
令和2（2020）年 寄居町新聞記事索引（1～4月）

掲載日 掲載紙 紙面 記事見出・記事概要 件名

2020/1/1 朝日新聞 19

ＭＧＣ選手集結 火花再び 全日本実業団対抗駅伝 きょう号砲　全日本
実業団対抗駅伝が1日、群馬県庁発着の100㌔、7区間に37チームが参加して行わ
れる　エース区間の4区（22.4㌔）にはMGC14位の設楽悠太（ホンダ）ら8選手が集ま
る

スポーツ（陸上）

2020/1/1 朝日新聞 30 [ＴＯＫＹＯ2020] ホストタウン県内17カ所　図-埼玉県内の競技会場とホスト
タウン　寄居町

特集

2020/1/1 読売新聞 28 寄居、秩父20度超 大みそか　県内は31日、季節はずれの陽気　最高気温は
寄居で20.2度、秩父で20.1度を記録

気象

2020/1/1 読売新聞 28
[ＳＡＩＴＡＭＡ熱戦の舞台]　表-■県内市町の事前キャンプ誘致・ホストタウン
登録の状況（2019年12月27日現在）　寄居町 ブータン 2016年10月(事前キャンプ)
2016年6月(ホストタウン)

特集

2020/1/1 毎日新聞 28
[チャレンジ2020-彩の国から-]　表-東京五輪・パラリンピックで活躍が期待
される埼玉ゆかりの選手　■五輪 陸上競技（マラソン） 設楽悠太28 寄居町　柔道
新井千鶴26 寄居町

特集

2020/1/1 埼玉新聞 18 [新春俳壇]　佐怒賀直美選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子 投稿

2020/1/1 埼玉新聞（第2部） 26-27
[東京五輪in埼玉］ 県勢期待の選手 晴れ舞台へ奮闘 [陸上男子マラ
ソン] 寄居町出身 設楽悠太（ホンダ）　※写真　[柔道女子] 寄居町出
身 新井千鶴（三井住友海上）　※写真

特集

2020/1/1 埼玉新聞（第2部） 44

[東京五輪in埼玉] キャンプ地で全力サポート 寄居町 為末さんから指
導も ブータン陸上　元五輪陸上選手の為末大さんと連携してブータンの陸上
チームの事前キャンプ地を誘致し、東京五輪への気運を高めている寄居町　※写
真2

特集

2020/1/3 毎日新聞 15

[第99回全国高校ラグビー] 流通経大柏 精鋭タックル　第4日　1日・東大
阪市花園ラグビー場　流通経大柏22-14佐賀工　【流通経大柏】FW 石水　▷HB＝
鈴木　※石水健太・鈴木大賀（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、埼玉新聞に試合結果
記事）

スポーツ（高校）

2020/1/3 毎日新聞 17

ニューイヤー駅伝　群馬県で1日に行われた「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」　3位に前回24位のHonda　表-第64回全日本実業団対
抗駅伝競走大会成績　❸Honda（東日本） 4区(22.4㌔) 設楽 ④2.40.38(通過順位/
タイム) ③1.04.36(区間順位/タイム)

スポーツ（陸上）

2020/1/3 毎日新聞 17

大黒柱 3位導く 設楽悠太（28） Honda　淡々とした口調のエースがHondaを
3位へと導く　9位でたすきを受け、スピードの違いでライバルチームの主力を次々
と抜き去る　3位と1秒差まで浮上　前回は自身が直前の発熱で欠場　区間3位の
好走で貢献　※写真

スポーツ（陸上）

2020/1/3 日本経済新聞 25 実業団駅伝 ホンダの設楽 区間3位に淡々　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2020/1/3 埼玉新聞 9

全日本実業団対抗駅伝 設楽 区間3位に淡々　ホンダの設楽（寄居町出
身、武蔵越生高-東洋大出）は4区で順位を五つ上げたが、区間順位はMHPSの井
上から39秒遅れの3位　「走りは見る人に評価してもらおうと思っている。特に何も
言うことはない」と淡々　※写真

スポーツ（陸上）

2020/1/3 埼玉新聞 14 頭くわえて邪気を払う 寄居で獅子舞　寄居町金尾地区の正月恒例行事「頭
咥え」が2日、行われた　金尾白髪神楽獅子保存会　約80軒を回る　※写真

地域

2020/1/4 毎日新聞 15

[第99回全国高校ラグビー] 東福岡 速い展開　第5日　3日・東大阪市花園
ラグビー場　東福岡57-10流通経大柏　【流通経大柏】FW 石水　▷HB＝鈴木　※石
水健太・鈴木大賀（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、埼玉新聞に試合結果記事）

スポーツ（高校）

2020/1/6
朝日新聞
定年時代1月号

6
[インフォメーション]　♦新春開運祈願！寄居十二支めぐりハイキング　8日～11
日　秩父鉄道寄居駅で受け付け イベント情報

2020/1/9 朝日新聞 22

寄居の高橋さん 装丁賞優秀賞に 句集を作ろう！コン　「第13回句集を
作ろう！コンテスト」の入賞者が決まる　県内では、寄居町立寄居中1年の高橋遥
香さんの句集「佐渡へ」が装丁賞優秀賞（20句部門）に選ばれた　表彰式は11日に
松山市の市立子規記念博物館　※作品画像

受賞・表彰

2020/1/9 埼玉新聞 6 設楽悠は埼玉から出場 19日号砲 都道府県男子駅伝　全国都道府県対
抗男子駅伝の出場選手　8日、発表　設楽悠太（ホンダ）は埼玉から出場

スポーツ（陸上）

2020/1/9 埼玉新聞 9

地域安全見守り活動 ワタミ営業所に委嘱 寄居署　寄居署は、本庄市の
ワタミ埼玉本庄営業所を地域見守り活動の事業所に委嘱　「地域安全パトロール、
地域の絆を大切に」と記載したマグネットシートを車両に貼って管内を走行　訪問
先の高齢者に防犯指導などをしていく

行政

2020/1/9 埼玉新聞 14 ♢令和元年度文部科学大臣優秀教職員表彰　（8日、埼玉関係）　【公立】▷
内田徳和（寄居町立男衾中学校）

受賞・表彰

2020/1/10 埼北よみうり 2 [スポットライト]　プロレスで地域活性を　プロレスラー マジックボックス・代表取
締役社長 MASAMIさん（45・寄居町）　※写真

連載コラム

2020/1/10 埼玉新聞 10･11
[市町村 年頭抱負] 活力ある地域を創生 市町村の多彩な施策　寄居
町　新たな時代に向け飛躍の年に

特集
行政

2020/1/11 埼玉新聞 15 [つれづれ]　うわあ、きれい　大野順一（寄居町、73歳） 投稿
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2020/1/12 読売新聞 25

浸水想定 埼玉のみ未公表 「1000年に1度」への備え 20市町マップ改
訂できず　2015年の水防法改正に伴い、台風など「1000年に1度」の降水があっ
たと想定して見直しが義務づけられた主要河川の「洪水浸水想定区域図」につい
て、県が公表していないことがわかる　まったく公表していないのは埼玉のみ　想
定図に基づき、市町村は「洪水ハザードマップ」を作成するが、県が未公表のため
マップ改訂が必要な49市町のうち半分ほどしか改訂できていない　表-■洪水ハ
ザードマップの改訂状況　未改訂 寄居町

行政

2020/1/12 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　佐怒賀直美選　(寄居)石澤無涯 (評)　(寄居)坂本茂　(寄居)吉澤祥
匡　(寄居)吉澤紀子

投稿

2020/1/13 埼玉新聞 6

県高校柔道選手権　柔道の第42回全国高校選手権県予選を兼ねた県高校選
手権　第1日、12日・県武道館　各階級の優勝者は全国高校選手権（3月21、22日・
群馬）　【女子】▷個人57㌔級準決勝　井田（児玉） 釣り込み腰 新田（市川越）　▷同
決勝　井田 優勢 岩田（埼玉栄）　▷同63㌔級準決勝　新夕（埼玉栄） 後ろけさ固め
井田（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）

2020/1/13 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や0-0　※初場所初日 スポーツ（大相撲）

2020/1/13 埼玉新聞 11

密接に連携 飛躍の年に 寄居町商工会賀詞交歓会　寄居町商工会が新
年賀詞交換会を町内で開く　関係者119人参加　基調講演会で、2018年度県NEXT
商店街プロジェクトのプロデューサーとして寄居町をサポートしている商業タウンマ
ネジメントの東朋治さんが講演　※写真

経済・産業

2020/1/14 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）●0-1　※初場所2日目 スポーツ（大相撲）

2020/1/15 産経新聞 21

倒産件数･負債とも減 県内企業 今年の見通しは「増勢」　東京商工リ
サーチ埼玉支店の調査　昨年の県内企業の倒産（負債総額1千万円以上）の件数
と負債総額は前年よりも減少　表-■令和元年の県内の大型倒産　8 ＳＩ（寄居町）
生鮮魚介卸(業種) 10億円(負債額)

経済・産業

2020/1/15 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）●0-2　※初場所3日目 スポーツ（大相撲）

2020/1/15 埼玉新聞 7
[スポーツ短信] ▸設楽悠、川内ら招待選手　香川・丸亀国際ハーフマラソン
（2月2日・Pikaraスタジアム発着）の大会組織委員会は14日、設楽悠太（ホンダ）＝
寄居町出身、武蔵越生高-東洋大出＝ら国内招待選手を発表

スポーツ（陸上）

2020/1/16 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や0-2　※初場所4日目 スポーツ（大相撲）

2020/1/17 読売新聞 27 [Ｆｒｉｄａｙさいたま カルチャー]　＊ギャラリー＊　♦寄居町美術家協会展　24～
26日、寄居町中央公民館

イベント情報

2020/1/17 東京新聞 22 [彩の国フォト]■寄居■ 豊作を願うケズリバナ　東秩父村で11日、小正月
の縁起物「ケズリバナ」の体験学習を撮影　（寄居町、武内道直さん）　※写真

投稿

2020/1/17 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）○1-2　※初場所5日目 スポーツ（大相撲）

2020/1/18 東京新聞 22

＜秩父点描＞数珠回し　願う疫病退散　長瀞で「風布の回り念仏」　数
人が輪になり、大きな数珠を手渡しで回す民俗行事「風布（ふうっぷ）
の回り念仏」が十六日、長瀞町の風布地区であった。住民らは太鼓と
かねのリズムに合わせながら、疫病の退散を祈願　毎年、小正月とお
盆の時期に実施。戦国時代の鉢形（はちがた）城（寄居町）の落城で命
を落とした先祖を供養したことに由来するともされる

地域

2020/1/18 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）○1-2　※初場所6日目 スポーツ（大相撲）

2020/1/18 埼玉新聞 7

埼玉 2年ぶり頂点に自信 都道府県対抗男子駅伝 あす号砲 設楽悠
柱に充実布陣　第25回全国都道府県対抗男子駅伝　連覇を狙った昨年は設楽
悠を欠いたことが響き17位　今回は大エースがアンカーを担う　埼玉の絶対的エー
スがアンカーにいることは心強い　♦埼玉チームの予想オーダー♦　コーチ 畦田恒
洋（寄居城北高）　7(区間)（13㌔） 設楽悠太（ホンダ） 27分53秒67(1万㍍今季ベス
ト)　※写真

スポーツ（陸上）

2020/1/19 東京新聞 26
支部19年後期撮影会　中日写真協会埼玉支部の2019年後期撮影会　主な入
賞者　▷中日新聞賞＝武内道直（寄居町）　▷東京新聞さいたま支局長賞＝木島宏
（寄居町）

受賞・表彰

2020/1/19 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　佐怒賀直美選　(寄居)吉澤祥匡 投稿

2020/1/19 埼玉新聞 10 [県高校新人大会] サッカー　各地区予選　【北部】（第1日、18日・熊谷西高校
ほか）　▷1回戦　寄居城北2-0児玉・児玉白楊

スポーツ（高校）

2020/1/19 埼玉新聞 11 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や1-2　※初場所7日目 スポーツ（大相撲）

2020/1/19 埼玉新聞 11
きょう都道府県男子駅伝 埼玉アンカーは設楽悠　第25回全国都道府県
対抗男子駅伝　18日、広島市内で開会式、各チームオーダーも発表　設楽悠太（ホ
ンダ）＝寄居町出身、武蔵越生高-東洋大出＝は埼玉のアンカー

スポーツ（陸上）

2020/1/19 スポーツニッポン 4

チャリティーマラソン 原口「恩返し」　[阪神]　大腸がんを克服した原口が実
行委員長を務めるチャリティーマラソンが、和歌山県すさみ町の運動公園で行われ
た　手術後、同町で静養したことがきっかけ　「何かの恩返しがしたかった」と感謝
収益の一部は患者支援団体に寄付する

スポーツ（プロ野球）

2020/1/20 朝日新聞 8 埼玉・設楽 逆転ならず　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真 スポーツ（陸上）
2020/1/20 読売新聞 24 ■設楽 逆転ならず　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真 スポーツ（陸上）
2020/1/20 読売新聞 37 全国男子駅伝 県勢3位　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2020/1/20 産経新聞 20 都道府県駅伝 本県3位 アンカー設楽 逆転ならず　（同日の埼玉新聞と
同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2020/1/20 埼玉新聞 1

県内は「下降」13市町 全国自治体景況感調査　共同通信が昨年11月～
今年1月に実施した全国自治体アンケート　1年前と比べた景況感　「上向いてい
る」としたのは飯能市や朝霞市、寄居町など7市町　さいたま市や滑川町など13市
町が「下降している」とした

行政
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2020/1/20 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）○2-2　※初場所8日目 スポーツ（大相撲）

2020/1/20 埼玉新聞 1、8

埼玉 県記録も3位 都道府県対抗男子駅伝 〝純県産〟実力示す 設
楽悠区間3位 Ｖへ23秒届かず　第25回全国都道府県対抗男子駅伝　19日、
広島市平和記念公園発着の7区間、48㌔　埼玉は大会記録、県記録を塗り替える2
時間17分34秒で3位　4位でたすきを受けた埼玉のアンカー設楽悠はトップとの差を
詰められず3位でゴール　「きつかった」と淡々と話す　♦埼玉チームの区間、通過
順位♦　7(区間) 設楽悠太 ホンダ ③37分20秒(区間順位) ③2時間17分34秒(通過
順位)　※写真　（同日の朝日、読売、日経、産経新聞に同内容）

スポーツ（陸上）

2020/1/20 スポーツニッポン 9

設楽 区間3位厚底シューズ問題は「ノーコメント」 多くの選手着用 大
会新が6チーム 区間新×2 東京マラソンへ調整ぶりは順調　設楽悠太
は埼玉のアンカーとして7区で区間3位と健闘　世界陸連が新規則で禁止すると英
メディアが報じ、波紋が広がるナイキの「厚底シューズ」問題については語らなかっ
たが、東京マラソンに向け順調な調整ぶりを強調　（ほか同日の埼玉新聞と同内
容）　※写真

スポーツ（陸上）

2020/1/21 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）●2-3　※初場所9日目 スポーツ（大相撲）

2020/1/22 朝日新聞 18 [埼玉マリオン] ●アート　♦寄居町美術家協会展　24日[金]～26日[日]、寄居
町中央公民館

イベント情報

2020/1/22 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や2-3　※初場所10日目 スポーツ（大相撲）
2020/1/23 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】★鷹翔（寄居）●2-4　※初場所11日目 スポーツ（大相撲）
2020/1/24 読売新聞 27 [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

2020/1/24 埼北よみうり 3
大病から復帰の原口選手 母校の道徳教材に（寄居町）　寄居町出身で
プロ野球・阪神タイガースの原口文仁捕手（27）が、母校・寄居町立城南中の道徳
教材に　※写真

地域

2020/1/24 埼北よみうり 6 [埼北2月ｉｎｆｏ]　9日（日）　♦寄居町駅伝競走大会　寄居市街地（寄居町） イベント情報

2020/1/24 埼北よみうり 6
[ｐｉｃｋ ｕｐ] イベント　埼北フェスタ2020　地域団体「team YORII」の主催で行わ
れるイベント　寄居町のプロレス団体「マジックボックス」による試合ほか　1月25日
（土）・26日（日）　もしもしモンキー ラグビー花園店駐車場

イベント情報

2020/1/24 毎日新聞 16 国内のマラソン 設楽「東京最後」　「東京が日本でマラソンを走る最後になる
と思う」　（ほか同日の東京新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2020/1/24 産経新聞 20 マラソン設楽「2時間4分台」　（同日の東京新聞と同内容）　※写真 スポーツ（陸上）

2020/1/24 東京新聞 11

「目標2時間4分台」 東京マラソンへ覚悟 設楽「2時間5分台なら五輪
辞退」　設楽悠太（ホンダ）が23日、合宿先の宮崎市で取材に応じる　東京五輪代
表の残り1枠を争う3月1日の東京マラソンに向け「2時間4分台で走らないと五輪で
走る資格はない。2時間5分台で日本記録を出しても辞退すると思う」と持論を語っ
た　※写真

スポーツ（陸上）

2020/1/24 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】★鷹翔（寄居）や2-4　※初場所12日目 スポーツ（大相撲）

2020/1/24 埼玉新聞 7 男子マラソン 設楽悠2時間4分台狙う 「5分台では納得しない」　（同日
の東京新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2020/1/24 スポーツニッポン 1
開幕まで半年マラソン界に衝撃 3・1東京勝っても5分台なら五輪切符
設楽辞退も　※写真

スポーツ（陸上）

2020/1/24 スポーツニッポン 2 設楽 東京マラソンで「見ている人を興奮させる走りを」　設楽に聞く　※
一問一答、写真

スポーツ（陸上）

2020/1/25 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】★鷹翔（寄居）や2-4　※初場所13日目 スポーツ（大相撲）

2020/1/25 埼玉新聞 11

柔道通じて交流 南太平洋から若者来訪 寄居　ニューカレドニアで柔道を
学ぶ13～16歳のチームが寄居町を訪れ、地元の児童生徒らと交流練習会　女子4
人を含む計15人　男衾柔道クラブと明道館寄居署少年柔道教室の共催で19日と
23日に行われた　※写真

地域

2020/1/25 埼玉新聞 11 [まちひとであい] 展示　♦第6回寄居町美術家協会展（寄居）　26日まで、中央
公民館

イベント情報

2020/1/26 毎日新聞 23 253チーム1265人田園地帯を力走 熊谷めぬま駅伝　第33回熊谷めぬま
駅伝大会　25日、妻沼中央公民館発着　〈中学女子〉①男衾A

スポーツ（中学）

2020/1/26 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　佐怒賀直美選　(寄居)吉澤紀子 (評)　(寄居)吉澤祥匡 投稿
2020/1/26 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【三段目】★鷹翔（寄居）や2-4　※初場所14日目 スポーツ（大相撲）
2020/1/27 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】★鷹翔（寄居）●2-5　※初場所千秋楽 スポーツ（大相撲）
2020/1/28

2020/1/29 朝日新聞 15 五輪残り1枠争い 設楽悠、大迫ら激突 東京マラソン 3月1日号砲　（同
日の埼玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2020/1/29 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2
新座カップミニバス　第12回新座カップミニバス2019　12月21、22日　新座市民
総合体育館　【男子Aブロックの記録】〈予選bリーグ〉所沢泉53-29寄居　片山47-
22寄居

スポーツ（小学）

2020/1/29 読売新聞 18 [TOKYO MARATHON 2020] 五輪残り1枠 大迫vs設楽 出場選手発表
（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2020/1/29 毎日新聞 16
残り1枠 設楽、大迫と対決 東京マラソン MGC出場権18人エントリー
「攻めたい、その先に4分台がある」　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2020/1/29 産経新聞 17
[TOKYO MARATHON 2020] 設楽悠 果敢に攻める 東京マラソン招待
選手発表 五輪ラスト1枠 高速レース必至　（同日の埼玉新聞と同内容）
※写真

スポーツ（陸上）

2020/1/29 東京新聞 23
[TOKYO MARATHON 2020] 設楽悠「いつも通り」 大迫ら招待選手発
表　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）
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2020/1/29 埼玉新聞 7

設楽悠「日本記録を」 東京マラソン招待選手発表 大迫らと最終決戦
〝辞退〟改めて言及　東京五輪男子代表の残り1枠を争う東京マラソン（3月1
日）の招待選手が28日に発表され、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＝らが名を連ねた　設楽は記者会見で「日本記
録を更新しないと話にならない」と述べ、また「自分が言った言葉にはうそをつきた
くない」と、日本記録を塗り替えて代表権を獲得した場合でも辞退する可能性に改
めて言及　「1億円を取ってハワイで豪快に使うのが理想」　※写真

スポーツ（陸上）

2020/1/29 スポーツニッポン 9

五輪残り1枠懸け新旧[日]保持者が激突 大迫とガチ対決‼ 設楽　〝国
内ラスト〟に瀬古氏理解示す　今大会を国内ラストマラソンにするという設楽の発
言に、日本陸連の瀬古利彦マラソン強化プロジェクトリーダーが理解を示す　（ほか
同日の埼玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2020/1/30 毎日新聞 20 [短歌]　■水野昌雄選　寄居・橋本秀樹 投稿

2020/1/31 読売新聞 21 [Ｆｒｉｄａｙさいたま カルチャー]　＊ギャラリー＊　♦冬期企画展「雨展～あらぶ
る雨・めぐみの雨～」　2月16日まで、県立川の博物館

イベント情報

2020/1/31 埼玉新聞 9
在宅ワークの不安解消へ 講座に育児中の母ら参加（寄居）　在宅仕事
支援サービス「YORI MaMa（ヨリママ）」　寄居の中町会館で28日、「在宅ワークの不
安解消講座」　母親11人が受講　※写真

行政

2020/2/1 埼玉新聞 19
4部門114チーム終結 第87回県駅伝あす号砲　軸整う埼玉栄が優勢
[高校男子]　武蔵越生は成長著しい2年生小島岳に1区を託す　※小島岳斗（武
蔵越生高2年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2020/2/2 朝日新聞 15 厚底シューズ 五輪も駆ける 世界陸連、市販品は原則ＯＫに　（同日の
読売新聞と同内容）

スポーツ（陸上）

2020/2/2 読売新聞 20

五輪控え混乱回避 「厚底靴」容認新ルール 設楽「気にしていない」
選手ら受け止め冷静　世界陸連（WA）が1月31日、ナイキの厚底シューズ「ヴェ
イパーフライ（VF）」の使用を認める　ルール改定で「プレートは1枚」「靴底は40㍉
以下」と決められた　ナイキ社の厚底シューズを使用する設楽悠太（ホンダ）は、3
月の東京マラソンで五輪切符を狙うが「提供されたものを履くだけなので気にしな
い」と淡々

スポーツ（陸上）

2020/2/2 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)石澤無涯 投稿

2020/2/2 埼玉新聞 8

設楽悠「日本新目指す」 きょう丸亀国際ハーフマラソン　香川・丸亀国際
ハーフマラソン（2日・Pikaraスタジアム発着）に出場する選手が1日、記者会見　男
子で日本記録を持つ設楽悠太（ホンダ）＝寄居町出身、武蔵越生高-東洋大出＝
が「日本記録を目指したい」と抱負　※写真

スポーツ（陸上）

2020/2/2 埼玉新聞 9

昌平、川越東が決勝へ [県高校新人大会] ラグビー　第3日、1日・熊谷ラ
グビー場　▷準決勝　昌平17-5浦和　【昌平】FW 馬場　▷準決勝　川越東29-5正智
深谷　【正智深谷】FW 鈴木楓　TB 富田　※馬場大樹（昌平高2年、寄居中出身）、
鈴木楓己･富田開登（正智深谷高1年、寄居中出身）、写真

スポーツ（高校）

2020/2/2 スポーツニッポン 7
厚底正式にＯＫ〝東京五輪ルール〟 設楽「提供されたものを履くだ
け」　（同日の読売新聞と同内容）　※写真 スポーツ（陸上）

2020/2/3 読売新聞 13 ■設楽悠は6位　（同日の東京新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2020/2/3 毎日新聞 15

[BEPPU-OITA MAINICHI MARATHON] 同期設楽悠刺激 小山躍進の
4位　第69回別府大分毎日マラソン大会　2日、大分市　小山は自己記録を2分27
秒更新して4位入賞　埼玉・武蔵越生高、帝京大出身の28歳　高校の同級生だった
設楽悠太（Honda）が高校時代からずっと強さを維持していることに大きな刺激を受
けているという　表-第69回別府大分毎日マラソン所要時間とスプリット　④小山司
（群馬･SUBARU）　15.04(5㌔) 30.17(10㌔：15.13) 45.30(15㌔：15.13) 1.00.46(20㌔：
15.06) 1.04.05(中間点) 1.15.55(25㌔：15.09) 1.31.08(30㌔：15.13) 1.46.19(35㌔：
15.11) 2.01.55(40㌔：15.36) 2.08.53(フィニッシュ)　（ほか同日の読売、東京新聞、ス
ポーツニッポンの各紙に試合結果記事）

スポーツ（陸上）

2020/2/3 東京新聞 20

小椋 粘って日本新 丸亀国際ハーフ2位 6位うつむく設楽　香川・丸亀国
際ハーフマラソン　2日、Pikaraスタジアム発着　小椋裕介（ヤクルト）が1時間0分0
秒の日本記録で2位　2017年9月に設楽悠太（ホンダ）が出した1時間0分17秒の記
録を塗り替えた　設楽悠は1時間0分49秒で6位に終わる　レース後は無言でうつむ
いたまま車に乗り込む　（ほか同日の毎日、産経新聞に試合結果記事）

スポーツ（陸上）

2020/2/3 埼玉新聞 6 [県高校新人大会] サッカー女子　第6日、2日・惣右衛門サッカー場ほか　▷
決勝トーナメント2回戦　山村学園9-0寄居城北

スポーツ（高校）

2020/2/3 埼玉新聞 11
[ランチどこ行く？] 地元の名水 料理に使用 特製ミートソース CHILL
（寄居）　※写真2、店舗プロフィール

連載コラム

2020/2/3 スポーツニッポン 22 小椋 設楽超えハーフ日本新 連戦疲れ6位設楽「次に向けて頑張る」
（同日の東京新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2020/2/5 読売新聞 22
第87回県駅伝競走大会（2日）上位10チームの記録　高校男子　❸武蔵
越生　2時間13分55秒　1区9.695㌔ ④(区間順位)小島岳斗　⑤小島陸駆　※小島
岳斗･小島陸駆（武蔵越生高2年、男衾中出身）

スポーツ（高校）

2020/2/6 毎日新聞 22 [短歌]　■水野昌雄選　寄居・橋本秀樹 投稿
2020/2/6 埼玉新聞 13 [つれづれ]　瀬戸内しまなみ海道　高橋正樹（寄居町、53歳） 投稿

2020/2/6 スポーツニッポン 4 20阪神全陣容　捕手 94(背番号)原口文仁㉘(年齢) 右右(投打) 182(身長) 93(体
重) 11(年数) 帝京(出身校)

スポーツ（プロ野球）

2020/2/7 読売新聞 21 [TOKYO2020] パラリンピック聖火 各地の見所　埼玉県　【採火市町村
（17）】寄居町

行政
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2020/2/7 読売新聞 25

[TOKYO2020] パラ聖火 8月20日 17市町村で採火　2020年東京五輪・パ
ラリンピック大会組織委員会は6日、県内で8月20日に行われるパラリンピック聖火
リレーの採火方法などについて発表　同日早朝から17市町村で行われる「採火式」
でおこされた火は、さいたま新都心に集められて「集火式」が開かれる　図-■東京
パラリンピックの聖火の採火、集火場所　寄居町　表-■パラリンピック聖火の採火
寄居町　会場（調整中）

行政

2020/2/7 埼玉新聞 11

恵みと猛威を紹介 県立川の博物館 16日まで「雨展」（寄居）　県立川の
博物館で冬期企画展「雨展」　「あらぶる雨」と「めぐみの雨」に注目した巡回企画展
大学の研究者などで構成する「水の巡回展ネットワーク」が企画制作　16日まで
昨年10月の台風19号による同館の水害記録を2分15秒の映像で流す　※写真

文化・芸術

2020/2/8 産経新聞 15 [球春] 原口がん克服 練習漬けの喜び　（同日の埼玉新聞と同文）　※写真 スポーツ（プロ野球）

2020/2/8 埼玉新聞 6
原口 充実の春 大腸がんで昨季不参加 [プロ野球キャンプ情報]　大腸
がんを患い昨年参加がかなわなかった春季キャンプ　沖縄・宜野座で鍛える阪神
の原口（寄居町出身）からは充実感がにじみ出る　※写真

スポーツ（プロ野球）

2020/2/9 埼玉新聞 7

「まちゼミ」の受講者を募集 寄居、14日から　店主が講師になって専門知
識などを提供し地域の活性化につなげていく「まちゼミ」が、寄居町で14日から3月
13日まで行われる　受講者を募集している　4回目の今年は市街地を中心に15事
業所、15講座を開講

地域

2020/2/9 埼玉新聞 11 川越東初制覇 [県高校新人大会] ラグビー　8日（最終日・熊谷ラグビー
場）　▷決勝　川越東36-19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）

2020/2/9 埼玉新聞 11 県高校ベストフィフティーン　県ラグビー協会は8日、本年度の高校ベストフィ
フティーンを表彰　3年生15人を選出　⑭中嶋秀太（正智深谷高）　※寄居中出身、
写真

スポーツ（高校）

2020/2/12 毎日新聞 20

寄居の魅力向上へ 町内外の若者ら新サービス提案 地方創生 ワー
クショップ開催　寄居町で、魅力向上を目指す地元の店や企業に対し、町内外
の若者らが新しいサービスや商品を提案するワークショップ「LAYERS HOOP
YORII（レイヤーズフープ ヨリイ）」　東京のデザイナーや大学生、主婦など多様な
人材が11月から定期的に集まる　15日に最終報告会　町商工会と中心市街地活
性化を担う「まちづくり寄居」が主催　※写真

経済・産業

2020/2/12 埼玉新聞 11 [まちひとであい] 映画　♦隣保館子ども映画会（寄居）　16日、隣保館 イベント情報

2020/2/12 スポーツニッポン 11-18 20年セ・リーグ選手名鑑 阪神タイガース　捕手 94 原口文仁　※写真、プロ
フィール、直近3年成績ほか

スポーツ（プロ野球）

2020/2/13 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

3

小中学生俳句コンクール　第26回小中学生俳句コンクールの表彰式　12日、
さいたま文学館　受賞者と上位作品　▷小学生低学年の部　【埼玉県芸術文化祭実
行委員長賞】「さくらんぼ人と人とがつながるよ」大木凛子（寄居男衾3）　【朝日新聞
さいたま総局長賞】内田幸汰（寄居男衾3）

受賞・表彰

2020/2/14 読売新聞 25 [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
2020/2/14 読売新聞 27 7地点で最高気温　（同日の埼玉新聞と同内容） 気象

2020/2/14 埼北よみうり 2

103チームたすきつなぐ 寄居町駅伝競走大会（寄居町）　第65回寄居町
駅伝競走大会　9日、寄居町立総合体育館-鉢形城歴史館　各部門の優勝チーム
【中学男子】男衾中男子A（野々地希星・君塚俊介・福島瑶生・佐藤響・中尾玲偉）
【女子】城南クラブC（小林凛花・杉田芽衣・落合湧菜・神谷咲希・吉田詩央）【小学
男子】はやぶさA（橋本将真・守屋勇輝・小野寺天翔・田賀友悠・根岸靖晄・田島大
河）【小学女子】城南クラブE（太幡そら・宮前梓佐・坂本寧々花・古川未悠・松浦小
百合・西東彩心）　※写真

スポーツ（小学）
スポーツ（中学）
スポーツ（一般）

2020/2/14 埼玉新聞 12
大地の力で絆結ぶ 願掛けが愛の鍵架け場（寄居）　隠れたパワースポッ
ト　寄居町金尾の遊歩道「風のみち」入り口のポケットパークにある「愛の鍵架け
場」　※写真

地域

2020/2/14 埼玉新聞 19 県内20度超え 秩父紅も開花　高気圧に覆われた影響で13日、県内は各地で
気温が上昇　最高気温は秩父市で20.9度、寄居町で20.6度など

気象

2020/2/15 埼玉新聞 7

新井ら1番手も派遣 柔道ＧＳ　全日本柔道連盟　14日発表　東京五輪代表選
考会の一つ、グランドスラムデュッセルドルフ大会　女子は70㌔級で18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＝らが出場
※写真　（ほか同日の読売新聞、スポーツニッポンに同様記事）

スポーツ（柔道）

2020/2/16 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　鎌倉佐弓選　(寄居)吉澤紀子 (評)　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)坂本茂 投稿

2020/2/16 埼玉新聞 11

公共空間の在り方考える あす寄居でシンポ　寄居町勤労福祉センターで
17日、寄居町の公共空間の在り方を考えるシンポジウム「市街地の緑と公共空間
と私たちの暮らし」が行われる　主催は市街地住民や造園家、有機農家などの連
携する市民団体「寄居の緑と空間を楽しむ会」

イベント情報

2020/2/17 朝日新聞 11 陸上 金栗記念熊日30㌔ロード 設楽が初制覇　（同日の埼玉新聞と同内
容）

スポーツ（陸上）
2020/2/17 読売新聞 21 設楽 圧勝 陸上・熊日30㌔ロードレース　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）
2020/2/17 日本経済新聞 28 設楽悠が初Ｖ 熊日30㌔ロードレース　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2020/2/17 東京新聞 17
設楽、初Ｖ「ホッと」 熊日30㌔ロード　3月1日には東京五輪代表の残り1枠を
争う東京マラソンを控え、「ここで勝たなきゃ次はないと思っていたのでホッとしてい
る」と表情緩める　（ほか同日の埼玉新聞と同内容）

スポーツ（陸上）

2020/2/17 埼玉新聞 7

設楽悠が初優勝 熊日30㌔ロードレース　熊日30㌔ロードレース　16日、熊
本市通町筋-ぴぷれす熊日会館　男子は設楽悠太（ホンダ）＝寄居町出身、武蔵
越生高-東洋大出＝が1時間29分47秒で初優勝　7㌔付近で集団から抜け出し途
中までは日本記録を上回るペースで一人旅　最後は2位に51秒差をつける　※写
真

スポーツ（陸上）

2020/2/17 スポーツニッポン 9 設楽悠 3・1へ万全圧勝 熊日30㌔ロード 東京は「日本中興奮」させる
（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）
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2020/2/18 読売新聞 21
東京マラソン 五輪選考レース影響も 一般とりやめ 関係者動揺広が
る　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2020/2/18 埼玉新聞 6

来月1日の東京マラソン 一般走者抜きで実施 新型肺炎拡大が影響
3月1日の東京マラソン　主催者は17日、新型コロナウィルスの感染拡大の影響で、
今年の大会を一般ランナー抜きで実施すると発表　車いすの部を含め、招待選手
らのみで行う　残り1枠の東京五輪男子代表選考会を兼ねており、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＝らが出場予定

スポーツ（陸上）

2020/2/20 埼玉新聞 5
[埼玉クイズ王決定戦2019] 埼玉愛、火花散らす スクイーズS48初Ｖ
スクイーズS48は、朝霞市の中江さん、寄居町の廣島暁之さん、川口市の大関さん
※写真

特集

2020/2/20 埼玉新聞 8･9
自主財源の確保に向け県と市町村の連携強化　表-平成30年度県内市
町村個人市町村民税納税率一覧　27(順位) 寄居町 97.0(納税率：％)　図-平成30
年度個人市町村民税納税率市町村地図　寄居町（色-全国平均96.9％以上）

特集
行政

2020/2/21 埼玉新聞 6

Ａチーム マッキーズ優勝 Ｂはキングフィッシャーズ 県スポ少野球北
部ブロック駅伝大会　第26回県スポーツ少年団野球部会北部ブロック駅伝大
会　16日、秩父市影森グラウンド　6区間＝7.2㌔　Aチーム（学年無制限）、Bチーム
（5年生以下）合わせて53チーム参加　Aチームの部でマッキーズ（寄居）、Bチーム
の部でキングフィッシャーズ（同）が栄冠　【総合順位】「Aチームの部」①マッキーズ
（寄居・倉橋大翔、笠原憲吾、根岸真未、千村裕心、野口空吾、吉川英士）25分19
秒　「Bチームの部」①キングフィッシャーズ（寄居・山口春哉、楳沢海斗、吉田斗
哉、神田真成士、藤村徳輝、阿保碧一）　※写真2

スポーツ（小学）

2020/2/21 埼玉新聞 9

ロビーに桜 一足早く春 町庁舎（寄居）　寄居町役場1階ロビーに桜の花「啓
翁桜」と「大漁桜」の切り花が飾られ、来庁者らに一足早い春を提供　「一年中桜に
出会える町よりい実行委員会」　桂古流桂流の上席教授長谷川紫音（文子）さん
（69）が飾り付け　※写真

地域

2020/2/23 朝日新聞 13 柔道 グランドスラム デュッセルドルフ　21日　女子70㌔級は新井千鶴（三井
住友海上）が初戦を突破　（ほか同日の読売新聞に同様記事）

スポーツ（柔道）

2020/2/23 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　(寄居)坂本茂 投稿

2020/2/23 埼玉新聞 15

地域の絆 緩く熱く リングや畑を会場に 町や仕事の思い語る 寄居の
「100人カイギ」　地域にかかわるさまざまな人たちが深く知り合う機会を提供す
る「寄居町100人カイギ」　スタートから1年　月に一度、町内在住在勤、在学者や寄
居出身の人をゲストに迎え、生き方や働き方などについて話をする　ゲストが100
人になるまで招き、コミュニティー活動を醸成させる　※写真

地域

2020/2/24 朝日新聞 12 大野・田代・新井Ｖ 五輪濃厚 新井さえわたる 女子70㌔級　（同日の埼
玉新聞と同内容）

スポーツ（柔道）

2020/2/24 読売新聞 18 柔道ＧＳ 新井 代表へ大きな優勝　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真 スポーツ（柔道）
2020/2/24 毎日新聞 17 柔道ＧＳデュッセルドルフ 新井も決定的　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（柔道）

2020/2/24 日本経済新聞 25 柔道ＧＳ 元世界女王、泥臭く復活 新井、延長制す 70㌔級　（同日の埼
玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（柔道）

2020/2/24 産経新聞 12 新井も代表当確 女子70㌔級　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（柔道）

2020/2/24 東京新聞 18
執念の新井 女子70㌔級 五輪決定的 柔道グランドスラムＶ リオ逃し
た新井 悔しさバネに復活　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（柔道）

2020/2/24 埼玉新聞 1
[話題スポット] 偉大な先輩教材に がん乗り越え 阪神の原口文仁選
手 母校・寄居城南中 教員が手作り　（1/24埼北よみうりと同内容）　※写真
2

地域

2020/2/24 埼玉新聞 6

新井 五輪手中のＶ 柔道ＧＳ 夢への道切り開く　柔道の東京五輪代表選
考会の一つ、グランドスラム・デュッセルドルフ大会第2日、22日、ドイツのデュッセ
ルドルフで男女4階級　女子70㌔級で一昨年まで2年連続世界一の新井千鶴（三井
住友海上）＝寄居町出身、児玉高出＝が優勝　代表入りが決定的　新井は得意の
内股がさえ、5試合を制した　※写真

スポーツ（柔道）

2020/2/24 スポーツニッポン 22
女子70㌔級 新井 底力初代表‼「欲しかった」金 昨年の不振から奮起
必殺技の内股サク裂　▷女子70㌔級決勝　新井（三井住友海上） 優勢4分54秒
（延長） ウィレムス（ベルギー）　（ほか同日の埼玉新聞と同内容）　※写真2

スポーツ（柔道）

2020/2/25 読売新聞 21
[TOKYO MARATHON 2020] 有力選手紹介[1] 「4分台」世界見据えて
設楽悠太 28 （ホンダ）　※写真、プロフィール

連載特集
スポーツ（陸上）

2020/2/25 読売新聞 22

10階級以上で内定も 27日強化委　柔道のGSデュッセルドルフ大会閉幕　東
京五輪代表選考で重視された欧州での主要国際大会が終了　全日本柔道連盟は
27日に都内で強化委員会　3分の2以上の賛成を得た選手を代表に内定する方針
女子は70㌔級の新井千鶴（三井住友海上）らが切符を獲得しそう

スポーツ（柔道）

2020/2/25 産経新聞 13

【月刊パラスポーツ】自分だけの道具が躍進支え　日の丸技術、究極
カスタマイズ　パラリンピックは選手を助ける道具が加速度的に進化　東京大会
では、進境著しい国内メーカーも存在感を発揮しそう　陸上では義足や「レーサー」
と呼ばれる競技用車いす　一人一人の選手に合わせた究極のカスタマイズ
　２０１２年ロンドン大会を最後に一度は現役を引退し、東京大会に向けて復帰した
陸上（車いすＴ５２）の伊藤智也（バイエル薬品）は「感覚に頼っていたこれまでとは
全く違う」と話す。復帰を後押ししたのは、ロボットなどを製造し、自動車Ｆ１のレー
シングカーにも技術提供する埼玉県寄居町のＲＤＳだ

スポーツ（陸上）

2020/2/25 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）
2020/2/26 産経新聞 17 全柔連 あす五輪代表早期内定　（2/25読売新聞と同内容） スポーツ（柔道）

2020/2/26 東京新聞 21
[東京マラソン 日本記録の先へ]▶上◀ 設楽悠太（28） 興奮させる走り
を 4分台へ「前半から勝負」　※写真、プロフィール

連載特集
スポーツ（陸上）
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2020/2/26 埼玉新聞 6
[リトルシニア]　〈春季関東代表決定戦〉　リトルシニア関東連盟北関東支部の春
季関東大会代表決定戦　23、24日、行田総合公園野球場など　▷1回戦　深谷彩北
6-2三郷

スポーツ（中学）

2020/2/26 埼玉新聞 7

五輪へ 代表選考注目 東京マラソン 求められる勝負とタイム　日本陸
連は大迫傑（ナイキ）の日本記録2時間5分50秒を設定タイムとし、これを突破でき
なければMGC3位の大迫から出場権を奪えない　力を秘めるのは大迫自身と、こ
の大会で2時間6分台の自己ベストをマークした設楽悠太（ホンダ）＝寄居町出身
＝、井上大仁（MHPS）ら　表-東京マラソン優勝者と日本勢トップ　※写真

スポーツ（陸上）

2020/2/26 埼玉新聞 7
柔道ＧＳ 日本選手帰国 新井 あす五輪代表決定へ　柔道グランドスラ
ム・デュッセルドルフ大会に出場した日本代表が25日、ドイツから帰国　東京五輪
代表入りが決定的な新井千鶴（三井住友海上）＝寄居町出身＝も

スポーツ（柔道）

2020/2/27 産経新聞 23

還付金詐欺、狙われる６０代　埼玉　金融機関の警戒強化で「標的」
変更？　還付金詐欺の標的が、従来の７０代から６０代に移りつつある－。こんな
傾向が埼玉県警の集計で明らかに　県警は注意を呼びかけている　還付金詐欺
の認知件数のうち６０代が被害者となったケースの割合は、近年、目立って増えて
いる。平成２９年にはわずか３２・５％だったが、３０年に６３・６％へと急増し、昨年
も６２・８％を占めた。２９年は５８・４％だった７０代の被害が、昨年は２１・９％に減
少したのとは対照的　昨年１１月には、同県寄居町の自営業の６０代男性が、町職
員を名乗る男からの「保険料の還付金がある」との電話を信じ込み、指示に従って
現金自動預払機（ＡＴＭ）を操作し、６７万円をだまし取られた。

地域

2020/2/27 朝日新聞
埼玉少年少女スポーツ

2

県スポ少駅伝競走大会　■第37回埼玉県スポーツ少年団駅伝競走大会の記
録（2月11日、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場特設コース）　【女子の記録】②城
南クラブ（坂本陽菜・宮前梓佐・西東彩心・古川未悠・太幡そら）　【女子区間賞】▷4
区＝2㎞　西東彩心（城南クラブ）

スポーツ（小学）

2020/2/27 毎日新聞 18 [川柳]　■十七世 石川川柳選　寄居・橋本秀樹 投稿

2020/2/27 毎日新聞 19

鉢形領 古文書撮影、資料集に 秩父歴史文化研究会 来月1日に発表
会　北条氏邦が支配した鉢形領を研究している郷土史愛好家グループ「秩父歴史
文化研究会」　3月1日、秩父市で「古文書から見えてきた鉢形領を支えた人々」と
題し第3回発表会を開く　秩父地域を歩き古文書を撮影　※写真2

文化・芸術

2020/2/27 産経新聞 12
[TOKYO MARATHON 2020] 設楽悠太 （28） 設定記録「破る気持ち
で」　※写真、プロフィール

連載特集
スポーツ（陸上）

2020/2/27 埼玉新聞 10 新井ら五輪代表へ 柔道強化委 12人選出決定的　（2/25読売新聞と同内
容）

スポーツ（柔道）

2020/2/28 朝日新聞 17 大野・阿部詩ら12人 五輪切符 女子は全代表決まる　（同日の埼玉新聞
〈11〉と同内容）　※写真

スポーツ（柔道）

2020/2/28 読売新聞 13 五輪柔道 一挙12選手　表-■柔道の東京五輪代表　※写真、新井千鶴選手
プロフィール、コメント　（ほか同日の埼玉新聞〈11〉と同内容）

スポーツ（柔道）

2020/2/28 埼北よみうり 3
昔ながらの自然農法を体験 踏み込み温床づくり（寄居町）　踏み込み温
床づくり体験が16日、男衾地区の畑で行われた　町内で新規就農者を増やすなど
を目的に寄居町が主催　手本は3年ほど前に就農した井伊誠さん　※写真

行政

2020/2/28 毎日新聞 21 柔道ニッポン7人初切符 東京五輪男女12階級決定　（同日の埼玉新聞
〈11〉と同内容）　※写真2

スポーツ（柔道）

2020/2/28 日本経済新聞 31
[CountDown TOKYO2020] 代表最終枠へ駆け抜ける 東京マラソン、3
月1日号砲 [設楽悠] 攻めの走りで記録の先狙う　※写真

特集
スポーツ（陸上）

2020/2/28 日本経済新聞 39
柔道代表12人決定 最終選考待たず決着 世界基準で選抜/本番へ時
間確保　（同日の埼玉新聞〈11〉と同内容）　※写真

スポーツ（柔道）

2020/2/28 産経新聞 18 柔道 五輪代表に12人　（同日の埼玉新聞〈11〉と同内容）　※写真 スポーツ（柔道）

2020/2/28 東京新聞 18 五輪代表 男女12人選出 柔道　表-東京五輪柔道男女日本代表　※新井千
鶴プロフィール、写真　（ほか同日の埼玉新聞〈11〉と同内容）

スポーツ（柔道）

2020/2/28 埼玉新聞 1

新井（児玉高出）初の五輪代表 柔道女子70㌔級　全日本柔道連盟は27
日、講道館で強化委員会を開き、女子70㌔級の新井千鶴（三井住友海上）＝寄居
町出身＝ら男女6人ずつを東京五輪代表に選出　初の五輪出場となる26歳の新井
は「ほっとした気持ち、でもここからという気持ちが強い」と決意を新たに　※写真

スポーツ（柔道）

2020/2/28 埼玉新聞 11

新井、浜田ら新たに12人 柔道の東京五輪代表 念願の舞台「ここか
ら」 「勝つ姿を見せる」　全日本柔道連盟は27日、講道館で強化委員会を開
き、12人を新たに東京五輪代表に選出　新井の表情は選ばれた安堵感というより
も新たな決意に満ちていた　表-柔道の東京五輪代表　女子 70㌔級 新井千鶴（三
井住友海上） 初　※新井千鶴選手一問一答、プロフィール、写真　（ほか同時1面と
同内容）

スポーツ（柔道）

2020/2/28 埼玉新聞 11
[最速争う東京マラソン] [中]設楽悠太 2時間4分台で勝負 世界見据
え異彩放つ　※写真

連載特集
スポーツ（陸上）

2020/2/28 埼玉新聞 15

初五輪「金」狙え 柔道新井選手代表に 寄居の祖父母期待 恩師「努
力が結果に」　寄居町出身の新井千鶴選手（26）が東京五輪柔道女子70㌔級の
出場決める　寄居では朗報に「五輪では金を」と早くも期待の声　祖父八郎さん
（82）、祖母イエさん（84）、県立児玉高女子柔道部顧問の柏又洋邦教諭（52）、男
衾柔道クラブの指導者吉田和弘さん（49）、男衾中学校柔道部2年生興津大翔さん
※それぞれコメント、写真（新井八郎さん、イエさん）

地域

2020/2/28
スポーツニッポ
ン

2･3

柔道五輪代表 男女12人決定　表-♢27日に決定した柔道東京五輪代表　女
子 70(階級) 新井千鶴㉖(年齢)（三井住友海上） 投票結果 26(有効)26(賛成)0(反
対)0(白票)　※新井千鶴選手プロフィール、写真　（ほか同日の埼玉新聞〈11〉と同
内容）

スポーツ（柔道）
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2020/2/29 朝日新聞 17
1枠 駆け込む 東京マラソンあす号砲 大迫・設楽・井上 2時間5分50秒
超えは　（同日の毎日、産経、埼玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2020/2/29 読売新聞 12
[TOKYO MARATHON 2020] あす号砲 五輪1枠へ高速レース 大迫
「練習積めた」・設楽は自然体　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2020/2/29 日本経済新聞 39
あす東京マラソン 設楽ら、五輪切符かけ挑む　（同日の埼玉新聞と同内
容） スポーツ（陸上）

2020/2/29 埼玉新聞 1 東京マラソンあす号砲 設楽悠、大一番へ　（同日の同紙6面の関連記事）
※写真

スポーツ（陸上）

2020/2/29 埼玉新聞 6

あす東京マラソン 設楽悠 自然体で挑む 五輪残り1枠へ決戦 ぶれず
に「自分らしく」　東京五輪の男子選考会の一つ東京マラソンに出場する有力選
手が28日、東京都内で記者会見　2018年大会で当時の日本記録2時間6分11秒で
2位となった設楽悠太（ホンダ）＝寄居町出身＝　東京五輪代表の最後の1枠が懸
かっていようが自らのスタイルがぶれることはない　「自然で走れば記録も付いてく
ると思う」と語る　表-大迫、設楽悠、井上のマラソン全成績　※写真

スポーツ（陸上）

2020/2/29 埼玉新聞 22

寄居町 定年就農者を支援　寄居町は、早期退職者を含む定年退職者が町
内で農業を始める際の初期投資を助成　営農のきっかけづくりで2020年度当初予
算案に「定年就農者等支援事業」として60万円を盛り込む　県内でも珍しい取り組
み

行政

2020/2/29 埼玉新聞 26
[ニュースクリップ] ♦電車と衝突、乗用車の男性けがなし（寄居）　28日
午後1時20分ごろ、寄居町桜沢の秩父鉄道踏切で男性（79）運転の乗用車が下り
普通電車と衝突　男性にけがはなかった

事件・事故

2020/2/29 スポーツニッポン 2･3 明日東京マラソン号砲 設楽 えっ6分台予想　（同日の埼玉新聞と同内容）
※写真

スポーツ（陸上）

2020/3/1 読売新聞 23 東京マラソン きょう号砲　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2020/3/1 毎日新聞 18 東京マラソン きょう号砲 「最速」目指し高速展開 五輪代表残り1枠
（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2020/3/1 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

2020/3/1 埼玉新聞 8

きょう東京マラソン 代表1枠争い号砲 設楽悠ら日本新期待　東京マラソ
ンが東京五輪代表の残り1枠をかけて東京都庁前から東京駅前のコースで開催さ
れる　代表入りには2時間5分50秒の日本記録突破は必要　好タイム期待　日本記
録保持者の大迫（ナイキ）は昨年9月の代表選考会3位で代表入りに優位な立場
設楽悠太（ホンダ）＝寄居町出身＝と井上（MHPS）はこの大会で6分台の記録持つ

スポーツ（陸上）

2020/3/1 スポーツニッポン 5

足元にも注目‼今日9時10分号砲東京マラソン シューズが明暗分け
る？ 設楽 大迫 新旧 厚底対決　29日は都内のホテルでシューズの最終確
認が行われ、設楽悠太（28＝ホンダ）はナイキの旧型の厚底を持参　大迫傑（28＝
ナイキ）と井上大仁（27＝MHPS）は1日に日本で発売される最新シューズを持ち込
み　注目の3強は新旧厚底で日本最速決定戦に臨む　表-♢大迫・設楽・井上の比
較♢　※写真

スポーツ（陸上）

2020/3/1 スポーツニッポン 5 [高岡寿成の展望] 設楽積極策なら追うか待つか…駆け引き注目 スポーツ（陸上）
2020/3/2 朝日新聞 9 東京マラソン 設楽悠 仕掛けられず16位　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2020/3/2 読売新聞 19 大迫最速の証明 [TOKYO MARATHON 2020] 設楽と井上 失速　（同
日の埼玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2020/3/2 毎日新聞 14･15 設楽16位 見せ場なく　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真 スポーツ（陸上）
2020/3/2 日本経済新聞 29 東京マラソン 設楽悠力負け 16位で終戦　（同日の埼玉新聞と同内容） スポーツ（陸上）

2020/3/2 産経新聞 18
東京マラソン 寄居出身・設楽悠太 五輪挑戦終わる 鳴り潜めた攻め
の姿勢　（同日の埼玉新聞と同内容）　※写真2、プロフィール

スポーツ（陸上）

2020/3/2 東京新聞 16 [秩父点描] 解禁 玉淀湖から上流 荒川の渓流に挑む太公望　荒川水
系で1日、ヤマメやイワナの渓流釣りが解禁　玉淀湖（寄居町）から上流　※写真

地域

2020/3/2 東京新聞 18 [TOKYO MARATHON 2020] 井上失速26位 設楽埋没16位　（同日の埼
玉新聞と同内容）　※写真

スポーツ（陸上）

2020/3/2 埼玉新聞 1 設楽悠 五輪逃す 東京マラソン　（同日の同紙7面と同内容） スポーツ（陸上）

2020/3/2 埼玉新聞 7

大迫 日本新 4位 代表最有力 設楽悠16位、井上26位 東京マラソン
東京五輪男子代表の残り1枠を争う東京マラソン　1日、東京都庁前から東京駅前
のコース　大迫傑（ナイキ）が2時間5分29秒の日本新記録で4位に入り、代表入り
を有力にした　設楽悠太（ホンダ）＝寄居町出身＝は2時間7分45秒で16位　32㌔す
ぎまで日本人トップだった井上大仁（MHPS）は2時間9分34秒で26位

スポーツ（陸上）

2020/3/2 埼玉新聞 7

[焦点] 攻めの走り 影潜める　大迫から遅れること2分16秒、設楽悠がいつも
より重い足取りでゴール　結果は日本人10番手の16位で東京五輪代表争いから脱
落 持ち味の攻めの走りは影を潜めた　第1集団で勝負する状態までは上がってい
なかった　実戦を重ねながら仕上げていく自己流の調整法貫くが、熊日30㌔ロード
から2週間　ホンダの小川監督は「想定したよりも疲れが残っていた感じがした」と
説明　※写真

スポーツ（陸上）

2020/3/2 埼玉新聞 9 [県内週間日誌]　27日　新井（児玉高出）初の五輪代表 柔道女子70㌔級　※写
真

その他

2020/3/2 埼玉新聞 11

新井選手をＰＲ 寄居町役場 五輪決定号外も　東京五輪柔道女子70㌔級
の代表に選ばれた新井千鶴選手（26）の出身地、寄居町が新井選手のPRブースを
役場1階ロビーに設けた　2月27日に五輪出場が決まるとA4サイズの（広報）号外を
製作　※写真

行政
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2020/3/2 埼玉新聞 15

設楽悠選手 マラソン代表逃す 地元寄居「今後も応援」　東京マラソン
寄居町出身の設楽悠太選手（28）は16位に終わり、五輪代表の枠を逃した　地元
の寄居では健闘をたたえながら今後の活躍を期待　男衾中学校陸上部顧問の川
音順子教諭（65）、卒業生の矢部あゆ佳さん（29）、町総務課職員コメント

地域

2020/3/2 スポーツニッポン 2 設楽16位 「少し休みます」 終盤上げられず　（同日の埼玉新聞と同内容）
※写真

スポーツ（陸上）

2020/3/3 日本経済新聞 1 ホンダ、国内で生産調整 埼玉2工場　中国製部品滞る
（同日の埼玉新聞に同内容）

経済・産業

2020/3/3 埼玉新聞 2 1月1日現在の県内市町村別推計人口　（県統計課調べ）　寄居町　世帯数
13,267　人口総数32,526　男16,117　女16,409

統計

2020/3/4 読売新聞 26
[Ｗｅｄｎｅｓｄａｙさいたま スポーツ][記録ファイル] 柔道　第29回県紅白試
合（2月16日・県立武道館）　≪強化指定選手≫♢小学生男子▷1年　村上（寄居男
衾柔道クラブ）　▷2年　中畝（明道館寄居警察署少年教室）

スポーツ（小学）

2020/3/4 埼玉新聞 11 [新年度予算案]　♦寄居町　一般会計は前年度比3.6％減の116億69万円 行政

2020/3/5 東京新聞 18

[新型コロナ] 公立小中高校の卒業式 大半は卒業生と教員のみ 「保
護者参加」対応分かれる　新型コロナウィルスの影響による小中高校の臨時
休校を受けた公立学校の卒業式の対応　東京新聞まとめ　感染拡大防止のため
規模や時間を縮小するケースがほとんどで、保護者の参加可否では判断が分か
れている　表-公立小中高校の卒業式の対応　卒業生と保護者、教職員　寄居町

行政

2020/3/6 読売新聞 22
野生イノシシ4頭 豚コレラ感染確認　県は5日、飯能、ときがわ、寄居の3市
町で捕獲した野生イノシシ計4頭が家畜伝染病「CSF（豚熱＝豚コレラ）」に感染して
いたと発表　県内で感染が確認されたのは計74頭になった

環境

2020/3/6 東京新聞 18 イノシシ4頭から豚熱の感染を確認　（同日の読売新聞と同内容） 環境

2020/3/6 埼玉新聞 10
ミニバスNIIZACUP　ミニバスケットボールのNIIZACUP2019　新座市民総合体
育館　「男子」【A組】▷bブロック　所沢泉ドルフィンズ53-29寄居　片山47-22寄居
③寄居　▷5位決定戦　越谷リンクス48-19寄居

スポーツ（小学）

2020/3/6 埼玉新聞 10 さくら杯争奪ミニバス大会　第41回さくら杯争奪ミニバスケットボール大会　深
谷ビックタートル　「男子」【2位グループ】▷決勝　岡部（深谷）65-47寄居

スポーツ（小学）

2020/3/9 埼玉新聞 2 2月1日現在の県内市町村別推計人口　（県統計課調べ）　寄居町　世帯数
13,304　人口総数32,521　男16,077　女16,444

統計

2020/3/9 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）○1-0　※春場所初日 スポーツ（大相撲）
2020/3/10 埼玉新聞 10 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や1-0　※春場所2日目 スポーツ（大相撲）
2020/3/11 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）●1-1　※春場所3日目 スポーツ（大相撲）
2020/3/12 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や1-1　※春場所4日目 スポーツ（大相撲）

2020/3/13 埼北よみうり 7
インスタでフォトコン（寄居町）　寄居町内で撮影した写真が対象の「寄居町イ
ンスタグラムフォトコンテスト」の審査　応募309点　『日本一の大水車と朝焼けの
空』が金賞　※作品写真

文化・芸術

2020/3/13 埼北よみうり 8 [行きた～い お花見]　氏邦桜（寄居町）　※写真 特集
2020/3/13 埼玉新聞 12 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）○2-1　※春場所5日目 スポーツ（大相撲）
2020/3/14 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や2-1　※春場所6日目 スポーツ（大相撲）
2020/3/15 埼玉新聞 5 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）○3-1　※春場所7日目 スポーツ（大相撲）

2020/3/15 埼玉新聞 9 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)坂本茂 (評)　(寄居)吉澤祥匡　(寄居)吉澤紀子
(寄居)石澤無涯

投稿

2020/3/17 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や3-1　※春場所9日目 スポーツ（大相撲）
2020/3/17 埼玉新聞 9 [埼玉詩欄]　北岡淳子選　幸子さんへ　大野順一（寄居町）　（評） 投稿

2020/3/17 埼玉新聞 11
暮らしの便利帳リニューアル 寄居町　寄居町は行政や防災、観光情報など
をまとめた「寄居町暮らしの便利帳」をリニューアル　サイネックスと官民協働事業
で4年ぶり　※写真

行政

2020/3/18 読売新聞 28
川の博物館 休館　17日に再開した県立川の博物館は、18日から再び当面の
間休館　指定管理者が再開する方針だったが、他の県立博物館などと足並みそろ
える

行政

2020/3/18 埼玉新聞 6 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）●3-2　※春場所10日目 スポーツ（大相撲）

2020/3/19 毎日新聞 25
青空を背に早咲きの花 「氏邦桜」見ごろ　鉢形城跡にある町天然記念物の
エドヒガンザクラが見ごろ迎える　緋毛氈を敷いたベンチに座って眺めてもらうサー
ビスは、イベント自粛の影響で中止　※写真

地域

2020/3/19 埼玉新聞 6 公示地価一覧　♢大里郡♢　▷寄居町　（ほか同日の朝日(別刷り特集)、読売、毎
日、産経、東京新聞の各紙に同様記事）

経済・産業

2020/3/19 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）や3-2　※春場所11日目 スポーツ（大相撲）
2020/3/20 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】鷹翔（寄居）●3-3　※春場所12日目 スポーツ（大相撲）

2020/3/20 埼玉新聞 11 薄ピンクの花 枝いっぱい エドヒガンザクラが見頃 寄居　（3/19毎日新聞
と同内容）

地域

2020/3/21 埼玉新聞 7 郷土力士星取表　【三段目】★鷹翔（寄居）●3-4　※春場所13日目 スポーツ（大相撲）

2020/3/21 埼玉新聞 11 オリジナル手帳発行 5千部、希望者に配布 寄居町　寄居町は町オリジ
ナル手帳「YORII TOWN DIARY&ORIGINAL NOTE」を作製、希望者に配布　※写真

行政

2020/3/22 さいたま報知 6
第21回県北中学校女子バレーボール交流会　第21回県北中学校女子バ
レーボール交流会　2月9～11日、本庄シルクドームなど　▷準々決勝　寄居2-0秩
父吉田･小鹿野　▷準決勝　熊谷荒川2-0寄居

スポーツ（中学）

2020/3/22 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　内野修選　(寄居)石澤無涯 (評)　(寄居)坂本茂 投稿
2020/3/22 埼玉新聞 8 郷土力士星取表　【三段目】★鷹翔（寄居）や3-4　※春場所14日目 スポーツ（大相撲）



令和2（2020）年 寄居町新聞記事索引（1～4月）

2020/3/23 埼玉新聞 1 県内各地で今年初夏日 秩父は26.7度　22日の県内　熊谷市で25.3度を記
録するなど各地で今年初の夏日　寄居町で26.6度など

気象

2020/3/23 埼玉新聞 5 [けやき 読者の声]　一斉休校　テーマ投稿　無責任は社会不安に　大野順一
（74歳・寄居町）

投稿

2020/3/23 埼玉新聞 9 郷土力士星取表　【三段目】★鷹翔（寄居）や3-4　※春場所千秋楽 スポーツ（大相撲）

2020/3/24 埼玉新聞 18
[ニュースクリップ] ♦住宅が全焼（寄居）　23日午前10時ごろ、寄居町寄居
の住宅から出火　木造平屋を全焼し、付近の竹やぶを焦がす　けが人なし　住宅
の所有者は町内の男性とみられるが連絡が取れていない　近所の住民が119番

事件・事故

2020/3/24 スポーツニッポン 20

[2020THE STORY 飛躍の秘密] 柔道女子70㌔級 新井千鶴 階級上
げ進化 正統派の真価 遅咲き26歳 組み合うスタイル足技どハマり
「正統派」と称賛される柔道スタイルで先月27日に初の五輪代表に内定した女子70
㌔級の新井千鶴（26＝三井住友海上）　埼玉・児玉高3年でインターハイ初出場初
優勝を果たすまでは、全国大会に出場経験すらなかった　児玉高で運命の糸　3年
間「オール5」　高校恩師･柏又監督10年前に成長予見　高2の秋から増量　〝ライ
バルから逃げるみたいで嫌…〟渋る本人説得　ルールも追い風に　三井住友海上
柳沢監督「伸び代」にホレた　※写真4、プロフィール

連載特集
スポーツ（柔道）

2020/3/26 読売新聞 30 第72回全日本学生清書コンクール入賞者　【個人】▷推薦特別賞　峯岸孝
弥（寄居町立寄居中）

受賞・表彰

2020/3/26 産経新聞 25

東京五輪延期 ホストタウンに戸惑い　新型コロナウィルスの感染拡大に
伴って東京五輪・パラリンピックの延期が決定　ホストタウンを務める自治体に戸惑
い広がる　ブータン陸上チームのホストタウン、寄居町の担当者も困惑　※写真
（寄居町がつくったゾンガ語のガイドマップ）

行政

2020/3/27 埼北よみうり 4 [公立図書館員　オススメの一冊]　[女医第二号医士生沢クノの生涯 井戸川
眞則著]　寄居町立図書館　野澤高久さん　※写真

特集

2020/3/27 埼玉新聞 19 寄居で倉庫全焼　26日午後1時45分ごろ、寄居町桜沢の牧草販売「埼玉糧穀」
から出火、平屋倉庫が全焼

事件・事故

2020/3/28 東京新聞 5 [発言] 新型コロナ　手作りマスク 型紙うれしい　主婦 木村景子 67 （埼玉県寄
居町）

投稿

2020/3/29 東京新聞 22

桜むしばむ被害拡大　外来害虫１２市町で２０５カ所の報告　薄紅色の
花を咲かせ、春の到来を告げる桜　県内では樹木を枯らす外来害虫「クビアカツヤ
カミキリ」に脅かされている。県環境科学国際センター（加須市）の昨年度の調査
で、被害エリアの拡大が判明　二回目となる今回は、一九年六月～今年二月の間
に、十二市町で計二百五カ所の被害報告があった。前年の調査と比べると、四市
町（吉川、三郷、鴻巣、寄居）、七十七カ所増えた。

地域

2020/3/29 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 投稿
2020/3/30 埼玉新聞 6 [県内週間日誌]　22日　♢県内各地で今年初の夏日 その他

2020/3/30 埼玉新聞 11

遊歩道 足元も彩り マンホール、高校生描く 寄居　寄居町の玉淀遊歩道
の一部約1㌔に、県立寄居城北高校美術部がデザインしたカラーマンホールのふ
た33枚が設置される　町内唯一の高校に昨年6月デザインを依頼　テーマを「桜」
「水」にして部員から作品募る　寄居中出身の1年生、橋本夕依さんの案を基に他
部員のアイデアを織り交ぜながら仕上げた　※写真

行政
地域

2020/4/1 朝日新聞 21
深谷の３遺体遺棄被告　懲役６年の判決  さいたま地裁
（ほか同日の読売、毎日、産経、埼玉新聞に同様記事） 事件・事故

2020/4/1 埼玉新聞 6

食肉加工文化　身近に　寄居のバルツバイン店舗リニューアル
寄居町にある「手づくりハム工房バルツバイン」は、新店舗をリニューアルオープン
した。同店は１９９１（平成３）年にハム、ソーセージの加工販売店として開業。自社
で養豚場を持ち自農場産の銘柄豚「武州豚（ぶしゅうとん）」を使用し加工、販売を
行って６次産業化を実現している。　※写真

地域

2020/4/3 埼玉新聞 15
緊急支援の一環で鉢花をプレゼント　ＪＡふかや、直売所で
ＪＡふかやは４，５日の２日間管内５カ所の農産物直売所で各店舗の利用者先着
順約500人にポットに植えられた鉢花エニシダをプレゼントする。

地域

2020/4/3 埼玉新聞 15

６４歳男性だまされカード４枚被害（寄居署）
寄居署は1日、寄居町の無職男性（６４）が、キャッシュカード４枚をだまし取られた
と発表した。同署によると３月３０日午後５時ごろ、男性宅に警察官を名乗る男女か
ら「詐欺の犯人を２人逮捕して調べている。犯人の自宅を捜査したところ、あなたの
キャッシュカードがコピーされている」「被害に遭っているかもしれない。担当者が来
たらカードを渡してほしい」などと電話があった。

事件・事故

2020/4/5 埼玉新聞 7 [埼玉俳壇]　佐怒賀直美選　（寄居）吉澤祥匡(評）　（寄居）石沢無涯 投稿

2020/4/5 読売新聞 21

市町村予算2.4％増　最大　2兆5868億円　幼児教育無償化などで
県は、県内63市町村の2020年度一般会計当初予算の概要を発表した。予算総額
は前年度比2.4％増の2兆5868億4100万円となった。ント増加しました。8年連続で
過去最高を更新した。予算額が前年度当初予算より増えたのは50市町、減少した
のは13市町村だった。

経済・産業

2020/4/7 埼玉新聞 10

春の交通安全運動始まる　「違反、許しません！」　寄居　女性警官の
人形設置　寄居町の国道140号と同254号の交差点に5日、交通安全啓発ドール
が設置された。女性警察官の人形が敬礼しながら「許しません！交通違反」と呼び
掛けている。79体目となる人形は同署の警察官がモデル。※写真

地域

2020/4/8 埼玉新聞 11

街中居住促進へ　新たな補助金　寄居町
寄居町は、中心市街地活性化事業の地区を対象とした「まちなか住宅取得支援補
助金」と「まちなか住宅団地整備補助金制度」を４月から開始した。中心市街地対
象の団地整備補助金は県内初。

行政



令和2（2020）年 寄居町新聞記事索引（1～4月）

2020/4/10 埼北よみうり 4 [春の花情報]　金尾山つつじ　寄居町西部に位置する金尾山の一帯が自生す
る約５０００株のつつじで赤色に染まる。　※写真

地域

2020/4/11 産経新聞 19

危険業務従事者叙勲に２６２人
柴崎　幹愛氏（７２）元県警視（寄居）、去来川　広氏（７２）　元県警視（寄居）、　笠
原英二氏（７２）　元県警部補（寄居）　　　（同日の朝日、読売、毎日、日経、東京、
埼玉と同内容）

叙位叙勲

2020/4/12 読売新聞 22 新型コロナくらしの掲示板　県内の自治体別の感染者数（４月１０日時点）
寄居町　０

地域

2020/4/12 埼玉新聞 5 [埼玉俳壇]　佐怒賀直美選　（寄居）石澤無涯（評）　（寄居）坂本　茂 投稿

2020/4/14 埼玉新聞 1

寄居など９施設　かんぽの宿休館　緊急事態宣言で郵政
日本郵政は１３日、政府の緊急事態宣言の対象である都府県の「かんぽの宿」を
順次休館すると発表した。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため。
（同日の朝日新聞と同内容）

地域

2020/4/15 埼玉新聞 2 3月1日現在の県内市町村別推計人口　（県統計課調べ）　寄居町　世帯数
13,253　人口総数32,441　男16,061　女16,380

統計

2020/4/15 埼玉新聞 11

寄居のミカン味わって　6地区７種のジュース販売
寄居町産ミカンを使った無添加１００％のストレートジュース「寒熟蜜柑ジュース」が
今年も製造され、町内で販売している。種類は収穫した風布と小林、金尾、桜沢、
折原、鉢形の各地区ごとのミカンで作った６種類と６地区をブレンドした計７種類

経済・産業

2020/4/16 埼玉新聞 10

インスタグラムで弁当など２０件紹介　寄居町
寄居町は町内飲食店で提供しているカレーやパンなどの商品を町公式インスタグ
ラムで紹介している。新型コロナウイルス感染症拡大で外出自粛などの要請を受
け、利用者が減少している町内飲食店を応援するため実施している。　※写真

行政

2020/4/17 毎日新聞 19
広報誌の号外でコロナ情報発信　寄居町が全世帯に
寄居町は16日、新型コロナウイルス感染症の関連情報を掲載した広報誌「広報よ
りい」の号外を発行し、町内約1万３０００の全世帯に配布した。※写真

行政

2020/4/18 朝日新聞 22
青春スクロール　母校群像記　県立熊谷高校⑬　学生時代に培った
知恵　霞ケ関でも光る　加藤勲（78、61年卒）　寄居町

その他

2020/4/19 埼玉新聞 11
コロナ対策で号外広報誌　寄居町１万３０００世帯、全戸に配布
（４/17の毎日新聞と同内容）　　　　※写真

行政

2020/4/19 埼玉新聞 10
コロナ終息願い　こいのぼり遊泳　寄居
寄居町小園の休館中の県立川の博物館大水車南側の「すいしゃばし」に手作りこ
いのぼりがお目見えした。爽やかな風を吸い込んで気持ち良さそうに遊泳してい
る。　※写真

地域

2020/4/19 埼玉新聞 7 ［埼玉俳壇］　佐怒賀直美選　（寄居）坂本　茂（評）　（寄居）石澤無涯　（寄居）吉
澤紀子

投稿

2020/4/22 埼玉新聞 11

マスク５千枚寄居町に寄贈　興和商会
寄居町に工場のある興和商会（本社=東京都豊島区）は、新型コロナウイルス感染
拡大防止に役立ててほしいと同町にマスク５千枚を寄贈した。同商会は廃プラス
チックの買い取りや回収などを行うリサイクル関連会社。　※写真

地域

2020/4/23 埼玉新聞 4

ホンダ　埼玉２工場停止　新型コロナで部品調達遅れ
ホンダは２２日までに、四輪車を生産する埼玉製作所狭山工場（狭山市）と同製作
所寄居工場（寄居町）の稼働を一時停止すると発表した。狭山は４月２７日から５月
１日までの５日間、寄居は４月２７日から２９日までの３日間止める。（同日の東京
新聞に同内容）

経済・産業

2020/4/23 スポーツニッポン 2
医療従事者に原口敬意表す　昨年大腸がんから復帰
昨年大腸がんから復帰した原口が広報を通じて取材に応じ、新型コロナウイルス
治療の現場で奮闘する医療従事者に敬意を表した。

スポーツ（プロ野球）

2020/4/24 埼玉新聞 9 原口「プロだと思う」　医療従事者奮闘に敬意
（前日のスポニチと同内容）

スポーツ（プロ野球）

2020/4/25 埼玉新聞 1 新型コロナ　感染者数　４/２３現在　寄居町　1 地域

2020/4/25 埼玉新聞 11

職員手製消毒液で足下から感染防止　寄居町
新型コロナウイルス感染症のまん延防止対策として、寄居町は本庁舎入り口に消
毒マットを設置し役所利用者や職員の靴裏消毒を始めた。設置場所は正面入り口
と北口、職員用夜間通用口の計３カ所。　※写真

行政

2020/4/25 読売新聞（夕刊） 6
一病息災　大腸がん④　野球で悩めるのは幸せ　プロ野球阪神タイ
ガース選手　原口　文仁さん　２８

スポーツ（プロ野球）

2020/4/26 埼玉新聞 11

保育士、保護者の声　形に　寄居　新たに男衾保育所開設
寄居町富田に乳幼児と保護者が利用する「男衾子育て支援センター」を併設した
町立男衾保育所が完成し、４月に開所した。新しい保育所では乳幼児１４４人が元
気いっぱい新生活を送っている。　※写真

行政

2020/4/27 朝日新聞 21

役所の仕事　分散したが…　個人情報扱いに苦慮　在宅導入　職員
の負担増も　　　　　　　　寄居町では、住民票などを発行する町民課の課長以
下１７人を出勤と在宅に、ほぼ二分した。しかし、業務をさばき切れない時間帯も。
他部署の職員の応援を受けて対応したという。

行政

2020/4/29 埼玉新聞 11
寄居町にマスク寄贈　大島不動産とＲＤＣ
寄居町桜沢の大島不動産と熊谷市の関連会社ＲＤＣは同町にマスク２千枚を寄付
した。新型コロナウイルス感染拡大防止として寄贈した。　※写真

地域

2020/4/29 毎日新聞 19
春の叙勲　県内から１９５人
春の叙勲受章者が発表された。発令は２９日付で、県内からは１９５人が受章す
る。瑞宝双光章（５６人）　根岸安和氏　７１　元寄居町副町長=寄居

叙位叙勲
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2020/4/30 埼玉新聞 7
原口、攻守で進化狙う　捕手での出場機会増加へ
阪神の原口文仁捕手（寄居町出身）が２９日、オンラインで取材に応じ、開幕が延
期となったことで生まれた時間を生かし、攻守両面でのレベルアップを期した。　※

スポーツ（プロ野球）

2020/4/30 スポーツニッポン 7
原口“不屈の精神”発信　嵐・櫻井と保険会社ＣＭ共演秘話語る
阪神の原口がオンライン取材に応じ、３月３日から配信されている嵐の櫻井翔と共
演する生命保険会社「アフラック」のＣＭについて初めて言及した。　※写真

スポーツ（プロ野球）

2020/4/30 埼玉新聞 13 ［つれずれ］　　大型連休の過ごし方　大野順一　（寄居町　７４歳） 投稿

2020/4/30 埼玉新聞 1 新型コロナ　県内市町村別感染者数　４/２８現在
寄居町　１　（同日の読売、毎日新聞に同内容）

地域


