
新発田市　平成30年度　第8回定例記者会見

1　日　時　　平成30年11月2日（金）午前11時～

2　場　所　　ヨリネスしばた501会議室

3　内　容

　○イクネスしばた来館者100万人

　Oにいがたハッピーライフ潟コンin東京・六本木に出展

　O東京ヤクルトスワローズ野球教室　　　．

　O千年松の植樹イベント

　O写真の町シバタ「まちの記憶」スライド上映コンサート

　Oアームレスリング新発田大会in札の辻

　O東北の成功事例から学ぶ「ブランディング脳」講演会

Oふれあいオリンピック

02018しばた人権フェスティバル　　　　　　　　　　’

○人権啓発講座「孤立や貧困を乗り越えるにはN且Kスペシャルの現場より」

○市所蔵美術作品展「20世紀新発田の美術グループ活動そして岡崎清郷の絵画」

○新発田よさこい合同発表会

O新発田マジック文化祭

O新発田市・胎内市・聖籠町定住自立圏婚活支援事業
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様式2（報道関係用）

匡蓮i］　　　　　　　　　　◇新発田市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年11月2日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新発田駅前複合施設

　　　　　　　　　　イクネスしばた来館者100万人

　10月末にイクネスしばたの来館者が100万人を迎えたことを記念し、2日間にわたって

様々なイベントを行います。

作家椎名誠による講演会や小学生向けケーキ教室、学生によるコンサ

ー トなど様々なイベントを行います。

【概要】

　●11月23日　（祝）

　　椎名誠講演会：午後1時45分～3時30分

　　小学生向けケーキ教室二①午前10時～正午、②午後1時30分～3時30分

　●11．月　24日　（土）

　　お絵かき水族館：午前10時～午後4時

　　ファミリーコンサート：①午前10時～10時40分、②午後2時～2時40分

　　こども縁日：午前10時30分～午後4時

　　敬和学園大学ジャズコンサート：午後5時～5時40分

【場所】新発田駅前複合施設（イクネスしばた）

【備考】100万人記念セレモニーを講演会前に実施

別添のチラシもご参照ください。

問合せ先：新発田駅前複合施設　企画総務係　　担当：仁谷

　　　　　　　　　　　　　　　　電話：0254－28－9950
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イクネスしばた来館者100万人を記念して各種イベントを開催します

　　　　これからも地域の皆さまに愛され育まれる施設として

　　　　　　　ご愛顧いただきますようお願いいたします　　　　　　　㍉
も、

イクネスしばた来館者100万人記念講演会

～本から得る夢、読書は自身の力1 こ～
　子供の頃から本を読み、それが行動の中の大きな位置を占めるようになった。やがて大人になり、

本に書かれた世界を自分の足と目で確かめてみようという気持ちになった。そんなことをお話します。
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講師椎名．誠さん

田1階多目的室1
－120名（応募者多数の場合抽選）

■時間13：45～15：30

次のいずれかの方法からお申し込みください。

①新発田市電子申請サービスにて申込

②はがき

｛応募締切11！14（水）〕

里・　廻

口

〒957・0055新発田市諏訪町1－2－12新発田駅前複合施設企画総務係宛てw，eM

　“事業名「100万人記念講演会」、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、

　年齢、電話番号、同行者の氏名・年齢（2名まで）一を記載

③イクネスしばた1階総合案内にて直接申込

当選者には11月19日（月）頃当選通知送付予定

講演会の前には記念セレモニーを行います。

問い合わせ／新発田駅前複合施設企画総務係TELO254－28－9950
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椎名誠氏

1944年東京都生まれ。作家。

1979年より作家活動を開始し、小説・エッセイ・旅行記・写真集・

児童書・絵本・童話など様々なジャンルで著書多数。趣味はたき

火、キャンプ、どこか遠くへ行くこと。子どものころから大の本好き

で、9月に最新刊「本の夢本のちから」（新日本出版社）を出版。
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　　　　来館者100万人

1土忽㌫離！
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新発田市諏肪町1・2・12　TELO254・28－9950
イ7家民u苫た
　　新発田駅前裡合施股

http：〃www．ikunesu・shibata．jp！



イクネスしばた来館者100万人を記念して各種イペントを開催します

マジパン細工とミニケーキで　　　マジパン細工と生クリームで

デコレーション教室鍵晟繕芸㌶㌫帰りできます

団2階キッチンスタジオ　　〔鰯綱11／14（水））

口各回18名（応募者多数の胎抽選）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学生
■時間　①10：00～12：00②13：30～15：30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象
■定　員　各回18名（応募者多数の場合抽選）

■講師新潟調理師専門学校
■申込●新発田市電子申請サービスにて申込
　　　　’●イクネスしばた1階総合案内にて直接申込

　　　　　当選者には11月19日（月）頃当選通知送付予定

■参加費　800円

■持ち物　エプロン、手拭き

問い合わせ／新発田駅前複合施設企画総務係TEL．0254・28－9950

懸鯉
祝

回・

写頁1まイメージです．

動くおえかき水族館
紙に書いた絵がスクリーンの水族館で動き出します

囲2階⌒4・5口なしo蔵一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学生
■時間10：00～16：00　　　　　の貌子
■申込不要　　　　　　　 ilet生のみ可

■参加費　無料

問い合わせ／新発田駅前複合施設こどもセンター係TELO254－28－9952

●●●●●㊨●●●■●■●●●●●●●●　●●●●●●■吟■■■●●●■●●■●⑳●，●●●●●●●■．■∋■●●■●・■●・●・．・・．・・・・・・…　　　●．…　　　．．・

ジャズコンサート
お馴染みのジャズの名曲の数々を演奏します

Ml階多目的室1団80名（当日先”）o

：難躍⊇⑭，　・睡・7
：塁加嬬　　　ピ人
問い合わせ／新発田駅前複合施設企画総務係TEL．0254’28・9950

イクネスしばたサポータークラブ

こども縁日
絵本の読み聞かせ、縁日コーナーなど

口2階多目的室3口なし
■時間　10：30～16：00

■申込不要　■参加費無料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0歳～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まで

　問い合わせ／新発田駅前複合施設企画総務係TEL．0254・28－9950

・■●　■●■■●●．●●■●●■●●●●■●◆●■■●■　■●●●●◆■■■●●●●●●6●●●■●匂■●●●●●■■●●●●◆■●■●■■■●・・●●’●・・…　　　●●．・

　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　0歳～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学生と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご家族

Φご⑩Φ’Φ

　　　③

親子で楽しむ
ファミリーコンサート
親子で楽しめるエレクトーンとうたによるコンサートです

口1階多目的室1　　　　　「mgnva．11／10（±）1

団各回100名（応賭多数の場合抽選）

■時　間

■演　奏

■申　込

①10：00～10：40

林真由（ヤマハ）

●「ヤマハユニスタイル1

　新発田センターへ

　直接または電話かFAXで
　TEL．0120－973－022

　FAX．0254－24－4234
●イクネスしばたへ申込用紙を提出
　X申込用紙は、イクネスしぱたのHPからも

　ダウンロードできます．

②14：00～14：40

　　　　　当選者には11月17日（土）頃当選通知送付予定

■参加費　無料

問い合わせ／新発田駅前複合施設こどもセンター係TELO254－28－9952

イ7家ス1』rt：
　　　新＃田駅前複合施殴

新発田市原訪町1・2・12

TEI＿．0254■28・9950
http：〃www」kunes凹一shlbata．jp！

■開館時間

　図　書　館平日（木曜除く）9：00～20：00

　　　　　土日祝日9：00～17：00
こどもセンター　平日（木曜除く）9：00－－18：00

　　　　　土日祝日9：00～17：00
　枯合案内・貸館　9沿0～21：30

■休館日

毎週木曜　一部休館（図●館・こどもセンター）

第三木曜　完全休館

iアクセス

　新発田駅西口　　徒歩3分

　新発田駅前・駅前通停留所　徒歩3分

　　　恒．　　　　E⊃9
　　0　　　　　　　　　　0
　　　●

　　　　　　　　　o
　　　　■咋　　匝亜コ
　　ロ　　゜イll5sgt　　碩2
　　　　　　－m　“　　　　　“■■

。　　　　　　　　9
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　　　　　　　ロコ　買行8　　　　　　　　・’8，為　　91巨三亘亘コ●
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様式2（報道関係用）

新発田市

CemmunLCtltlC「1　HρtwvorH

　　　　　　平成30年11月2日

みらい創造課定住促進・婚活応援室

にいがたハッピーライフ　潟コンin東京・六本木に出展！

昨年300人の若い新潟人が参加した人気企画が今年も開催！

【ここがポイント！】

　新発田市は「新発田食品工業団地；ンシェルジュ協議会」※のご協力の

もと・しばたブーズを出展します！

食品団地で働く若いしばた人と、都会で頑張る若いしばた人。“旬

のしばたの話題・で交流を深め、懐かしくも新しい「しばた時間」

を過ごしながら、「しばた心」をくすぐります！

※工業団地内の企業や組合と関係団体、行政が連携し、団地内企業に共通した課題を解決していくことで、団地内

企業が安心して本業に専念できる環境を形成することにより、新発田市の基幹産業である食品加工業の振興を図る

ことを目的として設立された協議会です。

1　イベント概要
【と　き】11月18日（日）14：00～17：00（受付13：00～）

【ところ】ベルサール泉ガーデンギヤラリー

　　　　東京都港区六本木1－5－2

【内　容】大人気スペシャルゲスト（北原里英、おばたのおにいさん　他）が盛り上げます！

　　　　新潟のB級グルメ・郷土料理と地酒、地ビールに舌鼓！

　　　　新潟県産品がもらえる大抽選会！
　　　　参加者交流イベント（テーブル対抗クイズなど）あり！

　　　　新発田市ほか市町村ブースでUIターン相談会を実施！
【料　金】（事前申込）3，500円、（当日）4，000円

【対　象】既婚・未婚不問

　　　　新潟県出身の20代～30代の方
　　　　新潟県に関わりのある方（新潟生まれ、新潟育ち、県内の学校出身者）

　　　　新潟県への移住を考えている方
【定　員】300名（先着）

【主　催】新潟県

【問合せ】（株）SHlP
　　　　【電言舌】　025－250－5436　　【E－ma　i　l】　info＠gata－con．　com

【申　込】http：／／gata－con．　com／tyo

2　その他　　添付資料（PRチラシ）1枚

〈問合せ〉みらい創造課定住促進・婚活応援室

　　　　担当：竹前（電話0254・22・3030）



にいがたハツピーライフ

撰叉…鞠蜘
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本木
新潟の若者が300人集まって楽しむ「新潟時間」。「新潟心」をくすぐるこの日限りのエンターテインメントは楽しさいっぱい。

同世代の新たなつながりが広がります。おひとり参加はもちろん、グループ参加も大歓迎。

懐かしくも新しいお得な「新潟時間」を皆で楽しく笑いながら一緒に過ごしませんか？

11／18（日）14：。。－17：。。，＿。，

ベルサール泉ガーデンギャラリー
〒106・OO32東京都港区六本木1・5・2

［アクセス］●地下鉄／南北線六本木一丁目駅徒歩5分

　　　　　　　日比谷線：神谷町駅〔4b〕徒歩6分

［対　象］新潟県出身の20～30代の方

新潟県に関わりのある方（新潟生まれ、新潟育ち、県内の学校出身者など）、

新潟県への移住を考えておられる方も参加いただけます。既婚、未婚は問いませ

［参加費］お一人様3，500円（事前申込）、4，000円（当日参加）※事前申込期限11月7日（水

［主　催］新潟県

［本イベントのお問い合わせ先］

　　　株式会社SHIPTELO25－250－5436　E－mail　info＠gata・con．com
［申込先］ホームページhttp：〃gata－con．com！tyo

最新情報はこちらをご覧ください。回’回

匝⊇．回・
　　　　　　　　　　　　　イベントサイト フェイスブツク

新潟県移住プロモーンヨン「斬

イメージキャラ

横澤

20！8A／9

e新潟県

＼

的生活はじめる？



にいがた暮らし全般の情報提供や

●にいがた暮らしに関する情報全般を提供

●ご希望に合わせた地域・団体をコーディネート

●県や市町村の定住支援策等をご紹介

」 相談は

表参道オフィス　　　　　TEL　O3－3479・1415
〒150－0001　東京都渋谷区神宮前4－11・7（表参道・新潟館ネスパス2F）

受付時間／10：30－18：30　休業日／火曜日・祝日・年末年始

E－mai！ノniigatakurashi＠pref．niigata．lg．jp

　表参道オフィス併設

にいがたUターン情報センターTEL　O3－5771・7713

　専任スタッフが就職活動をサボートします。

有楽町オフィス　　［相韻直通］TEL　O90・1657－7263

〒1　OO－OOO6　東京都千代田区有楽町2－10－1

（東京交通会舘8F・NPO法人ふるさと回帰支援センター内）

受付時間／10：00－18：00　休業日／月曜日・祝日・お盆・年末年始

E－mai［／niigata＠furusatokaiki．net

にいがたへの転職や生活の』 相談は

●転職のエキスパートが東京と新潟からサポート

●豊富な新潟県内の企業情報をもとに、ご希望の仕事を見つけます

●生活に必要な住居や学校などの情報をご提供

東京事務局　　　　　　　TEL　O3・6734－1358
〒100－8228　東京都千代田区大手町2－6－2パソナグループ

JOB　HUB　SQUARE
受付時間／9：00－17：30（平日）

新潟事務局　　　　　　　TEL　O25・374－7410
〒951－8068　新潟県新潟市中央区上大川前通7番町1230－7

ストークビル鏡橋3F

受付時間／9：00－17：30（平日）

［お問い合わせ先］

新潟県U・1ターンコンシェルジュ事務局（株式会社パソナパソナ・新潟）

E－mai1／uitc＠pasona．coJp

詳しくは、にいがたU・1ターソ総合サイト「にいがた暮ら］をご覧ください。

　　　　　　　　一　　　　ノ　

譲舗方は

https・／／niigatakurashi．c・m／1こし、がた暮らし　q瓢薗

mhttps：／／www・facebook・com／niigatakurashi／　　　回　　’・

■https：〃www．twittencom／niigatakurashi／

新潟県内にUターソ転職した場合に奨学金等の返還を支援します。

最大20万円／年
J

×
i

最長6年

［支援対象者］次のいずれにも該当し、翌年度以降も継続して新潟県内に居住・就業している方

0新潟県出身／新潟県内の高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、専修学校高等課程又は高等専門学校のいずれかを卒業

②学歴／大学等（専修学校（専門課程）、高等専門学校、短期大学、大学、大学院）を卒業

③新潟県外での就業期間／大学等卒業後、通算1年以上

④年齢／転入した日の年齢が30歳未満
⑤就業／転入後6か月以内に就業（次のいずれかに該当）

　○新潟県内に本社を有する企業・団体に雇用された方（※）

　○新潟県内の個人事業者に雇用された方（※）

　○新潟県外に本社を有する会社等の県内の事業所等に雇用された方（新潟県内に限定して勤務することを条件に採用された場合のみX※）

　（※）雇用期間1年以上の見込みがあり、かつ、フルタイム勤務

　○新潟県内で個人事業（農業・漁業等）を営む方又はその事業専従者

　○新潟県内に法人を設立・経営している方

⑥奨学金等の返還／大学等に在学中に修学のために貸与を受けた奨学金等を返還している方
　※奨学金等　・日本学生支援機構の奨学金（第1種・第2種）噺潟県奨学金　・母子・父子・寡婦福祉資金（修学資金）・生活福祉資金貸付制度（教育支援費）

［申請書類の提出期限］新潟県内に転入後6か月以内

詳しくは、新潟県ホームページをご覧ください。新潟県Uターン促進奨学金q

　　　　［U・1ターンに関するお問い合わせ先］

m。県新潟県県民生活・環境部新潟暮らし推進課 〒950－8570　新潟県新潟市中央区新光町4－1

TEL／025－280・5635　Email／ngtO30220＠pref．niigata」g」p



様式2（報道関係用）

報道資料 ◆新発田市
平成30年11．月2日

　　　スポーツ推進課

東京ヤクルトスワローズ野球教室

新発田ヤクルト販売株式会社では、野球教室を通してスポーツの楽しさや健康のすばら

しさを地域の子ども達に届けます。

【ここがポイント！】

現役のプロ野球選手が直接指導します。

主　　催

ft　催
日　　時

場　　所

参加対象

指導選手

教室内容

新発田ヤクルト販売株式会社

新発田市

平成30年11A18日（日）　9：30～11：30
新発田市五十公野公園野球場

（※雨天の場合は、新潟県立新発田農業高校屋内練習場）

新発田市スポーツ少年団の野球チームに所属する小学4年生

から6年生。（100名程度）

東京ヤクルトスワローズの現役選手（3名予定）

　9：30～　　開校式

　9：40～　　野球教室

11：10～　　抽選会、記念撮影

11：30～　　閉校式

※詳しくは、別添の開催要項をご覧ください

問合せ先：スポーツ推進課スポーツ推進係　　担当：伊藤・齋藤

　　　　　　　　　　電話：0254－22－3030（内線1681）



東京ヤクルトスワローズ野球教室開催要項

1

2．

3．

主　　催

共　　催

開催日時

4．開催場所

5．参加対象

6．指導選手

7．教室内容

　　　9：

　　　9：

新発田ヤクルト販売株式会社

新発田市

平成30年11月18日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L　　　　　　　　l
9：30～11：30（受付9：00～）
新発田市五十公野公園野球場

　（※雨天時　新潟県立新発田農業高等学校屋内練習場）

新発田市スポーツ少年団の野球チームに所属する小学4年生から6

年生。100名程度
東京ヤクルトスワローズの現役選手

00～
30～

　9．40～
11　　10～
1’1　　30～

8．参加者服装

受付開始

（1）開校式

　①主催者あいさっ

　②選手紹介

②野球教室

（3）抽選会、記念撮影

（4）閉校式　・

　①参加選手代表あいさっ

　②東京ヤクルトスワロー一一一ズ選手あいさっ

　（1）運動できる服装、野球ユニホーム等。

　　②参加選手は、「野球教室ビブス」、「スワロごズキャップ」を着用。（ヤクルト準

　　備）

　　（3）練習内容により使い分けるため、運動靴とスパイクを準備する。

　　（4）グラブ、バット等野球教室で必要な道具は各自（チーム）で準備する。

9．事故等の対応

　　ヤクルト本社後援会で傷害保険・賠償責任保険に加入する。（※参加者名簿必要）

10．参加申込

11．その他

期限：JlO月30日（火）締切り

お問合せ先：〒957－8686

　　　　　　　新発田市中央町3－3－3　新発田市役所6階

　　　　　　　スポーツ推進課スポ・一一・一一ツ推進係内

　　　　　　　新発田市スポーツ少年団事務局　担当：齋藤

　　　　　　　電話0254－28－9660
　　　　　　　FAX　O254－28－9670
　　「　　　　　　　E－mail　：sports＠city．　shibata．　lg．　jp



様式2（報道関係用）

◇新発田市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年11月2日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みらい創造課

　　　　　　真野原外自治会「千年松の植樹イベント」

　紫雲寺地区の真野原外自治会の活動として、地元の商工会・小学校・企業などの協力を

得て、かつて同地区で見られた風光明媚な松林の復元に向けたイベントを行います。

【ここがポイント！】

　地元自治会が中心となり、松林の復元に向けて植樹活動を行いま

す。当日は、子どもから大人まで参加者全員で、約250本の「にいが

た千年松」を植え付けます。活動を通じて、植樹の意義や環境保全の

大切さを次世代に伝えます。

【概要】

1

2

3

4

日　時　　1’1　E17日（土）午前10時～

場　所　　新発田市立清潟公園脇の山林2000㎡

内　容　　松くい虫に強いマツ「にいがた千年松」の植樹を行います。

その他

イベントの詳細や取材受付については、次の間合せ先にご連絡ください。

【問合せ先】

　真野原自治会松林復元プロジェクト実行委員会事務局　小池

　電話　090－1433－3554

遍〆
情報提供に関する問合せ先：みらい創造課　広報広聴係　担当：吉田

　　　　　　　　　　　　　　電話：0254－28－9532（直通）



（報道関係各位様）

2018年11月2日
真野原外自治会

　　風光明媚だった松林を今一度

　地元自治会による松林復元事業

11月17日千年松の植樹イベント開催
　新発田市の真野原外自治会では、昨年度に続き、本年も昔ながらの風光明媚だった

松林の復元を目指し、地元の山林に千年松約250本の植樹を行うイベントを開催いた

します。昨年は将来を担う子供たちも多数参加していただき、当自治会実行委員会も

感激いたしました。本年も多くの子供たちの参加が期待され、この子供たちに松林復

元の未来を託したいと願っています。

　本イベントは昨年採択された「花王・みんなの森づくり活動」の補助金を活用して

実施しておりますが、新発田市・紫雲寺商工会・米子小学校・NPO法人及び地元企

業の協賛も受けて実施しております。より多くの人が松林復元に関心を持ち、参加さ

れることを願っております。

植樹イベント開催日　　平成30年11月17日土曜日　午前10時より

場所　　　　新発田市立清潟公園脇山林2，000㎡

植樹・　　　千年松約250本を植樹
※尚、県道新潟新発田村上線及び県道次第浜新発田線に案内板を設置いたします。

※駐車場は清潟公園駐車場をご利用ください。

後援新発田市

協力紫雲寺商工会・米子小学校・緑の少年団・NPO法人・地元企業

問い合わせ先

真野原外自治会松林復元プロジェクト実行委員会事務局

　　株式会社　小池組代表取締役及び真野原外自治会事務局長　小池金一

　　〒957－0232新発田市真野原外1274－1

　　T肌0254－41－3145　FAX　O254－41－2431夜間・休日090－1433－3554

　　　メ・一一一一ルkkoike　lkoike・　mi　co’



様式2（報道関係用）

一㌻〉新発田市

　平成30年11月2日
　　　　　商工振興課

　　　　　　　写真の町シバタ

「まちの記憶」スライド上映コンサート

新発田のフォト・』プロジェクト「写真の町シバタ」の関連イベントです。

【ここがポイント！】

新発田の「まちの記憶」を特設スクリーンで上映する企画第2弾。

地元ミュージシャンのライブと飲食出店で心がほっと温まる企画で

す。

【概要】

1、　日

2、場

3、内

4、出

時：平成30年11月4日．（日）午後5時半～午後8時

所：ヨリネスしばた「札の辻広場」

容：・写真の町シバタ「まちの記憶2018」

　　写真ポスターのスライド上映

　　・敬和学園大学2016

　　ポスターのスライド上映

・ 2017年度地域学入門「あたらしいまちの記憶」写真

5、主催・問合せ先：写真の町シバタ実行委員会

　　・写真の町シバタ実行委員会による、写真ポスターの解説トーク

　　・敬和学園大学の学生によるジャズギターとジャズバンド演奏

店：ホットドリンクなどの販売コーナー

　　　　　　　　　　　　　　　　原（E：090－1535－5528）

緬〆
問合せ先：商工振興課 まちなか活性化係　担当：溝口

　　　電話：0254－28－9650
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「まちの記憶2018」

写π提Otl翁尽

10．1（月）－31（水）新発田市商店地区・市内各所

まちに残る写真をポスターにして提供先で展示。 ‘1．bl：1．Σ11br．1川，

（、＜’㌧へL［、snne

写真企画展「1’mhome」岩根愛写真展

10．6（土）－28（日）金升酒造二號蔵ギャラリー（豊町1・9・30）

開廊1金土日祝　金113：00－18：00　土日祝i11：00－18：00　休110．20（日）

明治期の新潟ハワイ移民の記憶にまつわる写真インスタレーション。

オープニング・イベント1アーティスト・トーク　110．6（土）15：00－16：00

岩根愛1］iLtp：〃ww、、　mo，j〔，wOlkc《｝m／　出力協カ1株式会社博進堂hしヒps：／／NVV、　NS　hakushincle．ip／

岡時駆催1海外移民アーカイブ・ライブラリー

「Still　Movie5」平間至写真展

10．13（土）－12．2（日）　caffenova（中央町2・1・14）

11：00－・14：00／18：00－23：00　定休1水

「音楽を聴くように写真に浸ってもらえたら」という思いで、人が憩い集う
’t カフェ”を念頭に、平間至自らセレクトした作品で構成した展覧会。

1写真展の作り方vo12　i　10．13（日）caffenova　開場119：00　開演119：30

料金L2，500円（1D付）平間至（写：m）・佐藤正子（展覧会企画制作）

写真展の作り方についてのトークを新発田で開催。

ド　　　　　－r．　　平間至写真展「StillMovies」～　Live　Photo　Sessien　’－111．30（金）会場後報

開場119：00　開演119：30　料金：2，500円　dance橋本拓也・photo平間至

ライブと撮影のセッション。

1出張1平間写真館in・SHIBATA　l　12．1（土）・2（日）新発田市内　10二〇〇－17：00

撮影料120，000円（税、データ、プリント、アルバム代別途）撮影1平間至

1日4組限定。先着順。；’希望の場所で平間至がロケーション撮影いたします。

（ロケ先は新発田市街地より移動50分圏内です）

イベント詳細lhLtp：〃hirama－shnshinknn．jpノ（平間？戊真皿TO灯oHP）

主催1「Sti］［M“zics」in　SHIBATtN実行委貝会共催1写1Tの町シバク・フbvジェクト実行委貝会　企両協カ1コンククト

協力1アトリエ・シャテーニュ、caffenova、東京カラー工芸社．ナノナノグラフィノクス．ハナイカフェ、フォトクラシッty

　　吉原写真館

明治150年の節目にちなみ、海外移民にまつわる書籍や資料閲覧コーナーを併設。

㊤A）・k“　Ho・i・・11・

写真企画展「永いタ方」堀内彩香写真展

10．10（水）－31（水）TAICOや（中央町1－2－1）　11：00－18：00　定休1日

リトアニア・ラトビア・エストニア、バルトの国々をめぐる旅の写真展。

堀内彩香lhしLps：〃ww、、　hOliuchi勢：しkl　com／

1関連企画

i

「5人の帽子物語～帽子をかぶって街歩き～」
10．1（月）－30（火）MaruchoArtミユゼ（大手町1・2・18）11：00－16：00定休1水日

帽子作家5人による展示販売会。　問lo254・22・2533（MaruchoArL　lユゼ）

黄葉売茶流新潟教室お茶会・タ暮れLIVE
10．20（土）金升酒造（豊町1－9・30）

一席113：30　二席114：30　三席115：30　LIVE　l　17：00

お席料1一席4，000円　LIVE［3，500円（1D付）前売チケット制

出演1田村優子（篠笛）・ふくまこづえ（ヴォーカル）・金井拓明（ギクー）・田中学（べ一ス）

バーテンダー1山宮志都子
　　　　　　　ト　しくきさらき
問1080・488e－2311（和楽如月着物YIZt）　＿お申込後、10月10日以降はキャンセル料を申し受けます。

音と写真とお料理のミニ　LIVE

10．27（土）TAICOや（中央町1・2－1）

会場117：00　食事117：30－18：30　ライブ117：30－20：00　料金11，500円（食事付）

おいしいお料理とたのしい音楽、なつかしい写真を囲む恒例パーティー。

ttL予約10254・26・6269（TAICOや）

敬和祭2018
10．27（土）－10．28（日）敬和学園大学（富塚1270）　11：00－16：00

写真の町シバタ「まちの記憶2018」集合展と、大学との協働授業「地域学

入門」成果展、新発田市国際友好の会（SHIP）の活動紹介写真ギャラリーを

J2］4教室にて同時開催。

札の辻へ寄りねっす！「まちの記憶」スライド上映コンサート

11．4（日）札の辻広場（中央町333）　開場117：00上映コンサート117：30－20：00

写真の町シバタ「まちの記憶2018」、敬和学園大学「地域学入門」スラ
イド上映と、地元ミュージシャンのライブのコラボレーション。

★参加無料　★飲食店あり　出演1金井拓明（ギター）・敬和学園Jazz　Qucst

新潟県内から

■JR、をご利用の場合／新潟駅より白新線・羽越本線下りにて新発田駅下車。約55分。

■車でお越しの場合／新潟中央JCTより日本海東北道を北上、聖籠新発田IC降り、国道7号
　経由にて新発田市街地区。約50分。

東京から

■JR新幹線利用日帰リモデルケース。レ往路／東京駅（9］2発）→新潟駅（lo：49着）→特
　急乗換（白新線］O：57発）→新発田駅（］］：IB着）＜復路／新発田駅（20：57発）→新潟駅

　（2125着）→上越新幹線乗換（21：5斗発）→東京駅着（25：40着）

■車でお越しの場合／練馬ICより関越自動車道にて新潟中央JCTまで約5時間45分．日
　木海東北自動車道にて聖籠新発田ICまで約50分。



様式2（報道関係用）

新発田市

平成30年11月2日

　　　商工振興課

　　　　　　　　　　第2回

アームレスリング新発田大会in札の辻

昨年大好評だったアー一一一ムレスリング（腕相撲）の第2回大会を開催します。

【ここがポイント！】

●全日本チヤンピオンや新発田市在住の全国高校生チヤン

ピオンも所属する、新潟県アームレスリング連盟による大会

●今年は中学生の部とオープンクラス（経験者）を新設！

●所属選手と一緒に体験会が楽しめます。

●信用金庫主催の物産展「ふれあいオリンピック」も札の辻

　広場で開催！

【概要】

1日

2会

3内

4主
5問合せ先

時：11月11日（日）受付・検量．　　　　…午前9時～午後12時30分

　　　　　　　　アームレスリング休験会…午前9時～午後12時30分

　　　　　　　　新発田大会　　　　　　…午後12時30分～午後3時

場：ヨリネスしばた「札の辻ラウンジ」

容：◆アームレスリング体験会（連盟所属の選手たちも参加）

　　◆新発田大会

　　　・①小学生低学年の部②小学生高学年の部③中学生の部④一般女

　　　　子の部⑤新発田市民の部（未経験者）⑥オープンクラス（経験

　　　　者）

　　　・全カテゴリー入賞者には賞状＆メダルを進呈

　　　・①～③は参加賞あり、④～⑥の優勝者には豪華景品進呈

催：新潟県アームレスリング連盟

　：高橋（8090－8723－3180）

締〃
情報提供に関する担当：商工振興課　まちなか活性化係溝口

　　　　　　　　　　　　　　　電話：0254－28－9650
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様式2（報道関係用）

巨蓮那　　　　　　　　　　　　　新発田市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年11月2日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商工振興課

　　　　　　　　　　東北の成功事例から学ぶ

　　　　　　　　　「ブランディング脳」講演会

　　知っているようで実は知らない、「ブランディング」とは何かを学ぶ講演会です。

【ここがポイント！】

●「ブランディングって何？」講師の関美織先生をお呼びし

　て、札の辻広場でブランディングについて学びます。

●商売に対する考えが劇的に変わる講演会です。

●参加費無料！事前申し込みでどなたでも参加可能

【概要】

1日

2会

3講

4内

5定

時：平成30年11月17’日（土）午後2時～午後5時30分

　　　　　　　　　　　　　　（受付：午後d時～）

場：ヨリネスしばた「札の辻広場」

師二関　美織先生　　’

容：◆第1部「物のブランディング」

　　◆第2部「イメージ・サービスのブランディング」

6申込方法：

7申込み先：新発田商工会議所青年部事務局

　　　　　　電話0254－22－2757

　　　　　　FA×0254－23－5885
　　　　　　メール＞e釦onに、δて．、て（二｛∪・’⊃

　　◆第3部「地域とのかかわり方」

員二200名
　　電話、FAX、メール等

8主　　催：新発田商工会議所青年部

9問合せ先：同事務局（BO254－22－2757）

ft・
i’tt

　講師：関美織先生

（OffiCe　ayumitOirO代表）

遍が
情報提供に関する担当：商工振興課 まちなか活性化係溝口

電話：0254－28－9650
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～17：30（予定）※受付は13時開始

　　　　　ヨリネスしばた

　　　　　札の辻広場

幽物のブランディング
14：00～14：40

第1部　自社の商品・サービスの価値を高めるには？

14：50～15：30
顧）イメージ・サービスのブランディング

第2部　企業イメ＿ジ・業界イメージをあげるには？

圏8圏　地域とのかかわり方
15：40～16：20

第3部　より一層産学官連携が出来たコミュニティをつくるには？

主催：新発田商工会議所青年部
後援：まちなかワイワイプロジェクト実行委員会

【お申込先】新発田商工会議所青年部事務局

TEL　O254－22－2757　FAX　O254－23－5885

新発田市　新発田商工会議所

，藤．

；／／．，：”i’i：

t

Profite
東北大学卒業後、心理学をペースに大手教育出版企業の

エリアマーケティング部やコンビニエンスストア本部

のスイーツ開発部を経験。都内でフードコーディネー

ターを取得後、仙台へ∪ターン。〈食×マーケティング〉

を基軸に商品開発のキャリァを積み、2008年仙台にて

独立。

以降、仙台を拠点に地域企業の企画立案や商品リニュー

アルに数多く関わり、デザインやブランディングに関す

るアドバイス活動を行う。

2012年度から仙台市経済局委託事業rとうほくあきん

どでざいん劃コーディネーターを5期務め、東北全域の

被災企業とデザイナーをマッチングし、伴走支援を行っ

てきた。

●2014年度二仙台市起業支援センター『アシ☆スタ」

　ビジネス開発ディレクター

●20152016・2017年度：SENDA！　for　Startupst

　ビジネスグランプリ審査員

●2017・2018年度：東北大学特任准教授（客員）

　東北大学大学院経済学研究科・

地域イノペーションプロデューサー塾

メールyeg＠shibata－cci．。r．jp〈申込締切〉平成30年10月31日（水）



様式2（報道関係用）

「ふれあいオリンピック」

『べ　言〉新発田市

　平成30年11月2日
　　　　　商工振興課

村上・加茂の2つの地域から、話題の商品や伝統の名品がヨリネスしばた「札の辻広場」に集

合します。

【ここがポイント！】

●今年で3年目を迎えた、信用金庫ネットワークによる「地域活性化

　プロジェクト～ふれあいオリンピック～」。

●村上地区・加茂地区おすすめの地場産業製品や伝統工芸品、おいし

　いスイーツなどが並ぶ、魅力たっぷりの物産展です！

【概要】

1　日　時

2　場　所

3　出　店

4　その他

5　主　催

平成30年11月10日（土）　午前10時～午後4時

平成30年11A11日（日）　午前10時～午後3時

※出展店舗については、別添のチラシをご覧ください。

ご当地のゆるきゃら「サケリン」「ゆらら」「桜タマ吉」と

頴〃
問合せ先：商工振興課 まちなか活性化係　担当：溝口

　　　電話：0254－28－9650
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加茂信用金庫 出店先紹介

出展者名 禽社丑内 出店商品柳技 出艮看名 禽社率内 出店百品餌故　　　　　　・

填味の酸

「涛味の●」は鍋還礼たr蝋循茸』モ嬢京加工したw
を侵用した■reす．相宜は免責力を逼める協貝を’く倉む
食品であることが段日されてい1実す．工失壱重⇔柏茸の菅

早な人でも食べやすい戚に仕よげ9した．

阿賃堤のプリン

自吐◎皐飢、射扇副と」含元の牛駄．培元②田」昧を優つた
カラメルの入って尊いrかつて享でお時さんが伶ってく九たよ

うな却臼プリンで†．

姻ツルマキ工象

題畢の耳「吐畢の
随」は、虹更匂の

道、萄戚の臼．坦職

φ口．即駕の庖と日

季それぞれの工浪
冑かな藁…昧しさをご

m京．寧節砥をお議
已いただ唇ながら
ご窟頃ください．

めんのつゆ

蕗口のつけ汁、か1ナ汁はもちろん天つ凱葺もの．鮪．鵠
泊、おでん．納支、冷や歓、日り恨εなど頓広い声窟曙にお

曳いい免だける自｛宕のつゆです1　　　　　　　’

阿賀野屋

地元童にこだわつた

食畠や領貨を廠尭
するお店。日頃も鎗

量阻定で巨亮してい
るプリンは絶品で．す目

シフォンケーキ

珂賃野市材穆にある基且虜「轟Φ嘉子讐さんグラン」のる・

わふわ唯シフォンケーキです．蛤元の食村を使つたスイーツ

壱館わうて下さい．

安中米店

白浪60年を超える加

茂の老鋤貴星さんで

す．醐された施壱
取り提うだ1情く、
肢多くの加双縛磨品
ε矯醜して翻ます．

かも汁

舎恒　　紅に×組や人◎．筒、こんに◆（．平旦．ごぽう．戚

驚、長ねぎなどを悟笥で“紺け、あうたかいおふくろの瞭で

†．④茂ではこれにネギを加えたり、お却をλれたりと各寂

臓こだわりの食べ方で嘉しみ書†！

　　　　　　　断間a順宕区に早
　　　　　　　成30障1剤o日オー
手作9テごロー　ンした恨募にひと

デコロ「ルケーキ 4楓姐Φ有精卵を俣った！鱗8で甘さひかえめです‘1つ1つ

手書eのヂザインが頂かれていて、毘た目も良Uい拓竺亀

いなか汁

　　　　　一■一一・⊥rW7”‥《’■．L’．、eの二奴の珍雇、蛭1e主綱に野亘層富な野周に冨んだ筒
昌です．憤匿禽詞としても人餌が畠り．●●零や杵貝Φお
伸として最邊です．

ルケーキ

剛
つだけのオリジナル
ケーキや可蛍いデザ
インのロールケーキ
を懸充する歯．

定二子コロールケーキ

によってモれぞれ臼が違うので、お鰐台な職警揖してみび

しようい

途具枝婿壱■曳した覇o覚の●嵐です．口かな日工に☆か
　　　　　　　加ぷ布の山闇鯵で
　　　　　　　で茸た冑慮享手だけ
　　　　　　　　密便つて「賠茂澄」を

婿潟脈5工象托作りました・

加茂膚日油

　　　　　　、　布菅受っ・　う　か　　ご　　’二．

牢子を加え．なじま訂」自奉子●噛です．賢瞬子は祇
卸茂硲の翼旬Ω牢で醐したもΦ苦促用してお9．研餌か
つ安全です・宥膚辛子Φさわやかな享さが、お襲竈を引倉

括子鳥毘 討よ1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　．　

瑳砿＿＿
目本鷺具店

峠」Fに引書旨古く
から愛される手作リー畠が畳場！

旦て僧bて本の摘つ
泡も9と邑情を題じ．てください．

杢出屏鼻
白鈷な受8拒を」1…メ…・した音●で～つ◎，5L岡じ霊酷wれ

　、ことから畠なただけの一昼が見つかりびrr．

一．加筏麿は、命察でに

ない喰です日項覚
の砲が広がります．

加茂唐八味

　　　　　　　　　　．培元良の冑暦準子壱ゼいたくに慎つた上腹のfつぶ」戊鞭子

です．八つの但章された食柳ま見4気埋毘紡どを費む鯖
しい提み飾菅です．費膚亭争のさわやかな辛さと、ていね
いに妙った貴翻②登ばしさ壱お湶しみL、脚権す． 手拭、蟄被

千代滞染色

■尭問0年以上の老
鎗本鎗め加工案．畠敏、手ぬぐい、の

れんすぺて手作8．の伝統の技をご費く

．煙さい．

　　Φ「本鎗め」1ニニだわ9し1冑ぱらtこ覇し崎」直疑し
い6二とが最大の隙であり、田代Φプリント田痢ではで

εない頁口をeれいに仕」二げる口人鋤く売りであります．

路ぱの浪人怠による仕上げ醐いなどが重らかく購わい
露い色合いで憤められまず．その授槍力は富く“優されて

おり、白掴爪台aで有名な唱58のお寮り用法篭などで曳わ

九ており譲す．きも乃や

晒g3館a8の加孜
のを目題島でオ’．

和文化提室・加駆良
ショップとして人気Φ

お店です．

加茂薦製品

r加茂口」は肛戸時代の後鯛より加茂で霜られた木柏縞の

鑓奪です．

早喰別年9、簸良の菖田｝工墳が醒造を罵7したため加茂
恒は「幻㊨側鳴」となりました・噺しい生培は由量されま廿ん

が、全8に違迫していた加茂提ε堰路するこa二よつて頂在

も創作・既壱哉けてい宮す．「幻Φ槍由」費俵用した質少な
い鳥蕊をご覧ください．

舛ル

皐上9橘サイダー

田よ亀星0枝を便つたご営地サイダー．填の属姐が狸かに
口の申に広が9釣「．坦上りに、びたアルコールで由つても

遣しめ蜜す．　　　　　　　　　　　≡＿．．．．一一一＾・一一

㈲大阪里商店

語菌怖軟宮区に庖
暗書か虞える零雌
子店が守年もひ
加！

今回◎ために戚爾

畠も出品予定1

とろけるショコヲ

ふわふわに恒きあげたココアのスポンジ1＝1ルクチヨコ②皇

チョコをサンド．大■遁1田店1書人気嵐品！コヨアの皿味が

広がり特に女恨に人克で†．

■田上■泉

田上町には4件の温
鼠直曽があります．

越後平田壱望む坦
田上温知■から名

自晶が畳場です！ご
肖地ならで1富の畜晶

ぼかりIl’

一曽一．

超の●■干し溜苔

これぞ凄虚亀パと欧る白9の違畠です．埴氾ヨよ町江
鶴フォームの管ながらの製延でwった垣っばし噌干と吐
　　②偶但が絶妙なハーE二→妻でます．あつあつのご
はんと一轍こ㊨し上6匂てくだきい、

つばめや

マスカガミ

生貯竃題

マスカガミ穎通の羅で島も冒代的な田とい炎」ばこの一品．飲

酒体力の塙まった碗代人肉さに、アルコール富難吃低く■
■しました、冷やして飲めばワイン●ど陪で∫まあり宴営ん．

賞やかな飲み験です．

エゴマオイル

rエゴマオイル」は7ルファリノレン恒ム《たっぷり・サうトッとし

てクセがないので、モのま富大±じ1杯硯虚をお故みいただ

いてもかまい享曾ん。

毎8Φ恒口Φためr二まi口しくださL㌧加遼の老鯵巧店が

紡登加日崩憤
んでいただ●たい加

茂のお逼が多敏．
≡幽一一一一 〆－’■一◇L“㊨一一一 川上8■

の姓力に尊かれ、㎏

元五泉市の山のふ
もとで、エゴマ主キヤ

ラメルなどエゴマを

伎うた惇々な貰品φ
簡£・祖遼・嬢売ま

で一貫して行ってお
り、rエゴマ」の曽ゑ←　　　　　　、

・

加茂錦
生貯載緬

明：826卑【“凍の加醐1逮力t4瞥る生貯頂田．白りっとした
頃題し論オ臓£埴わいで頁やかt規t才φロ壱田（わっτ下さし、．

　　9

エゴマ生キヤラメル

ロの中でとろ1ナて，ク1ノーミー一な■鴻と：＝fマの書ばしい書り

がします．エゴマのプチプ予した食8が斡叙●やみつ釦こな
るr」Eキヤラメル」です．一駿一敦ていねいに手作与してい1養

す．

ぱすたみすた

「マカロニ▲免Wの鳩

なんです｛

そのマカロニを畏昧

しいおやつに衷更さ

れ富した口ご頒に
ふりかけてお亮蹴吋
にしてもおいしです

よ1

　マカロニチップス

ー・．一「．．’

まかろにかりんとう

館でたてペンネに加艮直コシヒカリの猿田壱室ぷして、高泡

でカリツと浩げ誇した．

マカロニチツプスΦコレーバーは金郎でη邸乱
さ島．品なたはどの購「こする？　　　　」一，●参AA”＝一A，一一．，一一一→

ネジ8ノマカロニニ竈カリッと爵抱げしたものに、甘い虫壬からめ

てKて黄頃しし、かりんとうに仕上げました、日簡とキヤラメ

ルの8槙Uです．

　　　’

関ホテル小口

広大な箪倹o野藍簡
苗する小溜い丘に仲

む人繊富が白
多加です！｛白恨
の手怖リスイーツは

絶品です｜，

廻頃壕デーズケーキ

．＾・　．． ．’一．ムー」’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　　　　　ホテルd－9スイーツで●る．日上遼「鰻堕頴」の且賦
　　　　　　　　　が凋いたチrズケーキです．やわらかな食臨一ズの吐

　　　　　　　　　倉嘘紺ロ

　　　　　　　　　ー一一聯←、一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．’　　　一　　　　　．　　　一　　　．

　　　　　　　　　田上町特良φ「超の畠」●気8↓コ■わえるスイーツとして考
雌の蜘皇培・唯6犠裟編潟漂綴罐混欝　　　　　　　　　ル小口㊥魯尾人たちぬ匂口え復いて考寡した員畠です．

一一P．

村上地区の出蘭『覧豪
（順不同）

出展者名 主な出展商品と商品PR 出展者名 主な出展商品と商品PR

王様のプリン
新宿彦噴翌｝で人知hiになりま1志
胎内誕ジャージー牛乳で作った■厚ブリンです．　　冒　…　　　　　．　．　・　・　●　・　・　　　・　　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　・　←　一　←　．　’　・　・　．　1　－　・　．　一　≡　．亀C　．

女川ハム工房

ロースハム
　　　スライス．・≡・≡一会

熟威仕上げの逸品．添加物の極小制限製法で
山桜のチップで煩煙しました．・　，，吟一．　．　・　，…　　　　、　●　．　．　づ　◆　・　●■≡　●　■　●一一　■　●　一　■■　＾　．一　．　・　’　　　　．　．　・　・≡一≡’・

タンや取汗し艦各蹴をご随しまし后

パティスリー

　マルヤ
．・・一台．・⑳…．・，’・．，．．

きまぐれ

　フルーツ0一ル

’　．　・

鏡生クリームとふわ＆わスポンジでフルーツを

包んた当店を代表するロ→レケーキで或
珍味各種

！

タカネノ山ブドウ
　　レアチーズ●　、　　●　●　　　■　　　■　　　　　一　　　　　●　　　舎　　　．　4

　鮭の味噌潰

≡一テひ一∋一，≡●，一■，，．一≡■÷・

塩引鮭フレーク

地元は上の㎜、醤註L日本酒薩当店独自の配合
で鴎整し全て手作秦で仕上げたこだわり0遡品です。．　・　・一●一．　．　・　・　’　．・　●　吟　．　■　■　■　，　’　■　一　●　一吟≡一　会＝≡　会　・　．　■■　・　．　・　．　ウ　1・　合・　’　・香　．

当店自慢の塩引鮭を一本一本焼き上げて丁寧

に骨を取りぽぐし仕上げた逸品です。

ざいこもん
タカネノ山ブドウ

　　ゼリー

置厚なレアチーズに、山笥葡のさわやか種曽味培5きるソース

を捌」ました．，●　・　．　●　≡　●　÷．　　．　参　÷　A　吟　●　一　一　・　●　・　●　■　・　・　会　，　　－　●　●　r●　≡　≡　・　・≡　■　・　・　’．　．　・　．　・　．　一　，　P

山盲葡の甘置っぱさと、まるでワインのような豊かな琶り蒼堪

搬るゼリーです．

衡渡辺鮮魚

里山工房

ふくふく

　塩蔵わらび
　　（塩抜き）・←．・．．…．．・F．．一，ウ，’・■

　　　笹まき

雪潔い朝日地区で採れたアクの少ない天黙わらび
です．採りたてと変わらなb雌Uめます。・．・一・■■一■■，●●一・．■r■一●■ヂ’■■，季，’●一一．．，一，・．9ρ「¶◆．舎，●’．

ほんのりと笹の香りのするモチモチ食感のアク巻

きです。

鈴玉

　鮭ごころ
　　スライス■■■’・・．．■■■■■．令・■．■■■

　　・’、’．：∴　’．’

　　1惟みそ

山蟹の固随1走噌褒スライス」は叙醐ゾフトで奮分

も控えめなφで、おつまみはもちろん苔茶墓弱rにもピッタリ．．．．…　　　．…　　　．・◇●・⑳辱一　…　　　　，一゜．・．’・，…　　°…　　．＾≒合．・，°

葡えた逸呂です．diのお虻いこ人気耐．

㈲かねま鮮魚
かねま結製

鮭の味噌潰

キングサーモンに地酒・地の味噌を使い、

添加物を一切使わずに手造りにこだわり

丁寧に造りあげました。

新潟ゆうき㈱

　こめんほう

■・・会．●一，．・■一≡一■’≡，≡＝・

　　飯ずし

岩飴産コシヒカリ10096使用。火の通りが早
く簡単な穂理で椙広くご使用いただけます．≡．　．一≡　，　．・　合≡・　．　・　．　・　．　．　●　●　∨◆◆　●　　　　　　　　　　　　’　　・　s．　．．’．　．　　・．　　　　．一　，　．●

村上地域の伝饒的な発酵食品。糀は自家蟹で

自撤の旨みがあり、当社自慢の逸品です』

　　　　，∴…’　　，

　煎茶あさびの茶

÷・一噺噺1「・嚇⊥一…’・．．…．

　　特上九■

一
番摘みならではの、やわらか蹄kまろやかな甘み遅魅力

で或

　　　　　　　　・

食菜和こころ

　　お土童

しじみ塩ラーメン

し壌スーフセット

素材と味にご’だわった生麺ならではの味わい　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　’です。　　　　■　■●　▼　A●　■　●A㊨　・　■　一　■’　■　■≡≡・・一’　∋　・　．　◆　・　．　・　．　．　一．　．　．　．

㈱九璽園 一一’…　　　　　．　・　．　，　・　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　　　　　　・　　　　　．　　　　　・　　　．　．　・　・　．　・　．　．　’s　’

江戸時民宇治よりお茶づくりを伝8して下さった1細九兵膏

にちなんでおりま寸｝　　F　F

●．■■●●．．一…一●，．■一．．■
，　　　　　　　■　　　　　q　．

　　　　　　　　　　　　　」十三淘産しじみがたっぷりの味わいセット．

工芸品

全国的にもその名を知られている銘酒「・張

鶴⊥まろやかで後味もキレイな純米吟蛋酒．

川村庚堂湊圏店 句上木彫堆朱

斯潔蹴文化財麗済
今回はアクセサリー、スフーン、箸など手軽でお求めやすい

商品を揃えまし危

　　　　　「

㈱酒のかどや

　〆張鶴「純

一．◆．・●・・．，・一つ・．．．．・．・

大洋盛「紫雲」

・．．．．…．・・，吟．・～．・．，・

声≡≡●　●　・●　●　■■　■●　■　●　．　■　・　■●　■●　・　’．　●⑳　■　’一　■　．　‥　・　・　一　．　・　・　’　・　．　●　．　会．　≡一・　一

村上地域の酒販店のみで販売する限定酒．高
品質でありながらリーズナブルな屹一・鋪・．一ひ　・　・　．．　・一　、　●、　●●●■■一■●■’吟●司　・　・　．．　．［　・　会・．　会一．≡・　・　．　．⇔　．

飯題書転は法鋒で察じられて口ります．

笹川流れ

すみれ工房

　えんぺいとう

一，≡一．．，●●，．．・．，・…，．．

　　　塩アメ

村上市産の竹筒に塩を結めて焼いた竹炭塩入
り。ほんのり甘じょっぱ、金平糖です。コ　・　●　≡　一　，　．　一　●　一　一　一　一　一　，　，　≡　÷　，　，　■　≡　・　一　●　●　，　●　＾　・　．　．　■　A　．　・　．　・　．　…　　　　　．　．　．　・　・　“　A　・

竹炭塩入りで、まろやかでコクのある塩アメで

す。ひと味違う塩アメをどうぞ！ ⌒工⌒レぽ
醜⇔－　　　　　　Q窺品斑i陸る鹸i駈二…，＿

＝⌒り塞克一



様式2（報道関係用）

報道資料
新発田市

平成30年11月2日
　　　　人権啓発課

生きやすいまち笑顔をめざして

　　～2018しばた人権フェスティバル～

2018しばた人権フェスティバルを開催します。

【ここがポイント！】

　雨宮処凛さん（作家・活動家）に、「今を生き抜くために～迷惑かけて

もいいがね～」と題し講演いただくほか、映画「マララ～教育を求めて闘

う少女～」の上映や、盛りだくさんの催しがあります。

【概要】

日時　平成30年11月11日　（日）午前10時～午後4時
会場　新発田市生涯学習センター

入場　無料

内容

　1　雨宮処凛さん講演会

　2　「マララ～教育を求めて闘う少女～」上映会＆意見交換

　　　　2014年にノーベル平和賞を受賞したマララ・ユスフザイさんの言葉や映像を

　　　通して、教育についてみんなで考えます。

　3　人権標語・作文の発表と表彰式

　　　　人権標語コンクール入賞作品発表（小学生）・人権作文コンテスト入賞作品発

　　　表（中学生）と表彰式を行います。

　4　販売・軽食コーナー

　　　　高校生（新発田農業高校、新発田南高校、新発田商業高校）と福祉団体によ

　　　る、お菓子や手作り品などの販売。

　5　スタンプラリーと抽選会

　　　　会場に隠されたスタンプを探します。すべてのスタンプを見つけた人は、抽

　　　選会に参加できます。フレンチレストラン「萌芽」の食事券などが抽選で当た

　　　ります！

　※　2018しばた人権フェスティバルの詳しい内容等については別紙チラシを参

　　　照ください。

謡灯
人権啓発課　人権啓発係　　担当：長濱　電話：0254－22－3030（内線1632）



　　三

還e

　　　　　　　　　291兵

匂i担ξム権⊇；ス曇イハル

　　　　10：00～16：00

会堪新発田市生涯学習センター
　　　　＊無料保育ルームあり11月2日（金）までに要予約

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　ユ』　．LL・、　弍

　　　　　あまみや　　　　かりん

馴雨宮処凛さん
演題「今を生き抜くために」
　　　～迷惑かけてもいいがね～

　　　　　＊手話、要約筆記あり

講演会終了後は、

書籍の販売とサイン会
　　　　を実施します！

＊『「女子」という呪い』

＊『非正規・単身・アラフォー女性』

爾演会は入場整理券が
必要となります

入場整理券配布開始

10月22日（月）～

・ヨリネスしばた6階
人権啓発課

・ 生涯学習センター
・ 市民文化会館で配布

裂

　　　　隅

　六生
　毎キ
　　　づ

／第b
　　　さ

　　　Ni

議劃

第を
塁｝誓

響書

講師プロフィール

1975年、北海道生まれ。作家・活動家。2000年、

自伝的エッセイ『生き地獄天国』でデビュー。以来、

「生きづらさ」についての著作を発表する一方、

イラクや北朝鮮への渡航を重ねる。2007年に出版

した『生きさせろ！難民化する若者たち』は日本

ジャーナリスト会議賞を受賞。著書は『「女子」と

いう呪い』、『非正規・単身・アラフォー女性』など

多数。「こわれ者の祭典」名誉会長。

映画上映会＆意見交換
rマララ～鯖鯨め燗う少女～」
10：00～12：00　多目的ホール

◎BBC　2013

襲撃されても女子教育の必要

性を訴えて活動していた少女

マララ・ユスフザイさん。2014

年にノーベル平和賞を受賞。

彼女の言葉や映像を通して、

教育についてみんなで考えて

みませんか。

スタンプラリーと抽選
　　　　　　10：00～
フレンチレストラン「萌芽」の食事券などか

　　　　抽選で当たります！

A・　　　へ

三lls撮
　．ノ’，　’　　v

人権標語・作文の発表と表彰式
12：20～講堂

人権擁護委員協議会等による、人権

標語コンクール入賞作品発表（小学

生）・人権作文コンテスト入賞作品

発表（中学生）と表彰式を行います。

ぜひご覧ください。

販売・軽食コーナー　　　　｛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e，　1
10：00～　ホワイエ・ふれあいロビー　　・－1

高校生（新発田農業高校、新発田南高校、新発田商業高校）と

福祉団体による、お菓子や手作り品などの販売

パネル展示10：00～16：00ホワイエ・ふれ机、ロビー

本人通知制度登録の案内・受付

主催　2018しばた人権フェスティバル実行委員会、新発田市、新発田市教育委員会

共催　新発田市小・中学校PTA連合会

後援新潟地方法務局新発田支局、新発田公共職業安定所、新発田商工会議所、
　　敬和学園大学、新潟日報社、エフエムしばた

問合せ先 新発田市人権啓発課

TEL　O254－28－9630（直通）

法務省委託事業



様式2（報道関係用）

報道資料
◆新発田市
平成30年11月2日
　　　　人権啓発課

　「孤立や貧困を乗り越えるには」

～ NHKスペシャル取材の現場より～

人権啓発講座として、講演会を行います。

【ここがポイント！】

　NHKスペシャル「ワーキングプア」、「無縁社会」などの番組を担

当した、板垣淑子さんに「孤立や貧困を乗り越えるには」～NHKス
ペシャル取材の現場より～と題し、講演いただきます。

【概要】

日時　平成30年11月22日　（木）

　　　午前10時30分～正午（開場：10時00分）
会場　新発田市生涯学習センター

入場　無料

講師プロフィール

板垣淑子（いたがき　よしこ）

　1994年NHK入局。報道局制作センター、大型企画開発センター、報道局社

会番組部などをへて、現在は名古屋放送局報道部チーフ・プロデューサー。主な

担当番組は、NHKスペシャル「ワーキングプア～働いても働いても豊かになれ

ない（2006年）」（ギャラクシー賞大賞）、同「無縁社会～“無縁死”3万2千人

の衝撃～」（菊池寛賞）、同「終の住処はどこに　老人漂流社会」（2012年）、な

どを制作。2015年、放送文化基金賞個人賞を受賞。

懸〃
問合せ先：人権啓発課　人権啓発係　　担当：長濱

　　　　　電話：0254－22－3030（内線1632）



人権啓発講座

　　1
＿＝』a－8＿．▲．こい」二，1．、．

日時

会場

講師

膨》》

凶》か

1》ゆ膠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調

1i’g亘乏巨亘（禾「　…一一x遮・善〆

新発田市生涯学習センター

（NHKチーフプロデューサー）

＝z：　’江・w嘩

竺
＼

トアぐて　　　ご　’

謹亘曇、i新発田市

・欝’㌧パ

〈講師プロフィール〉

板垣淑子（いたがきよしこ）

1994年NHK入局。報道局制作センター、大型企画開発センター、報

道局社会番組部などをへて、現在は名古屋放送局報道部チーフ・プ

ロデューサー。主な担当番組は、NHKスペシャル「ワーキングプア

～
働いても働いても豊かになれない（2006年）」（ギャラクシー賞大

賞）、同「無縁社会～“無縁死”3万2千人の衝撃～」（菊池寛賞）、同

「終の住処はどこに老人漂流社会」（2012年）、などを制作。2015年、

放送文化基金賞個人賞を受賞。

キザ　tc；　　L－　r－”　：’　．，

詩宗ぽぷ新発田市人権啓発課
　　　　　2ES　O　254－28－9630

新発田市教育委員会
部落解放・人権政策確立要求新発田市実行委員会



様式2（報道関係用）

報道資料
◇新発田市

平成30年11月2日

　　　　文化行政課

平成30年度新発田市所蔵美術作品展

「20世紀新発田の美術グループ活動そして岡崎清郷の絵画」

　20世紀に新発田で誕生した美術グループの歩みと、美術表現の豊かさを検証します。

併せて、こうした活動と関わりながら自己表現を模索した岡崎清郷の画業を紹介します。

【ここがポイント！】

　　　　20世紀の新発田の美術の歩みを学べる美術展です。

【概要】

1　日　時

2

3

4

会　場

入場料

展示内容

5　催　し

6　主　催

平成30年11月16日（金）～11月25日（日）午前9時～午後5時

※16日（金）は開場式のため一般公開は午前11時から

※19日　（月）は休館日

新発田市生涯学習センター　多目的ホール及びホワイエ

無料

（1）岡崎清郷作品（既蔵1点、寄贈9点、個人蔵1点）　11点

（2）その他市所蔵作品など　　　　　　　　　　　　　約50点

会期中、毎日午後2時から作品鑑賞会を開催します。

新発田市・新発田市教育委員会・新発田市文化団体連合会

纒〆
問合せ先：文化行政課文化行政係

　電話：0254－22－9534（直通）

担当：三五



平成30年度新発田市所蔵美術作品展

「20世紀新発田の美術グループ活動そして岡崎清郷の絵画」

　20世紀に新発田で誕生した数多くの美術グループの足跡を「20世紀前半の動

向」「第2次世界大戦後の動向」に分けて振り返り、今日に繋がるその活動と美

術表現の豊かさを、所蔵品を中心にした展示で検証します。

　また、新発田の美術グループの活動や出来事と関わりながら、自己表現の試行

錯誤を続けた画家のひとりとして岡崎清郷を取り上げ、2017年にご遺族から寄

贈された9点の作品を含めた11点の作品を紹介します。

【日時】

平成30年11H16日　（金）～25日　（日）の9日間　午前9時～午後5時

　※11月16日は開場式のため、一般の入場は11時から

　※11A19日は休館日

【会場】

新発田市生涯学習センター　多目的ホール及びホワイエ

【入場料】

無料

【展示内容】

（1）岡崎清郷作品（既蔵1点、寄贈9点、個人蔵1点）　　11点

（2）その他市所蔵作品など　　　　　　　　　　　　約50点

【会期中の催し】

会期中、毎日午後2時から作品鑑賞会を開催します。

【作家紹介】

　岡崎清郷

　1921年福島県生まれ。新潟師範学校を卒業後、新潟県内で教職を務めながら

油彩画を制作し、国画会展や日展などに出品した。新潟においては「県展」が「文

化祭新潟美術展」と呼ばれた時代から出品し、72年の「芸展」第1回から28回

まで出品。県美術会展（「県美展」）にも70年代以降参加した。当市には、旧市

庁舎落成記念に油彩画「早春の山」（1965）を寄贈。第1回新発田市展（1971）

の運営委員などを務めた。
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　　様式2（報道関係用）

　　　［憂口　　　　　　　　◇新発肺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年11月2日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観光振興課

　　　　　　　　　　　第15回新発田よさこい合同発表会

　毎年恒例の発表会1市内で活動するよさこいチームが集い、熱気あふれる演舞を披露しま

す。

【ここがポイント！】

・ 新発田よさこい最大のイベント！

・ 豪華賞品が当たる抽選会も実施されます！

【概要】

1　日　時：平成30年12月2日（日）

　　　　　　開場：12時30分　開演：13時00分

2　会　場：新発田市民文化会館　大ホール

3　入場料：無料

4　主　催：新発田よさこい連絡協議会

　　lりl

禰ぱo

お問合せ：観光振興課観光振興係　簗瀬

電　話：0254－28－9960
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様式2（報道関係用）

◆新発田市
平成30年11月2日
　　　市民文化会館

　　　　　　　　　　　　新発田マジック文化祭

市内マジッククラブが、日ごろの練習の成果を発表します。

【ここがポイント！】

各団体のびっくり仰天のマジックをお楽しみください。フィナーレに

は、新発田市出身の若きマジシャン、渋谷駿さんが登場します！

【概要】

　　　　　時　　平成30年11月11日（日）午後1時30分～（午後1時開場）

　　　場所市民文化会館大ホール

　　　入場料　　無料

　　　出演団体　　ニュー・マジックシバタ、新発田マジッククラブ、

　　　　　　　　とようらマジッククラブ

　　　特別出演　　渋谷駿さん

纒〆

＝d－－n“iit－i

問合せ先：市民文化会館

電話：0254－26－1576



様式2（報道関係用）

報道資料 　　　　　◆新発田市

　　　　　　　平成30年11月2日

みらい創造課定住促進・婚活応援室

　　　　新発田市・胎内市・聖籠町定住自立圏婚活支援事業

今年度も新発田市と胎内市、聖籠町がタッグを組んで圏域内の独身男女の結婚の希望を叶えます！

【ここがポイント！】

聖籠町のゴルウ場のラウンジで豪華クリスマスパーティー♪

非日常感を楽しみませんか？？

1　婚活イベント
　　　　　　　　　　　　恋する　　Ptw

　　　　　　　　　　　　　～ua　ehamo　de　mamp　ua～

【と　き】12月16日（日）15：30～19：30（受付15：00～）

【ところ】新潟サンライズゴルフコース（住所）聖籠町東港2－160－6

【内　容】聖籠町のゴルフ場、「サンライズゴルフコース」のラウンジを貸し切ってのクリスマス

　　　　パーティー！レストランの料理を頂き、レクリエーションを行い親睦を深めますV

【料　金】3000円（アルコールの提供なし）

【対　象】男女ともおおむね25歳～40歳の独身の方

【定　員】男女各21名　計42名
　　　　（定員を超えた場合は、新発田市・胎内市・聖籠町の新規申込の方を優先のうえ抽選）

【申　込】11月1日（木）～11月29日（木）
【申込先】㈱トアイリンクス（ムルーブ事務局）【電話】025－290－7606　【HP】http：〃www．mulove．jp

　　　　電話またはホームページから申込
【男性参加者対象事前説明会】専門のアドバイザーによる婚活成功の秘訣

　　　　　　　　　　　　　12月6日（木）19：00～20：30
　　　　　　　　　　　　　場所：聖籠町民会館第2・3会議室（聖籠町諏訪μ」1280）

2　その他　　添付資料（PRチラシ）1枚
θ＼．｝　．
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〈問合せ〉みらい創造課定住促進・婚活応援室

　　　担当：菊池、竹前（電話0254・22・3030）
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※11月29日（木）からキャンセル料（全額）が開生しま†。

　日時：12月6HCO　19：00～mo：30

　会場：聖籠町民会館第2・3会議室
　　　　望価町鳳肪山1280

※新発田市・胎内市・聖k町在住の新規申込の方を優先しますa

※さらに男性は事前説明会に参加可能な方を優先します。

※無科駐車場がございます。

※アルコールの提供はありません。

丘

》

c：：：　：：：1：：：：　NIM　1：　！”

　㈱トアイリンクス｛ムJ？一プ事編）

　　ft　O25－290－7606　9：00tv18：00

　　HP　https：〃www．mulove．jp

　　　　電話または同ホームページから

①氏名②ふりがな③性別

④生年月日⑤住所⑥携帯電話の番号

⑦メールアドレスをお知らせください。

回’　回

元タ

回　　◆喜

主催／新登田’il1i’・胎肉市・聖籠町

新潟県新発田市みらい創造課
　　　　　　胎内市総合政策課

　　　　　　　　　亘P鰭mT玄公議謳

Tel．0254－22－3030

Tel．0254－43－6111

T△InつCi¶＿つ7＿つ111


