死亡ひき逃げ事件、男を逮捕　（12/27読売新聞夕刊と同内容） 事件・事故

2019/12/28 毎日新聞 19 [ニュース24時] 寄居・死亡ひき逃げ容疑で男を逮捕　（12/27読売新聞夕
刊と同内容）

事件・事故

2019/12/28 産経新聞 17 寄居で死亡ひき逃げ 容疑の会社員を逮捕　（12/27読売新聞夕刊と同内
容）

事件・事故
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2019/12/28 東京新聞 20 激戦 五輪代表争い 混戦 4月まで決定持ち越しも 柔道　（12/27埼玉新
聞と同内容）

スポーツ（柔道）

2019/12/28 東京新聞 22 [NEWSフラッシュ] ★ひき逃げなどの容疑で男逮捕　（12/27読売新聞夕
刊と同内容）

事件・事故

2019/12/28 埼玉新聞 15 [新春ガイド] 催し　♦福を呼ぶ！白ねずみのかわいい置物を作ろう（寄居）　1月
4日、県立川の博物館

イベント情報

2019/12/28 埼玉新聞 15 [首長が選んだわが街5大ニュース]　寄居町　花輪利一郎町長　※写真 連載特集
2019/12/28 埼玉新聞 19 死亡ひき逃げ容疑の男逮捕 寄居署　（12/27読売新聞夕刊と同内容） 事件・事故
2019/12/29 朝日新聞 9 [朝日俳壇]　（埼玉県寄居町）水野勝浩　[評] 投稿
2019/12/29 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

2019/12/30 東京新聞 14 五輪・パラ 勢い「揚がれ！」 寄居で元日 大凧揚げ 引き手募集
（12/16毎日新聞と同内容）　※写真

地域

2019/12/30 東京新聞 14
町ふるさと大使の熊谷真実さんら公演 寄居で18日　寄居町ふるさと大使
の女優熊谷真実さんが座長を務める舞台公演「熊谷真実と愉快な仲間！全員集
合」が来年1月18日に町中央公民館で行われる

イベント情報

2019/12/30 毎日新聞 18
上州路37チーム競う ニューイヤー駅伝 元日号砲　⑨SUBARU　小山司
27(年齢) 帝京大(出身校)　⑯日立物流　設楽啓太 28 東洋大　㉑Honda　設楽悠
太 28 東洋大

スポーツ（陸上）

2019/12/31 毎日新聞 14

接戦必至 あす号砲 ニューイヤー駅伝　「ニューイヤー駅伝inぐんま 第64回
全日本実業団対抗駅伝競走大会」　30日に前橋市内で監督会議があり、37チーム
のオーダーが決まる　表-全日本実業団対抗駅伝オーダー　⑨SUBARU　4区（22.4
㎞） 小山　⑯日立物流　4区 設楽　㉑Honda　4区 設楽　※写真

スポーツ（陸上）

2019/12/31 毎日新聞 15

[第99回全国高校ラグビー]　第3日　30日・東大阪市花園ラグビー場　▷2回戦
流通経大柏56-5静岡聖光学院　【流通経大柏】FW 石水　※石水健太（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）

2019/12/31 産経新聞 13 あす全日本実業団対抗駅伝　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2019/12/31 埼玉新聞 1

復活の大水車 ライトアップ 寄居「川の博物館」　県立川の博物館で日本
一の大水車がライトアップされている　本館もライトアップする「かわはく冬のイルミ
ネーション」を毎年実施してきたが、台風19号の被害で電気設備が壊れ、今季は中
止　大水車だけ仮設電源を使い照明を当てている　来年1月13日まで　※写真

地域

2019/12/31 埼玉新聞 7

全日本実業団対抗駅伝 元日号砲 ホンダ4区設楽「強さ見せる」　来年
元日の全日本実業団対抗駅伝に出場するチームの有力選手が30日、前橋市内で
記者会見　ホンダの設楽悠太（寄居町出身、武蔵越生高-東洋大出）は「強くなった
設楽を見てもらえれば」と語る　3月の東京マラソンに出場予定で、走りが注目され
る　※写真

スポーツ（陸上）

2019/12/31 埼玉新聞 8-10
新時代への幸福願い 令和初の七福神巡り 豪快に笑う姿にご利益
[武州寄居七福神]　※写真（蓮光寺の布袋尊）、案内図

特集

2019/12/31 スポーツニッポン 4
明日号砲 全日本実業団対抗駅伝 五輪最終枠狙う精鋭4区に集結
東京五輪マラソン代表最後の1枠を狙う精鋭たちがエース区間の4区（22.4㌔）に集
結　ホンダの設楽悠太（28）　（ほか同日の埼玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（プロ野球）

2019/12/31 スポーツニッポン 6 2019セパ12球団「行く人来る人」　※一覧表　巨人 内(位置) 田島洸成(退団/
氏名) 未定(去就)

スポーツ（プロ野球）


