
新発田市　平成30年度　第2回定例記者会見

1　日　時　　平成30年5月7日（月）午前11時～
2　場　所　　ヨリネスしばた502会議室

3　内　容

　○防犯カメラ設置補助金

　○新発田市社会福祉協議会の「赤い羽根福祉基金第3回助成事業」採択

　ONPO法人ユー＆ミーの会の「第2回食育活動表彰」受賞

　O「食のアスパラ横丁、味めぐり」

　○「ふとっパラプレミアム」限定販売

　O札の辻広場のイベント「しばた“つながる”デザイン展～新発田・新発見！～」

　O講演会「指導中におけるパワハラの撲滅に向けて」

O札の辻広場のイベント「しばた軽トラ市～札の辻マーケット～」

　○「剣龍峡山開き・安全祈願祭」

　○「二王子岳山開き・安全祈願祭」

○「さかなまつり2018『網はずし体験』」

○「春季趣味の展示会」

○家族のつどい「山菜採り＆クッキング」

O「市民釣り大会」

○「文芸しばた」作品募集
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様式2（報道関係用）

報道資料 ◇新発田市
平成30年5月7日
　　　　地域安全課

防犯カメラ設置補助金について

　犯罪の起こりにくい安全なまちづくりに向けた地域の自主的な防犯活動を支援するため、自

治会・町内会等が地域に設置する防犯カメラの設置費用の一部を補助します。

【ここがポイント！】

犯罪の発生抑止に効果的な防犯カメラを設置しませんか？

防犯カメラの設置費用の一部を補助します。

【概要】

■補助対象者

　（1）町内会・自治会等

　②　私立幼稚園・保育園、こども園

　（3）商店街等　など

■補助対象経費

　（1）機器購入費

　②　設置工事費

　（3）防犯カメラの設置を示す看板等設置費

　※保守費用、修理費用、電気料金等の維持管理費等は補助対象外。

■上限額

　防犯カメラ1台にっき30万円（ただし、補助対象経費の2分の1以内で、年度中に1台

　のみ）

■申請

　申請には、事前協議が必要です。（事前協議申請期間　6月1日（金）～6月29日（金））

■その他

　設置補助金のほか、市では、犯罪が発生する可能性の高い市街地等の公共施設等にも防犯

　カメラを設置することとしております。

添付資料1枚あり

問合せ先：地域安全課防犯交通安全係　江端

電話：0254－22－3030（内線1513）



犯罪の起こりにくい安心・安全なまちづくりに向けた地域の自

主的な防犯活動を支援するため、自治会・町内会等が地域に設

○商店街等
※補助金の申請団体の中から、団体の防犯活動の状況や地域の犯罪1青勢等

　を考慮した上で、補助対象団体を決定します。

防犯力メラ設置にかかる次の経費

○機器購入費

○設置工事費
○防犯カメラの設置を示す看板等の設置費

己～G保守費用、修理費用、電気料金等の
　　　維持管理費等は補助対象外です。
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防犯カメラ作動中

○補助率　　補助対象経費の2分の1以内

○限度額　　防犯カメラ1台につき　30万円まで
※当該年度中に付き原則1団体1回のみ

stepO　事前協議 6／1（金）～6／29（金）

step②　交付申請 7／9（月）～7／27（金）

step③　　事業着手・完了 8／6（月）～9／28（金）

※申請様式等は、新発田市ホームページからダウンロードできます。

※スケジュールは、変更になる場合があります。
詳しくは、問合せ先、又は新発田市ホームページで確認してください。



様式2（報道関係用）

報道資料
垂新発田市
　　平成30年5月7日

新発田市社会福祉協議会

「赤い羽根福祉基金第3回助成事業」における採択について

～孤立化による空き家の増加を予防する多世代参加型プログラムの開発～

採択された事業は、高齢者の孤立化による空き家問題の解決を図りながら、多世代によ

る地域づくりを進める取組です。

【ここがポイント！】

全国41都道府県194件の応募の中から、全国のモデル的な事業として、

新発田市社会福祉協議会の事業が採択されました。（全国で8件が採択）

【概要】

1事業名孤立化による空き家の増加を予防する多世代参加型プログラムの開発

　　　　　　～新たな社会貢献事業の開発に向けた協議・協働の実践と仕組みづくり～

2事業主体社会福祉法人新発田市社会福祉協議会

3助成額8，700，000円（平成30年度）

4事業年度平成30年度～31年度

　　　　　　※平成31年度の助成については、30年度の実績に基づき決定される予定

5事業内容

　社会的孤立から空き家に至るプロセスを連続的に捉え、つながりの再構築から終末期

であってもその人の尊厳が守られた暮らしの実現を図ることを目標とし、既存の見守り

などの事業を発展的に継続しながら、2つの実践プログラムの開発と協議体の組織化を

進めていきます。

①本人の意思に基づいた生活から終末期に至るまでのニーズ把握の機会づくり（相談支援）

②生前整理を通したつながりづくりとニート・ひきこもりなどの就労体験の機会づくり

③地域を基盤とした「社会的孤立に関する協議体の組織化」（行政・関係機関・専門職との連携）

※詳しくは、別添の資料をご覧ださい。

新発田市社会福祉協議会地域福祉課

～11i：言舌：0254－23－1000

担当：川瀬
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赤い羽根福祉基金第3回（平成30年度）助成決定事業一覧（新規）

部門
事業活動
　区分

都道府県 プロジェクト名称 団体名
助成決定額
　（万円）

東京都
困難を抱える子どものための宿泊支援
『WAKUWAKUホーム』事業

特定非営利活動法人豊島子ど
もWAKUWAKUネットワーク

480

①子ど
も・家庭

支援部

　門

L支援事
業・活動

東京都
孤立困窮した青少年に対するアウトリーチ・自

立支援モデルの構築 一般社団法人Colabo 700

皿基盤づ
くり、ネット

ワークづくり

東京都
子どもの貧困問題の理解者・支援者を増やす

為の学習活動推進事業
日本生活協同組台連合会 500

東京都
関係者・機関と連携し農福連携の普及・推
進・ブランド化を図る事業 全国農福連携推進協議会 400

③障が
い児・

者支援
部門

n基盤づ
くり、ネット

ワークづくり

東京都
発達障害当事者会と行政・支援者との全国
ネットワーク形成事業

発達障害当事者協会 256

愛知県
「重症児デイサービス」の設立’運営支援と
ネットワークの拡充事業

一般社団法人全国重症児デイ
サービス・ネットワーク

470

新潟県

孤立化による空き家の増加を予防する多世
代参加型プログラムの開発～新たな社会貢献事業の開発に向けた協

議・協働の実践と仕組みづくり～

社会福祉法人新発田市社会福
祉協議会

870

⑤地域
福祉部
　門

n基盤づ
くり、ネット

ワークづくり

兵庫県
塾に通えない中3生の為の学習支援を拡大し
ネットワークする事業

神戸市職員有志 148

（8団体助成総額3，824万円）



赤い羽根共同募金

ニュース・リリース

報道関係各位

〆註

㌧，川t！、

ltい1川，ド

　　　　2018年4月18日（水）

社会福祉法人中央共同募金会

中央共同募金会が実施する助成事業「赤い羽根福祉基金」

第3回（平成30年度）助成授与式を開催【4月24日く火）】

　　　　　　　　　こころざし　　’

社会課題解決の「志」を持つ助成決定団体のみなさんが、全国から集い交流します！

　社会福祉法人中央共同募金会（会長：斎藤十朗）では、平成28年度に「赤い羽根福祉基金」を

創設し、助成を通して社会課題の解決に取り組んでいます。

　第3回助成となる今年度は、全国41都道府県のNPO法人、一般社団法人、社会福祉法人、任意団

体等から計194件（応募総額10億6，1　74万円）の応募があり、審査委員会における審査の結果、8件、

3，824万円の新規助成を決定しました（1団体平均助成額は478万円）。

　また、本基金は最大3年間の継続助成としており、審査の結果、21件（応募総額2億677万円）、

1億3，500万円を決定しました（1団体平均助成額は約640万円）。これにより、平成30年度の助成

団体計29件に対する助成決定額は、計1億7324万円となりました。

　つきましては、第3回（平成30年度）助成授与式を下記により実施します。社会課題に対して

真摯に向き合い、工夫をしながら全国各地で取り組みを進めようとする団体のみなさんが集う助成

授与式を、ぜひ取材・紹介いただきますようお願いいたレます。

　※取材を　望される場合は、お手数ですが別添の取材　込書にて連　をお　いいたします。

◆助成授与式の概要

　日　時：平成30年4月24日（火）13：00～14：30
　会　場：全国社会福祉協議会　第3・4・5会議室

　　　　　（東京都千代田区霞が関3－3－2　新霞が関ビル5階）

【第1部

1．挨

2．祝

授与式】（13：00～13：40）
拶　　　　斎藤　十朗　　社会福祉法人中央共同募金会会長

辞　　　　上野谷加代子　　同志社大学　大学院社会学研究科

3．審査講評 和田　敏明

4．助成決定証書授与

5．謝　　辞　　　　助成団体代表

6．閉会挨拶　　 高井康行
7．記念撮影

（敬称略）

〔「醐根福祉基金」運営委員会委警誉叫

〔ルーテル学院大学　名誉教授「赤い羽根福祉基金」審査委員長〕

社会福祉法人中央共同募金会副会長

【第2部：懇　談】（13：40～14：30）　助成団体同士の交流や事業紹介等



「赤い羽根福祉基金」は、先駆的・広域的・継続的な活動への支援が特徴です。

　中央共同募金会「赤い羽根福祉基金」は、全国で共通する生活課題や福祉課題を解決する

ため、多機関と連携・協働しながら新たな社会資源を創出し、全国的な波及が期待される活

動に積極的に助成しています。

　今年度は、新規助成8団体と継続助成21団体への助成を採択しました。

第3回（平成30年度）助成事業について

　　本基金では、全国で共通する生活課題や福祉課題を解決するため、多機関と連携・協働し

　ながら新たな社会資源を創出し、全国的な波及が期待される活動に積極的に助成しています。

　　今回新規に助成決定した8事業のうち2事業をご紹介します。
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i◆団体名：社会福祉法人　新発田市社会福祉協議会（新潟県）　　　　　　　　　　　　　　i

i◆プロジエクト名称：孤立化による空き家の増加を予防する多世代参加型プログラムの　　　i
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

i　　　　　　　　　　開発～新たな社会貢献事業の開発に向けた協議・協働の実践と仕　　　i

i　　　　　　　　　　組みづくり～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8

ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t

i　地域の高齢者が最後をどのように過ごしていきたいのか、その意思を表明するためのツー　i
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s

lル開発を行います。平成30年度は地域に住む高齢者を対象に、生前意思の調査を実施し、　1
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

i生活上や資産管理における「不安要素」を明らかにします。また、浮き彫りになった課題に　i

i対して、地域の若者や障がい者が協働・参画し、高齢者への支援を行います。高齢者の孤立　i
’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

1化による空き家問題の解決を図りながら、多世代による地域づくりを進めていきます。　　　1
ハ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

i◆団体名：一般社団法人Colabo（東京都）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

i◆プロジエクト名称：孤立困窮した青少年に対するアウトリーチ・自立支援モデルの　　　　i
び　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

1　　　　　　　　　　構築　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t

’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オ

i　夜の繁華街に停車させたバスを拠点に・青少年へのアウトリーチや食事提供、相談、緊急　i

i保護受け入れを行います・将来的には他団体が地方でバスを使ったアウトリーチ活動ができ　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オ

1るよう運営マニュアルを作成、共有し、アウトリーチ活動を全国に広めます。家に帰らずに　1
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

iいる子どもたちを探し、声をかけ、つながることで、すぺての子どもたちが危険を回避でき　i

iるような地域になることをめざします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

○本件に関するお問い合わせ先

　社会福祉法人中央共同募金会　基金事業部（担当：土橋・小田）
　　〒100－0013　東京都千代田区霞が関3－3－2　新霞が関ビル5階

　　電言舌：03－3581－3846　　FAX　：03－3581－5755

　　お問い合わせEメール：kikin＠c．　akaihane．or．　ip

中央共同募金会「赤い羽根福祉基金」ホームページ
https：／／www．　akaihane．　or．　jp／kikin／



様式2（報道関係用）

◇新発田市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年　5月　7日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みらい創造課

NPO法人ユー＆ミーの会第2回食育活動表彰　　…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　te，NkXdi

「消費・安全局長賞」受賞！

　特定非営利活動法人ユー＆ミーの会の取組が、農林水産省主催「第2回食育活動表彰」

の「消費・安全局長賞」を受賞することが決定しました。

【ここがポイント！】

「食の循環」に基づく活動が全国でも優れた取組として評価されました！

新潟県内では初の受賞！

名　　称

主　　催

受賞部門

受賞団体

取組内容

表彰式

第2回食育活動表彰

農林水産省

ボランティア部門　消費・安全局長賞

　※ボランティア部門内の3部門、教育・事業者部門内の4部門から、

　　それぞれ農林水産大臣賞1点以内（計7点）、消費・安全局長賞2点

　　以内（計14点）が表彰される。

特定非営利活動法人ユー＆ミーの会（理事長：佐藤　恭子）

ゴミステーションの汚れや、身近なアレルギーから環境問題に着目し、

「今、できること」から活動を開始し、連携を広げ、食の循環によるま

ちづくりを進めている。ゴーヤのグリーンカーテンプロジェクトや、ゴ

ーヤ料理コンテスト、農作業体験等を通じ、食の循環サイクル（作る→

食べる→返す）を子どもたちにも分かりやすく伝えている。

日　時：平成30年6月23日（土）午後1時～
会場lJ：COMホルトホール大分（大分県大分市）

錨〃
問合せ先：みらい創造課企画政策係

担当：齊藤　　電話：0254－28－9530



様式2（報道関係用）

◇新発田市
平成30年5月7日
　　　　農水振興課

　春になったら新発田はアスパラガス
「食のアスパラ横丁、味めぐり」開催中

【ここがポイント！】

今年は新規参加店13店舗を含めた58店舗が参加します。

アスパラ新メニューはなんと33店舗！

「太くても柔らかく甘い」新発田産のアスパラガスを食べ歩こう！

【概要】

〔主　　催〕　　「食のアスパラ横丁、味めぐり」開催実行委員会

〔開催期間〕　　5月1日（火）～5月31日（木）
　　　■
〔内　　容〕

新潟県内ナンバーワンの出荷量を誇る新発田産アスパラガスを使った創作料理が楽しめ

る春の恒例イベント。今回で12年目を迎え、新規参加店13店舗を含む市内58店舗の

参加店で開催中です。

　今年もアスパラみどりカレーをはじめ、和洋中華のお食事系や一品料理、パンやスイー

ツまで堪能できるほか、継続参加店でも20店舗で新メニューが登場します。

　参加店で提供するアスパラガス料理1品につきシールが1枚もらえ、異なる店舗のシー

ル3枚1口で応募すると、抽選で素敵な景品がもらえます。

　詳しくは新発田市内の公共施設等に設置してあるパンフレット、または新発田市公式ホ

ームページで「アスパラ横丁」で検索してご覧ください。

　今が旬で一番おいしいアスパラガス。絶品の素材を活用したアスパラ料理を是非この機

会に食べ歩き、新発田の街と新発田産アスパラガスの魅力を存分にお楽しみください。

〔その他〕添付資料：チラシ1部

問合せ先：農水振興課　農業経営推進係　担当：片野

　　　　　　　　　　　　電言舌：0254－33－3108
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農協観光特別賞

月岡温泉旅館ペア宿泊券
（1泊2食付き）［1名さま］

GH

アサヒビール特別賞

アサヒクランマイルド

1年分［2名さま］

1．三応邸け20駐LコflE｝1リ：同

樽ヶ橋遊園ファミリー入場券全国共通すし券幽’

（大人2名十子とも2名）

［10名さま］

（10．OOO円）［5名さまユ

夢の国へご招待
有名テーマバーク（浦安）

1日パスポート券（ペア）

［2名さま］

DW　　　　　　　」ぞ夕’」三L二ετ竃

i
　　．．一一，・ノ，」】

温泉入浴券　　　　　　　新潟市水族館
（市内5つの日帰り温泉巡り・マリンピア日本海

目十10回分無科券）［8名さま］入場券〔ベア）［6名さま］

FW

匡

サントピアワールト

1日ゴールデンフリーキップ
（ベア）［3名さま］

新発田産和牛
（1kg）［5名さま］
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　　新発田のおいしいお米L’賞

　　コンテスト上位入賞米
　　（5kg）［5名さま］

．，y

声、
　　，c　　ヂ、己プ

・

」

●

t

　，　　　lt
＼I

r、2・．

’yVF

趣
・　．砲

爆皐
1．1．

新発田プランド　　　　　JA直売所お買い物券
お菓子セット［7名さま］　　（5，000円）［5名さま］

　　新発田市、帖内市、勘fi町
M賞　　定住自立悟焔内“産品

　　胎内市または聖籠町の
　　うまいもの［6名さま〕
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夢

アスパラと

自家製べ一コンの

手造りピザ…750円

㌶憲1ら励

アスパラと

春キャベツタンメン

… 950円

アスパラとチーズのせ

石焼きビピンバ

… 994円

yaklnlku　Dtning式や
●町2丁目13B6・1

tto254・24．7571

アスパラと

春キャベツタンメン

… 950円

製括屋食堂斬発田店
住吉町5丁目i2・e

⑰0254．26・5250

アスパラとベーコンのケークサレ

箇室コーヒーとケーキセット

U，’．5ee．m．・一綱固

ほっこりごっつおだいこんの花

三日市34

TO254・23．3000

　　　　　　．　OLEAFの色どリアスパラピラ7

　　　　　　　　日LEAFのアスパラ入リ
㎡　・
　　・　　　　　　　ホワイトソースドリア仕立て

」　　　　　　　　…各S64円

一・et6・LEA・
　　・　　　　　　■肪町1丁目9・2D
　　、一三　　　　・　　　　Z90254・28・303B

　　　　　　　　アスバラペーコンの

　　　　　　　　塩ラーメン…980円

rS’
ぺ　ぼ，：天維刑
　　　　　　　　口町1丁目2－12
　　　　　　　　呑0254．22．9577

アスパラと春キャベツの

和牛ホルモン妙め

… 980円

九州うまかもん禎丁九龍

中央町3丁目11・8

tto254会26．2110

海老とアスパラガスの
ブルーチーズ妙め

… 1．296円

申国菓館寓福
e宰町2丁目4・5
廿0254・24・7275

0アスパラと煮穴子天ぷら膳

　…1，e36円

日アスパラと鼠穴子天ぷら

　…972円

っいしん手紙

中央町3丁目5・7

廿0254．21．2950

．討

鷲召パラ國

とんかつ専門店

とんかつとんき
新栄町1丁目2・24

SO2S4・23・S50e

　　　　！！1Eアスパラ春一番
　　　　　．．t－…1，200円

　e　ぷ

山岳手打ちそば一寿
下小中山1n24・15
tto254．33．3’4eO

新発田産アスパラと

煩製チキンのパスタ

…1，296円

TRATTeRIA　ORAHARACUCE
（トラットリアオラハラクチェ）

月岡408月岡わくわくフ7一ム内

ま宝0254．21．6000

アスパラと野菜の
じゃが床巻き…721円

鮨和食ながしま
口肪町1丁目2・10

EO254・22・2275

ロアスパラコロッケ…50円

日アスパラポテトサラダ

　…200円

．1㌶∵食遍

アスパラ

パインカクテル…600円

竺聖・罐一
〔磁，㌫鷲団

アメニテビールーム

Base1（ペースワン）
中央町3丁目9・11ア1リスシャトーピル2F

ま30254・22・5860

D
＼

日㊥、

0アスパラ皐娼げ…120円
日アスパラ入リナポリタン
　（オレの1人前）…seo円

ダイニング居酒屋Shln〔シン）

中央町4丁目5・eスヵイビル2F
呑0254・23・1177

’ぷ1繍漂脇

購霧國
ミこ魂qアスパラの

　　　ごま味噌あえ…500円

仰食軍処腐八
刀劫用1丁目｝23
tte254・24・20ク7

0アスパラコロッケ…50円

臼アスパラポテトサラダ

　…200円

議鷺店厨
　　　　　アスパラの天ぷら
て⊇、…321円

鑑㌶：店＠

》
違霧㌶

〔
．さ

ピ．’　アスパラチーズタルト

，鉾ニ…190円

ら一めん処神華
中央町4丁目6・15

tto254．28・5101

アスパラベーコンの
塩チーズラーメン

… 980円

ら一めん魂とらまる
中田町1丁目1e19・1

奮0254．23．0311

丸ごとアスパラフライと

海老ひれ膳…1，598円

鑑㌶國
r 、肉まきアスパラ

…250円

露灘15鼠

天ザル中華…900円

割烹食堂川柳

月岡MM237
tto254．32．2e42

アスパラとカルボの

2撫一ヌ園

元㌶オムレツ圃

割烹谷川（Tanlk白wa）

中央町4丁目4・5

tto254・22’2190

斬じゃがとアスパラの

そ謡き　國

食堂居酒屋よし坊
×千町1丁目10
呑0254、22．2722

新晃田アスパラ

新糧蒸し…1，080円

（株）ホテル清風苑

月岡温泉278・2

む0254・32・2000

Dアスパラコロッケ…50円

日アスパラポテトサラダ

　…200円

たわら屋バイパス店

爾塚ノ目757．1

西0254－22．1333

，g－pt与譲潟ヱ，ル腱

　　　　　　　…540円

㌶蕊団

國躍．

・一アスパラガスの
　　　ジェラート…309円

なかの牧堪　natural　gelate

（なちゅらるじえら一と）

月岡40e月岡わくわくファーム内

OO254．32・0909

毒烏＝＝
　～ど
些．∫ヤざ
　　　‘．■－■．　　　
o　　　L－・ 怠鑑EPt

屯’ アスパラとタマゴ＆

ポテトのサラダサンド

… 330円

アスパラダムカレー

…500円

ランチぐみの木
中央町3丁目9・11アイリスシャトーピル1F

自0254・24．444e

アスパラみどリカレー

（スパゲッティ）…950円

コーヒーマリーナ煉瓦屋

中典町3丁目7・5

tto254・24．1941

アスパラダムカレー

… 950円

TAICOや（タイコや）

中央町1丁目2・1

看0254・28・6289

0アスパラみどリカレー・－1，leO円

日生＃まアスパラ・・540円

レストランインダス

大手町3丁目2・27

no2S4・28．8539

ロアスパラみどリカレー…e42円

日アスパラとふぐの

　コラボレーション…S50円

深層渇温泉紫雲の郷

口塚頂986
呑0254・41．1128

アスパラみどリカレー

… 1，000円

割烹志まや
伽●町1丁目1・1

SO254．22・2102

アスパラ

野菓肉つけ蕎麦

… 1，404円

ふのり薔麦串日げえびす

田肪町2・1・9ホテル丸井1F

魯0254・26・2876

鴇’・．轡嵩当
0どっさりアスパラとあεりのフt－…11000円
0アスパラベーコンチーズエvグトースト…1．100円

0アスパラのふわしゅわシフtンケーキ…3eo円

じじ6ヤリカフェ中替内甲47・23廿0254’2S’e70S

パン工房ぶるみえ
口町4T目1・25

eo254・23・15e5

アスパラコロッケ定食

… 500円

ふれあいセンター桜館
（道の駅加治川）

M岡t147
宕02駒．33．3175

アスペルジュ

プリムール…2，160円

アスパラと越後もち豚の

カレーピザ…1，000円

米蔵ココロ
（komegura　C。cor。）

×栄町7丁日03C泪水田内
DO254．26．737e

壷‘～，∵』嘘4eo254．27．8080

イタリア・パルマ産

生ハム巻きソテー
’” 864円 　國
La　Gemmalラ・ジェンマ）

新栄町3丁目3・28

，・
iミ陶

男気一本フライ

～笹川流れの頂垣～

… 2本550円

・「 ．楕丁へい
　　本町1丁目2・5

　　告0254・22・7555

　　’一　．．tlt’アスパラ櫛樟鶏
　　　．、　　　　　’　　…321円
　　　ノ

　　　，恐．聯一ドチェーン

娑ξ認編、
　助太刀｜

　アスパラ大福…140円

纂纂厨

蕊嘉ル適

i
1 0アスパラパウムクーヘン

… 1，000円

日スティックパームアスバラガス

…200円

（有）結城堂月の丘店

月岡40e月岡わくわくファーム内1

廿0254・21・60eo

1il作フランス料理

Montreux（モントルー）

中央町2丁目4・15

no254・26・1526

D牛肉とアスパラのピラフ
　”・11058円

日ベーコンとアスパラのピザ

　…1，296円

コーヒー＆レストランシド

新索町1丁日124
SO254．2S・7530

新発田産アスパラの

ミルフィーユ…660円

良東レストランUAuberge
（ローベルジュ）

菅杏1121－1

廿e254．29・3355

　アスパラの

tマヨネーズ焼き…700円

江戸分久作
中央町3丁目8・1

eo254．26．51e4

アスパラ櫛棒鶏

…321円

清水フードチェーン

熱、、、，國

Dアスパラ入リマドレーヌ・・130円

日アスパラ入リ

　イタリアンクッキー…540円

パスティチェリア

鑑鰯1舖
Dアスパラパウムクーヘン
　・・1，000円

日スティックバームアスパラガス

　…200円

（有）結城堂中央通り店

月岡温M231
む0254・32・1167

キリトリ

ロ未め十りスタンプ゜：ラリー 応募シール台紙

フリガナ

氏名 年齢

期間巾に、参加店舗のアスパラメニューをご注文の方に応募シールを1枚

進呈いたします。異なる店舗のシールを3枚を貼りご応募ください。

（同一店舗は無効になるため、ご注意ください。）

電話（
）

住所

〒

台紙をかえて2口以上の応募もOK（複数当週はあIJSLrん）お預かUした情報は、この抽選以外には

使用いたしません。抽選の結果は溌送をもってかえさせていただ芭ます。



様式2（報道関係用）

◇新発田市
平成30年5月7日
　　　　農水振興課

　　　　　　　「ふとっパラプレミアム」限定販売中

「太い！」「甘い！」「柔らかい！」幻のアスパラガス「ふとっパラプレミアム」発売中！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瞬湊曝伽嫌も⌒．

〔販売場所〕　JA北越後農産物直売所（新発・田市島潟弁天1449－1）

〔販売金額〕　1本／280円　※幻のアスパラガスのため、入荷しない場合があります。

〔内　　容〕

　5月のみに収穫され、50円玉ほどの太さがあり、太い、甘い、柔らかいの3拍子揃っ

た新発田産のアスパラガス「ふとっパラ」は今年も市内7店舗で販売中です。

　その「ふとっパラ」をはるかに超える大迫力の極太アスパラガスが『ふとっパラプレミ

ァム』。魅力はなんといっても重さ70g以上で太さは500円玉ほどという驚きのプレミ

アサイズ。他のアスパラガスとは見た目で違いが一目瞭然です。

　一本でも食べ応え抜群なので、豪快にアスパラバーベキューも楽しめます。

　春先にごく少量しか採れないため、日によっては入荷しない場合もあるという、まさに

『幻のアスパラガス』。出会えた時がチャンスです！ぜひ体験してみてください。

〔その他〕添付資料：詳細資料、パンフレット各1部

【ここがポイント！】

幻のアスパラガス「ふとっパラプレミアム」

今年も期間限定販売！

問合せ先：農水振興課　農業経営推進係　担当：片野

　　　　　　　　　　　　電話：0254－33－3108



別紙詳細資料

ふとっパラの概要

○「ふとっパラ」の特徴

　A品で重さにして40g～49．9gのアスパラガス

　　　　　　　　　【太さ：直径1．8・cm～2．Oc皿（参考

○販売価格

○販売期間

○販売場所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　：50円玉程度）】

店舗による（1束＝3本）

5月1日（火）～5月31日（木）

セキカワカナモノ　大手町1－1－1

寺町たまり駅　　　諏訪町2－3－2，8

JA北越後農産物直売所　島潟字弁天1449－1

ウオロク　緑店　　緑町3－3－23

ウオロク　東新町店　東新町4－21－24

ウオロク　住吉店　　住吉町4－1－21

ウオロク　コモ店　　舟入町3－12－11

ふとっパラプレミアムの概要

○「ふとっパラプレミアム」の特徴

　A品で重さにして70g以上のアスパラガス

　　　　　　　　　　　　　【太さ：直径2．5cm（参考：500円玉程度）】

○販売価格　　1本280円

○販売期間　　5月1日（火）～5月31日（木）

○販売店舗　　JA北越後農産物直売所　島潟字弁天1449－1

　※幻のアスパラガスのため入荷しない場合あります。



様式2（報道関係用）

ケ しばた“つながる”デザイン展

　～新発田・新発見1～

◇新発田市
平成30年5月7日

　　　商工振興課

デザインで新発田を『元気に』、『笑顔に』、『楽しく』、『健康に』、『オシャレに』といった色々

な『思い』をギュソと詰め込んだイベントです。

【ここがポイント！】

新発田に“つながり”があり活躍しているデザイナーやクリエーター、コ

ーディネーターたちがヨリネスしばたで“つながる”デザイン展！

また、飲食コーナーやワークショップなども盛りだくさん。どなたでも楽

しく過ごせます。

【概要】

第一会場　ヨリネスしばた1階　札の辻広場

　　　　　会期：5月27日（日）午前10時～午後4時30分

第二会場ヨリネスしばた7階市民ギャラリー

　　　　　会期：5月25日（金）・26目（土）、27日（日）

　　　　　午前ユ0時～午後5時（最終日は4時30分まで）

内　　審

　①デザイナーたちによる作品の展示

②ワ・一一・クショップ（砂絵アート、花のアレンジメント、鳥の声木笛など）

　③ニコタン（新発田ガス）のふわふわ遊具
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②～④は27日（日）のみ
　④飲食コーナー（ラジェンマほか）

第一会場参加予定団体等（打診中も含む）

　新潟職業能力開発短期大学校・菊水酒造・しばうま本舗・新発田ガス・HANAMO・

　兵左衛門（篠田有里）・新井田塗装店・ラジェンマ・実行委員会メンバー

第二会場参加予定者（☆印は実行委員会メンバー）

　曾田大輝・板谷越亜里・鈴木直之・☆高橋京子・☆高橋智志・☆寺田雄一・☆丙村純子・

　松田英幸・☆南澤厚・森田徹・☆吉原悠博（50音順）

イベント主催者：しばた“っながる”デザイン展実行委員会（SODデザイン内　B24－5121）

纒〆
情報提供に関する担当：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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展示・販売・ワークショツプ
●新潟職業能力開発短期大学校ワークショップ＝「ものづくり体験」

●小林ミドリ竹籠店x佐藤知映　ワークショップ＝竹籠編み

●HANAMO　ワークショップ＝フラワーアレンジメント
●HAPPINESS　ワークショップ＝砂絵・コサージュ・パードコール
●ワイ・エム・ケー畏岡×高橋智志　簾家具・簾編みの実演

●株式会社兵左衛門×篠田有里　お箸のデザイン
●ニコタンの新発田ガス　ニコタンと快適ガス衣類乾燥機の紹介

●Marucho　Artミュゼ×安藤千夏ステンドグラス
●フードパンクx鈴木八寿恵ポスターワークショップ＝ぬり絵
※ワークショップは、事前申し込み受付の場合と、当日の受付順の場合とがあります．

　また、それぞれのは内容によって、参加料（材料費・実費）が異なります。

飲食もできるコーナー
●ラ・ジェンマの「バニー二」（イタリアの焼きサンドイッチ）

　X松田英幸のイタリアレモン画
●なちゅらるジェラート　中野葵代子写真展示とジェラート

●SUN．COタイ風塩焼きそば！Paradiso＆SUN．coコラポTシャツ

第1会場：新発田市役所1階　札の辻広場
会期：5月27日（日）午前10時～午後4時半e
●主催：しばた“つながる“デザイン展実行委貴会●共催：新潟職業能力開発短期大学校●後援：新発田市・一般社団法人新発田市観光協会・エフエムしばた

・　　　°：：　　・　　　・㌃

周辺に、新発田市役所の公共の第1～3

駐車場があります。駐車券をコンシェル

ジェ・カウンターか守衛室へお持ち下さ

い。無料処理してもらえます．

口

　　　　　　　≠’　　　　t／　　　　ξ

第2会場：市役所7階市昆ギャラリー　しばた“つながる”’ザイン展

11人のデザイナー＆クリェーター作晶■　　実行委員会代K喘人

午前1麟綴蕊躍三憲蕊竃灘
　　　　　　　　　　　　　　　　　Emall：takahashi＠sod－deign．cojp

第3駐窺場　■刺所■斬屍田■

　　　　願開畠

遍耀厭・
　　　　　　　　　JB研蜘駅レ

　　　　お問い合わせ
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様式2（報道関係用）

◇　　新発田市
　　　　平成30年5月7日
　　　　　　スポーツ推進課

　　　　　　　　　　　　スポーツで「人づくり・夢づくり」事業

『指導中におけるパワハラの撲滅に向けて

　　　　　～これからの時代の指導法を考える！～』講演会を開催します。

　スポーツ界、特に未成年者へのパワハラが度々問題になっています。勝つことも大切ですが、ス

ポーツ本来の目的である「楽しむ」ことが一番大事ではないでしょうか。

【ここがポイント！】

　指導者の思わぬ一言、行動が選手を傷つけ、そして最悪の場合、

選手自ら命を絶つこともあります。悲しい出来事を繰り返さないた

めに、これからの時代の指導法を考え、適切な選手との関わり方を

学びませんか。

【講演会概要】

1

2

3

4

5

6

7

日　　時

会　　場

定　　員

対　　象

講　　師

申込期間

その他

平成30年6月2日（土）19時～20時50分（受付18時～）

新発田市生涯学習センター講堂

先着300名　＊定員になり次第、申込を終了します。

どなたでも

渋倉　崇行　氏（桐蔭横浜大学大学院　准教授）

平成30年5月23日（水）　17時まで

申込方法、講師プロフィールなどの詳細は添付のチラシ参照

問合せ先：スポーツ推進課　村山　EO254－28－9660



　　　　　　　　　　　　　スポーツで「人づくり・夢づくり」事業

『指導中におけるパワハラの撲滅に

～これ迦’の時代の指導法を考える
　　　　　　　　　　　礁

　昨今、スポ」1以指　　’＾i’

一 ツ界でぱ、t！！＋－w・
い余って体罰や言葉1きΣる

・一 ‘K・一．．．一＝t．r　¢

’－T’ 　←一一一・●

向けて

の行き過ぎ走言動が、度々問題になってします。

遣会

N

　　　　　　　　　　　　　蹴騒熟≧…設鑑三嶽謬難した言動

から、選手の心を傷つけていることが現実の問題としてあり「スポーツ離れ」「スポーツ嫌い」が起きている要因

の一つかもしれません。

　では、指導者は選手とどのような人間関係を築いていけばよいのでしょうか。

日　時：平成30年6月2日（土）1

会　場：新発田市生涯学習センター講

定　員：先着300名　＊定員1二なり次第申蜻譲7ぼ亮

本のスポ

対　象：どなたでもお申込いただけます。

“’

時～）

講師　渋倉　崇行（しぶくら　たかゆき）

【桐蔭横浜大学大学院　スポーツ科学研究科　准教授】

フロフィール
　1972年1月生まれ、新潟県新潟市出身。県立新潟南高等学校3年1［寺に

　第7］回全国高等学校野球選手権大会（夏θ）甲子園）に投手、4番打者として出場。

　平成元年度優秀選手（財団法人日本学生野球協会）。

1≡1本大学文理学部体育学科卒業、新潟大学大学院教育学研究科修了。名古屋大学大学院教育発達科学研究科1専士（後

期）課程修了。博士（心理学）。新潟工科大学助手、新潟県立大学准教授等を経て、現在は桐蔭横浜大学大学院スポーツ

科学研究科准教授。

　また、20ユ4年12月一般社団法人スポーツフォーキッズジャパンを設立し、代表に就任。専ll『はスポーツ心理学。

日本スポーツ心理学会認定スポーツメンタルトレーニング指導士。一般社団法人1≡1本アンガーマネジメント協会認定ア

ンガーマネジメントファシリテーター。平成26年度1≡1本体育学会学会賞受賞（一般社団法人日本体育学会）。

研究活動としては、指導者と部員との人間関係に大きな関心を持っている。具体的には、部員の心理的ストレス、ライ

フスキル、指導者の負担感、保護者の負担感に関する研究を行っている。近年は、青少年スポーツ指導者の指導力を育

成する教育プログラムを作成し、実践している。

　また、フィリピン・セブ市の貧困層児童に対してスポーツ教育を実施しているNPOの支援活動も行っており、主に

教育プログラムの開発と指導者の教育を手がけている。「スポーツで世界の子供に笑顔を届ける」をモットーとして、

1≡1々、研究と実践にZ奮闘中である。

申込方法：申込期間中に、下記の申込先まで電話でお申込下さい。
　　　　　　　その際に，氏名・性別・年齢・連絡先等をお聞きいたします。

申込期間：平成30年4月24日（火）～5月23日（水）　8：45～17
　　　　　　　（土日祝祭日を除く）

申込／問合せ：新発田市スポーツ推進課　0254－28－9660

主 催：新発田市スポーツ・カルチャーツーリズム推進事業実行委員会



様式2（報道関係用）

◇新発田市
平成30年5月7日

　　　商工振興課

しばた軽トラ市～札の辻マーケツト～

札の辻広場でお馴染みの「しばた軽トラ市」が、装い新たに開催されます。

【ここがポイント！】

昨年、毎回2千人の来場者が訪れた「札の辻広場」の定番イベント「し

ばた軽トラ市」が、5月から始まります。

今年は、12月まで全7回の開催を予定しています。

また、各回それぞれ趣向を凝らした催し物を予定しており’s第一回目

は、キッズ限定もちまきが行われます。

【概要】

1、日

2、場

3、内

時：平成30年5月20目（目）

　午前10時一二午後1時

所：札の辻広場、札の辻ラウンジ

容：【販売】

　　・地場産野菜

　　・フード，（ケータリングカー等）

　　・手作り雑貨　　など

　【5月催し物】

　　・キッズ限定もちまき（12時～）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※平成29年12月開催画像

4、イベント主催者：しばた軽トラ市実行委員会（事務局：新発田市専門店協同組合）

　　　　　　　　電話：0254－22－3053

纒〆
情報提供に関する担当：商工振興課 まちなか活性化係　担当：窪田

　　　電話：0254－28－9650



様式2（報道関係用）

剣龍峡山開き・安全祈願祭

◇新発田市
平成30年5月7日

　　　観光振興課

【ここがポイント1】

　銀閣寺等の名園を修築した庭師田中泰阿弥師が清水園修復の際に

立ち寄った荒川剣龍峡の山開き・安全祈願祭が行われます。

【概要】

1．日　時：平成30年5E20日（日）安全祈願祭は午前8時～

2．会　場：剣龍峡東屋前広場（新発田市荒川）

3．概　要：登山客の安全を願う祈願祭を実施

4．主　催：荒川剣龍峡登山道安全祈願祭山開き実行委員会

5．参加者：荒川集落・市内山岳団体、一般登山者ほか

問合せ先：新発田市観光振興課

担当：水島

電話：0254　L　28・9960



様式2（報道関係用）

二王子岳山開き安全祈願祭

◇新発田市
　　平成30年5月7日

　　　　　観光振興課

（一社）新発田市観光協会

日本二百名山「二王子岳」

【ここがポイント1】

日本二百名山の一つに数えられる二王子岳の山開きが二王子神社で

行われ、1年間の二王子岳登山者の安全を祈願します。

【概要】

1．日　時：平成30年5月27日　（日）7：00～（受付6：30～）

2．会　場：二王子神社（新発田市田貝）

3．概　要：登山客の安全を願う祈願祭を実施。

4．主　催：一般社団法人　新発田市観光協会

一一一・一一．－－h siS・3

問合せ先：（一社）新発田市観光協会

担当：中山

電話：0254－26－6789



様式2（報道関係用）

報道資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年5月7日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農水振興課

　　　　　　　さかなまつり2018「網はずし体験会！」

毎年好評いただいている「さかなまつり」。今年は、「毎月第1日曜日はおさかなの日！」

と題して、毎月第1日曜日に「さかなまつり」を開催しています。（4月～10月）

【ここがポイント！】

今年度から毎月第1日曜日は「おさかなの日」として、様々なイベン

トを実施します（10月まで）。6月は「網はずし体験会！」を開催。

網にかかった魚介類をはずした分だけお持ち帰りできます！

【概要】

1　日　時　　平成30年6月3日（日）午前9時～

2場所　新鮮おさかな市場（藤塚浜3585－464）

3　参加費　　700円

4　申　込　　5月8日（火）から29日（火）までに農水振興課へ電話申込

5　その他（新鮮おさかな市場について）

　「新鮮おさかな市場」は藤塚浜の松塚漁港で水揚げされた魚介類を漁師自らが加工・

　販売する魚介類直売所です。毎週土・日の午前9時から正午まで営業しています。（4月

　～10月）

　【参考】網はずし体験会で使用する網は刺し網です。

　　　（刺し網漁法…魚の通り道に帯状の網を仕掛け、その網に魚を絡めてとる漁法）

※詳しくは、別添のチラシをご覧ください。

遍〃
問合せ先：農水振興課生産振興係　　担当：日水

　　　　　　　　　　　電言舌：0254－33－3108
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ワンコイン（500円）で、

魚を詰め放題！（宗八ヵレイ、・・タ・・タ、黒ヤナギ等）

■営業時間／9～12時（さかな詰め放題はなくなり次第終了）

■販売品目／海鮮炊き込みご飯

もちろん、とれたて鮮魚、自慢の干物なども販売します

　　　　0

あんこう

まつり▼

あんこっの吊し切りショー＆即冗百

先着50名様に、カナガシラの無料配布あり！（9時から整理券配布）

■営業時間／9～12時（あんこうの販売はなくなり次第終了）

■販売品目／あんこう、とれたて鮮魚、自慢の干物など

　　　　　　カニ・タコ・ツブ貝もある、かも…？

おさかな市場は、

　　　　　ぜ’

彦…＼

地元で水揚げされた魚介類を漁師
自らが加工・販売する松塚漁港の直

売所です。めずらしい魚介類もあり

ますので、オススメの調理方法をお

伝えします。絶品の干物はから揚げ

にするとおいしい魚種もありますよ。

30年度オーブン！

参年もお椿銘せ心まも1に！

NNJ！1ii11＝ii

声

／て：）、、「松塚」の名前の由来について

1＼ご竺／灘蕊驚罰麿㌶㌶鑑翌竃罐娼
　　　　月、村域を二分割して北蒲原郡紫雲寺村と合併し、紫雲寺町となりました。

　　　　松塚漁港の「松塚」は、当時の名残りを残す唯一の場所となっています。

地引き網会場

松塚漁港＼

新鮮おさかな市場

　　　竃禦鶴　　　㌔．
　　　　　　　／H’”’、．声．＝

　　　　　ノ／ノ
笥議「＼

ZIE－’．tコ　図

会場前に広い駐車場があります！



よらねかねおさかな市場

毎月第一日曜日は、おさかなの日1

　　　　◎

2か月連続企画

■事前申込制／7／1（日）開催分　6月5日（火）～26日（火）までに下記へお電話くださCl）δll，1

5蓼纏藁i8／5（日）　P”S　f9　tSjN　7月3日（火）～31日（火〉までに醐騨く鱗㌻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※天候等により、中止となる場合がございます。

ぶ、

疑

崇，

　　　　0

ワタリガニの特売会！6識鑑；り／

ワタリガニと秋の旬の魚の特売会！

■営業時間／9～12時
■販売品目／力二、とれたて鮮魚、自慢の干物など

　　　　　◎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぱ

塩引き鮭作り教室！
松塚漁港め漁師が教える、塩引き鮭作り！

作った塩引き鮭は、持ち帰れます。

■営業時間／9：X」　1　2時（塩引き鮭作り教室は、9時～）

■事前申込制／9月4日（火）～10月2日（火）までに下記へお電話ください。

■定員／20名
■参加費／2，000円（鮭など、材料代として）

お問い合わせ・事前申込はこちらまで

新発田市農水振興課
受付時間9：00～17：00（平日のみ）

主催　松塚漁港利用協議会新鮮おさかな市場部会

共催　新発田市、新発田市食料・農業振興協議会、

　　新潟漁業協同組合北蒲原支所

［ホームページ］新潟県新発田市

URL　http：／／city．shibata．lg．jp

4月轟硫…15這篇朝市16繭朝市・…7月め定期硫8月の藷鱗9月轟磁llT6薩輔

窃仙幾僻田不可・ 為仙舷僻田不可 溺硫券併用不可 ※他券併用不可 ※他券併用不可 ※他券併用不可 ※他券併用不可



様式2（報道関係用）

◇新発田市
平成30年5月’7日

　　　　中央公民館

平成30年度第48回春季趣味の展示会

趣味活動を通じて、作り育てた作品や団体活動の発表する場として、趣味の展示会を開催

しています。

【ここがポイント1】

　2週連続開催！　12日・13日に山野草を展示、

盆栽・自採石を展示します。ぜひご覧ください。

【概要】

所

催

催

19日・20日に

平成30年5月12日（士）・13日（日）

山野草を展示します

平成30年5月19日（土）・20日　（日）

盆栽・自採石を展示します

午前9時～午後4時

新発田市生涯学習センター

趣味の展示会運営委員会、新発田市中央公民館

新発田市文化団体連合会

※入場無料

※写真は、昨年度の様子です

縄〆

問合せ先：中央公民館事業係

　　　　（生涯学習センター事務室内）担当；奥村

　　　　〒957－0053　新発田市中央町5－8・47

　　　　TEL：0254－22－8516
　　　　FAX：0254－22－1977



　　　　春

5月12日（土）・13日（日）

9：00～16：00新発田市生涯学習センター

主催／趣味の展示会運営委員会、新発田市中央公民館

　　｛ζ

　　〈

　v，．i■iilb

さ

〉、



様式2（報道関係用）

◇新発田市
平成30年5月7日
　　　　中央公民館

新規事業

家族のつどい「山菜採り＆クッキング」を実施

　自然豊かな赤谷地域で、山菜採りやクッキングなどの活動を通して感動を共有し、家族

のきずなを深めたり、参加者同士の交流を図ったりします。

【ここがポイント！】

　「採って」「作って」「食べる」

・タラの芽、うど、こごみ、あづきななどの山菜がいっぱい

・ 地元住民や料理屋の調理人などその道のプロが直接指導

【概要】

1　日　時

2　場　所

3　対　象

4　指導者

5　内　容

平成30年5月12日（土）9：30～13：20

新発田市青少年宿泊施設「あかたにの家」

滝谷森林公園（デイサイト）

小中学生がいる家族30名

山菜採り：滝谷在住の佐久間秀治（山菜名人）

調理：「鳥はし」の佐藤正剛（ピザ名人）

・ 山菜採り（滝谷森林公園内デイサイト）

・ 調理（あかたにの家）

・食事（あかたにの家）

錨〃
問合せ先：中央公民館社会教育係

　電話：0254－22－8516

担当：荒木



小雨決行

滝谷森林公園（デイサイト）

あかたにの家

午前9時30分から
　　午後1時30分まで
酬新発田市生涯学習センター
　　　　行き：午前8時30分発

　　　　帰り：午後2時00分着
　　※送迎パスを利用されない場合は

9時15分までS：「あかたにの家」に集合

小・中学生とその家族

新発田市中央公民館

電話0254－22－8516
申込期間

おひとり700円

先着30名

滝谷在住の佐久間秀次さん

睡l　　　et’gλ！1
「鳥はし」の佐藤正剛さんほか

3月22日（木）午前9時00分から

4月10日（火）午後5時00分まで

動きやすい服装、帽子、長靴、内履き、雨具、

エプロン、軍手

　　クッキング〔11時35分～12時40分〕
　　・山菜を使った料理（天ぷら、炊き込みご飯、山菜おひたしなど）

　　※事前に用意した山菜を使って調理します。
　　・ピザ料理（子どもたちは楽しくピザ作り体験）

　　昼食〔12時40分～13時30分〕
　　・山菜料理やピザ料理を堪能

［主催］新発田市教育委員会中央公民館（新発田市中央町5－8－47生涯学習センター内）電話0254－22－8516



様式2（報道関係用）

◇新発田市
平成30年5月7日
　　　　中央公民館

平成30年度市民釣り大会

新発田ヘラ鮒研究会と新発田市中央公民館が主催する市民釣り大会です。

【ここがポイント！】

釣り好きの方、腕試しをしたい方、初心者の方も大歓迎！

どなたでもお気軽にご参加ください♪

【概要】

1　日 時

2　場　　　　所

3　部門／参加費

4　競技規則

5　対　象　魚

6　　　賞

7　持　　ち　物

8　申　し込み

9　主

10　協

催

賛

平成30年5月20日（日）

午前6時45分～正午（受付：午前6時30分～）

五十公野公園内　升潟

一般の部（高校生以上）　500円

少年の部（小・中学生）　200円　※当日集めます

・釣り場は当日抽選で決定

・ 手竿2本まで、投げ釣り禁止

フナ、コイ

目方賞、大物賞、外道賞

※参加者全員に参加賞があります

釣り具、雨具

下記に直接またはお電話でお申し込みください。

《申込締切》平成30年5月13日（土）午後5時まで

新発田ヘラ鮒研究会、新発田市中央公民館

（株）サンライン、（株）モーリス（VARIVAS）

錨〃
問合せ先：中央公民館事業係

　　　　（生涯学習センター事務室内）担当：松田

　　　　〒957－0053　新発田市中央町5・8・47

　　　　TEL：0254－22－8516
　　　　　FAX：0254－22－1977



ム
年もやります．

　　　　　　　　　A

　　　　　　朝6時45分～正午（受付6時30分～）

ところ：升潟（五十公野公園内）

◆持

◆申

◆主

◆協

◆部門／参加費：一般の部（高校生以上）　　500円
　　　　　　　　少年の部（小・中学生）　　200円

◆競技規則：釣り場は当日抽選で決定
　　　　　　　　手竿2本まで、投げ釣り禁止
◆対　　象　　魚：フナ、コイ

◆　　　賞　　　：目方賞、大物賞、外道賞

　　　　　　　　参加者全員に、参加賞があります♪

　　　　　　物．釣り具ぢ

込 み：下記へ直接、またはお電話でお申し込みください。

催：新発田ヘラ鮒研究会、新発田市中央公民館

賛：（株）サンライン、（株）モーリス（VARIVAS）

陸ヨ　升潟でたくさん魚を釣りたい！

　　しかけ作りのコΨを紹介します♪

・竿・・36m～　　・パリ・5～6号
・ 糸・・1号　　　・ハリス・05号
・エサ・グルテン（ヘラブナ）

　　ミミズ（コイ、マブナ）

【申込み／問合せ先】

中央公民館事業係（生涯学習センター事務室内）

〒957－OO53　新発田市中央町5－8－47

E22－8516

申込締切　5月B日（日）

，　⑳，　》β　蕩，　》P’蕩nl》が　》，1，）D）



様式2（報道関係用）

◇新発田市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年5月7日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央公民館

　　　　　　　　「文芸しばた」第44号作品募集

新発田市の文芸の発展を目指して、創意あふれる文芸作品を募集します。

【ここがポイント！】

自分の作品が本に載って販売される！テーマは自由1

日頃感じている様々な想いを作品に綴ってください。

【概要】

　平成30年5月7日（月）～6月29日（金）

　市内在住・在勤・在学、または新発田市にゆかりのある小学生以上の方

募集部門

①詩②短歌③俳句④川柳⑤随筆【エ・セィ】⑥小説（童言舌を含む）

応募方法

　・作品応募票に必要事項を記入し、応募用原稿用紙に清書した作品と一緒に

　提出してください。

　・生涯学習センター、市民文化会館、地区公民館、イクネスしばたに応募箱

　　を設置します。郵送、メールによる応募も可。

　・募集要項、応募用原稿用紙は、市ホームページからダウンロードできます。

　※詳細は、市ホームページに掲載します。

問合せ先：中央公民館　事業係　担当：高井

新発田市中央町5・8－47　電話：0254　一　22－8516



あなたの作品が
　　　　　本に載ります！

想いを綴ってみませんか？
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募醐間：5月7日（月）～6月29日（金）
　　　　　　　　　午前9時から午後5時まで　※期日厳守

　新発田市の文芸の発展を目指して、創意あふれる文芸作品を募集します。

　日頃感じている「喜・怒・哀・楽」のさまざまな想いを作品にしてください！

　大切な人へ、家族への感謝、仕事、恋愛など、テーマはなんでもOKです！

　作品は、10月19日刊行予定の「文芸しばた第44号」に掲載します。

　たくさんの応募をお待ちしています！

募集部門

①詩　②短歌
⑤随筆【エッセイ】

［応募資格］

次のうちから1人2部門まで応募できます。

　　　　　③俳句④川柳
　　　　⑥小説（童話を含む）

市内在住・在勤・在学、または新発田市にゆかりのある小学生以上の方

作品応募票に必要事項を記入し、応募用原稿用紙に清書した作品と

一緒に提出してください。

※詳しくは募集要項をご覧ください。市ホームページからダウンロードできます。

［主催】新発田市中央公民館　　供催】新発田市文化団体連合会

［問い合わせ先］中央公民館事業係（生涯学習センター内）TEL　0254r22－8516


