
新発田市　平成30年度　第3回定例記者会見

1　日　時　　平成30年6月1日（金）午後1時30分～

2場所　ヨリネスしばた501会議室
3　内　容

　O新発田市版「ヘルプカード」の配布開始

　O新発田市・胎内市・聖籠町定住自立圏婚活支援事業

　○「食の循環によるまちづくり」の新たな取組がスタート

　○旧新潟製油新発田鉱山の廃坑に伴う要望書の提出

　○小・中学校の防災教育について

　O「しばたあやめまつり」及び「あやめ茶会」

○「とらい夢カップしばたかけっこチャレンジ2018」

O「グリーンカーテンエコプロジェクト2018inしばた苗植え式」

○めざせ100彩「しおかぜウォーク」

O「さかなまつり2018『海岸清掃＆地引き網体験会』」

O「蕗谷虹児の花嫁展」

O市島邸企画展「アートギャラリー市島邸」

O「新発田あやめ寄席」　　　　　　　　　　　　　　・

O「手工芸・水墨画展、いきいき作品展」

O市民教養講座「金魚台輪をつくろう！」

O「ライトミュージックコンサート2018」

O「市民コンサート2018」

○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～」

O「歯科無料健診と相談」
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様式2（報道関係用）

報道資料 　が難新発田市
平成30年6月1日

　　　社会福祉課

「ヘルプカード」の配布を開始します！

障がいのある方などが、災害時や日常生活の中で困ったときに、必要な支援を周囲に

求めやすくするための「ヘルプカード」を配布します。

【ここがポイント！】

　新発田市版「ヘルプカード」は、県内で初めての取組として

　視覚障がいの方にも配慮した点字付きカードも作成します。

【概要】

1　ヘルプカードとは

　あらかじめ自分の情報や配慮してほしいことなどをカ

ー ドに記入しておき、いざというときに提示することで

　「支援が必要な人」と「手助けをする人」を繋ぎます。

　また、災害時の備えや、家族の安心にも役立ちます。

あなたの責撮が必要です⑲

ヘルプカード

一” ぺ　縫由市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新発田市版「ヘルプカード」

2　対象者

　　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者、難病患者、

　　その他必要とする方（妊婦や高齢者など）　　　　　　　　．・

3　配布場所

　市役所本庁舎、各支所、新発田市生涯学習センター、新発田市市民文化会館、

　　イクネスしばた、ボランティアセンター等

4　周知方法

　　チラシを市内全戸配布するとともに、市内の医療機関や障がい者関連施設等にボス

　ター等の掲出を依頼します。

※詳しくは、別添のチラシをご覧ください。

錨〃
問合せ先：社会福祉課障がい支援係　担当：太田

　　　　　電話：0254－22－3030（内線1276）
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　しょう　　　　　　　　　こま　　　　　　　ひと　　　　まわ　　　　しえん　　もと

　障がいなどで困っている人が、周りに支援を求めるためのカードです。
　　　　　　　　　　はいりよ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　inが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　にゅう

　あらかじめカードに配慮してほしいことやお願いしたいことを記入しておき、いざ
　　　　　　ていじ　　　　　　　　　　　　しえん　　ひつよう　　ひと　　　　　　てだす　　　　　　　ひと
というときに提示することで「支援が必要な人」と「手助けをする人」をつなぎます。

　　　　　　　　　　　　なに　　　　　こま　　　　　　　　　　　　　　　　　　こえ
・ 「どうしましたか？」、　「何かお困りですか？」と声をかけてください。

あいて　 つた　　　　　　　 たし　　　　　　　　　　　　　　はな
・ 相手に伝わっているか確かめながら、ゆっくりと話してください。
　　　　　　　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　だす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か
・ 「ヘルプカード」を持っていれば、そこに手助けしてほしいことが書かれています。

　　　　　　　はんい　　　てだす　　　　ねが
あなたのできる範囲での手助けをお願いします。

へ　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　L　　　　　　　　　　　　　　l

　しょう　　　　　　とくせい　　　　　　　　　ひつよう　　　しえん　　はいりよ　　さまさま　　　　　　ちょうかくしょう　　　　　　ないぶしょう

　障がいの特性によって、必要な支援や配慮は様々です。聴覚障がいや内部障がいな
　　がいけん　　　　しぷう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ　　　　　　　　　　ばあい　　　　おんせいさのうしSう　　　　　　こえ　　だ

どで外見では障がいなどがあることが分かりにくい場合や、音声機能障がいで声を出
　　　　ばあい　　　　　　　　　　　　　　　　　　つうじょう　　　　ごと　　　　かんきょう　　ふあんてい

しづらい場合があります。また、通常とは異なる環境で不安定になっていることもあ

ります。

　ひなんせいかつ
・避難生活で

はいりs

配慮してほしいとき
あんぜん　　 ひなん

・ 安全に避難できるように

　　　　　ほっ　L「
・ パニックや発作1こ　　¶　⇔p，p

なってしまったとき・、

・
遣に麸ったとき

・ ちょっとした　　　害
　て　だす

手助けが
ほしいとき　“× 楓

《砂競炉欝鍾翼違磯簿鎚劉
　　し　ば　た　し　しVかいSく　し　か　　　　　　　　　　　　　　　し　ば　ノこ　しちlbうおうちsう

　新発田市社会福祉課　〒957－8686新発田市中央町3－3－3
　　　　　　　　　　　　　だ　いひLう
　TELO254－22－3030（代表）FAXO254－21－1091



　　は　い　　ふ　　た　い　しょう　し　ゃ

圏配布対象者
　　しんたいしょうがいしゃてちょう　　りxういく　てちよう　　せいしんしようがいしゃ　ほけんふく　し　てちょう　　　　も　　　　かた

　　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、
　　なんびょうかんじゃ　　　　　　　た　ひつよう　　　　　　　かた

　　難病患者、その他必要とする方

　　は　い　　ふ　　　　ば　　し　よ

圃配布場所
　　し　ば　た　しゃくしょ　　かくししょ　　し　ば　た　ししようがいがくし　う　　　　　　　　　し　ば　た　し　しみんぶんかかいかん

　　新発田市役所、各支所、新発田市生涯学習センター、新発田市市民文化会館、

　　イクネスしばた、ボランティアセンター　など

　　　　　　らん　　きにゅう　　　ひつよう　　　　　　　　　　　　ひつよう　　　　　　　おも　　らん　　　　　　きにゅう
●すべての欄に記入する必要はありません。必要であると思う欄のみご記入ください。
－　て　ちょう　　　てい　き　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　　　　　けいたい

●手帳や定期入れ、さいふなどに入れて携帯してください。

　　　　　　■必要な支援・配慮してほしいこと
　　　　　　嚇箪なことばで説萌してください

　　　　　　口筆談で伝えてください

　　　　　　口1いてある情報を音読してください
　　　　　　自務鰯の蔭、芥莇してください

支援する方に知
っていてほしい　’がい・症状等

本人の障がいの　　（例）岬蔵㌔湖るため’「亭スメー右一」E

特性などがあれ

ば、記入してく

ださい

　　ねが
■お願いしたいこと

．．（例．P．査見力．げ皇心．！口遡1！i質；災．皇蜘三1竺．．．．．．，．．．．．

　　・・願・已趣挺ふ1・・tt・・麹する芳に瀬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つた1⑰1燕亘｛！li：こ元；1，’…し’したいことや伝

［1：’＿已cをヱ些ら99・”1：．．lil鰭い三三などを・

　　　s，llL，（、1　，，，r、1。　　　　　自由に記入してく

　　　　　　　　　　　　　ださい
　カたし　　　じようほう

■私の情報
ふりが4　　　　　L　ぱ　　r　　はな　：

名前一＿新発田花子

じのうしホ

住所　　新葵田申OOO　△△△一口口

琶藷

このカードを
しよう　　　　ほんにん

使用する本人
　　　　き　にゆう
のことを記入

してください

せいねんがっび　　　　　　　　　　　LJつえeがk生年月日　HO＃△R口日　血液型　　A

　　　　　Ul5vんかかりつけの病院　　○○医院

　きんきOうれんらくさき

■緊急連絡先
　　　し　ば　　r　　　r　ろうふりガ4

名前　　新溌田穴郎

じebしよ
住所　　新発田市○○○　△△△一口

でんわ　　　　　　　　　　　　　　　　ほんにん　　　　かんりい

電話坦か△△△一△全旦本人との関係　　父

　さいがいじ　　　かぞく　　しゅうこうばしょ

■災害時の家族の集合場所

Oqcの前＿　　　＿一一　　1
　　　　　　　　　　　　－　＿一　＿」

いざというとき
　れんらくさき

の連絡先やなに

かあったときの
しゅうこう　ぽ　しよ　　　きにゆう

集合場所を記入

してください

△勤な畝鷲」です．なくさないように窪意してください。



様式2（報道関係用）

報道資料 　　　　　壷新発田市

　　　　　　　平成30年6月1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

　　　　　　　　平成30年度婚活支援事業が始まります！

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！】

婚活イベントやセミナーといった従来の婚活支援事業に加え、新たに、「恋かふえ」と「ハートマ

ッチにいがた」を実施して、多様化する婚活へのニーズに対応いたします！

1 「恋かふえin新発田」にっいて

「結婚したいけど、出会いがない」「婚活ってどうするの」「子どもが結婚できるか不安」など

など、“婚活や結婚について誰もが気軽に相談できる”がコンセプト。それが「恋かふえ」です。

　平成30年7月1日（日）から平成31年2月まで、イクネスしばたにおいて毎月第一H曜日

に開催いたします。

利用料、相談料は無料。専門のカウンセラーが一人ひとりに寄り添ってアドバイスします。

2

3

「ハートマツチにいがたin新発田」にっいて

　新潟県が平成28年度から実施している、婚活マッチングシステムを活用した1対1の出会い

支援「ハートマッチにいがた」への登録とお相手閲覧ができます。

　平成30年7月1日（月）から平成31年2月まで、イクネスしばたにおいて毎月第一日曜日

に開催いたし就（「恋力・5え」と同日開催）　　ぷぞ⇔嚇㍍地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t、角

その他添付資料（PRチラシ）・枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’・・　与ン　’こ‘

〈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）



〈新発田市・胎内市・聖籠町定住自立圏平成30年度婚活支援事業〉
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様式2（報道関係用）

◇新発田市
平成30年6月1日

　　みらい創造課

r食の循環によるまちづくり』の新たな取組がスタート

　　　　　　　　　　　　　　　　ア　　ポ　　デ
　菅谷地区では、地元グループrABODEすがたに」が中心となり、「食の循環による

まちづくり」の考え方を取り入れた、地域資源を活用して持続可能で活力ある地域づくり

を目指します。

【ここがポイント！】　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

食の循環を活用した「持続可能な活力ある地域づくり」！

新たな取組へ「菅谷地区、新発田地域振興局、新発田市」が連携

【概要】

【PRイベントのお知らせ】

　取組に先駆けて菅谷地区では、地元で採れた野菜販売やお店や農園などが出店し、

地元をPRする「すがたにマルシェ」を開催します。

　　日時：6月3日（日）午前9時～午後2時

　　場所：国道290号線沿い菅谷不動尊駐車場

【取組概要】

　地域の農産物として親しまれる「菅谷りんご」や、地元でもよく食される独特の触感

を持っ「里芋」を使った加工商品を開発し、地元特産品として直売所等の販売や農作物

の生産拡大を進め、地域経済や雇用創出により活性化を図り、地元を支えていきます。

　また、新発田市が取り組む「栽培から加工→販売→調理→食事→残渣→堆肥づくり」

といった食の循環のサイクルを取組に活かし、地域単位で行う新たな「食の循環による

まちづくり」の実践的取組として、新発田地域振興局、新発田市と連携してモデル地区

を目指していきます。

縄〃
みらい創造課企画政策係　　担当：山田

電話：0254－22－3030（内線1542）



菅谷のおいしいをあっめました

～1

り次

主催　ABODEすがたに

協賛　菅谷不動尊菅谷寺／（本）米澤屋旅館／（角）米澤屋旅館／ローベルジュ

　　　へいきち農園／壱福堂／秋田屋／Sanasi　cafe／なかの牧場

　　　高橋農園／高橋酒屋他
後援．新発田市



舗旬の新鮮な農産物の販売

アスパラ

ブロッコリー

苺の販売

100円野菜市

菅谷・聖籠産

菅谷産

へいきち農園産

菅谷地域の皆様産

轡おいしいお店が大集合

　特別メニューも販売します1

　　ローベルジュ丁苺のサラダパスタ」

　　壱福堂　　　　「まるごと苺プリン」

　　秋田屋　　　　「アスパラいなり寿司」

　　Sonosi　Cafe’　　「ジェラート各種」

　　高橋農園　　　「りんごジュース他」

　　へいきち農園rいちご販売」

無くなり次第終了！

お早目にお越しください！

口

「開催地周辺地図」

，ンリ♂

曇



様式2（報道関係用）

◇新発田市
平成30年6月1日

　　　環境衛生課

旧新潟製油新発田鉱山の廃坑に伴う要望書の提出

廃油井の廃坑について、地元農家組合・土地改良区の関係者が市長へ要望書を提出。

【概要】

1　日　時　平成30年6月1日（金）午前10時から

2　場　所　市長室

　中田町地内に、R2号井とR8号井の2つの廃油井があり、そのうちR8号井が平成

29年2月27日に原油が噴出し、周辺の田や用水路に漏洩した。

　本来は鉱業権者である新潟製油株式会社が廃坑作業をすべきところであるが、当該会

社が平成30年3月20日に破産手続きの廃止となったため、作業する会社がなくなっ

てしまった。

　市に廃坑作業の要望書を提出するため、新井田農家組合長、新発田土地改良区理事長

ほか数名が市長を訪問した。

藩〆
問合せ先：環境衛生課　　　担当：大森

電話：0254－22－3030（内線1131）



様式2（報道関係用）

匡遜］　　　　　　　　　　◇新発田市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年6月1日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央公民館

　　　　　　新発田市内小学校・中学校が防災教育を推進

・ 新発田市青少年宿泊施設「あかたにの家」（旧赤谷小学校）で、新発田市立の全19小

　学校が防災キャンプを実施

・新発田市立の中学校5校が、県の補助金を活用した防災学習を実施

【ここがポイント！】

・ 市内全19小学校・5中学校が防災キャンプや防災学習を実施

・r川流れ体験」「非常食作り」「避難所体験」「震災メモリアル現地

　学習」などの防災教育の体験授業を展開

【概要】

1　防災キャンプ（小学校）

1　日

2　場

3　対

時

所

象

4　内　容

別紙のとおり

あかたにの家

新発田市立全19小学校

　　（主に4年生）

「川流れ体験」「避難所体験」

製
蜘

　ミ

イ　f

．‘tN

などNPO法人ふるさと未来創造堂、地域の方々などの協力で実施

II　防災学習（中学校）

1

2

3

日

場

対

時

所

象

4　内　容

別紙のとおり

各学校・関連施設

本丸中、第一中、七葉中

佐々木中、加治川中の全生徒

「中越地震震災メモリアル現地

学習」「防災教育講話」「非常時

体験ワークショップ」など各学校で工夫を凝らして実施

問合せ先：中央公民館社会教育係　担当：荒木

　　　　　　　　　電話：22－8516



2018年度（平成30年度）　　新発田市19小学校「防災キヤンプ」・5中学校「防災学習」実施一覧表
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　平成29年度に新発田市内の全21小学校（主に4年生）が、「あかたにの家」で防災キャンプを実

施しました。防災の視点による体験活動を通して、子どもたちが工夫すること、協力すること、他人

を思いやることの大切さを学び、「自然と向き合う正しい姿勢」を持つことを促し、「災害から生き抜

くカ」を育むことができました。

ガ

ポ

ll

Ei
漱。鍋自

一＼
＼

　●自分の命は自分で守る、災害のことをちょっ

　　と意識しながら、ちゃんと備えておくことが

　　大事だと分かった。

　●災害時でも、私たち子どもにもできることが

　　意外とあることが分かった。

　●身近にある物でも、災害時に役立ついろいろ

　　な物が作れることが分かった。
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様式2（報道関係用）

日本4大あやめ回

しばたあやめまつり

◇新発田市
　　平成30年6．月1日

　　　　　観光振興課

（一社）新発田市観光協会

2zs場：新発田市五十公野公園・あやめ園

3入場料：入園協力金100円

4　内　容：

・ 観光協会会員による物産販売

　日時：6月8日（金）～7月1日（日）

　場所：公園内特設イベント会場

・はたらく車体験コーナー

　日時：6月16日（土）10：00～15：00

　場所：公園内特設イベント会場

【ここがポイント！】

五十公野公園あやめ園は日本四大あやめ園の一つに位置づけられ面積1．8

ヘクタールの敷地に300品種60万本のあやめ（花菖蒲）が咲き競います。

あやめまつり期間中は様々なイベントが催されます。

【概要】

1日　時：平成30年6月8日（金）～7月1日（日）

　△　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：，・1∵」

10：00～15：00



様式2（報道関係用）

　・新発田よさこい物語～初夏の宴～

　　日時16月17日（日）11：00～14：00

　場所：公園内特設イベント会場

　問合せ先：観光振興課

　・三都市交流会～加賀市（友好都市）×須坂市（姉妹都市）×新発田市～

　　日時：6月23日（土）・24日（日）　10：00～15：00

　場所1公園内特設イベント会場

　内容噺発田市と友好都市を結んでいるE」11県加賀市、姉妹都市を結んでいる長野県

　　　　須坂市が物販スペースを設け歴史を伝える交流会を開催します。

　・あやめ園ライト．7ップ

　　日時：6月8日（金）～7月1日（金）　～21：00

　【同時開催】

　・あやめおごっつおう祭り

　鯛、6月8日（金）～7月1日（日）

　概要、：新発田食探訪実行委員会による『あやめ城会席弁当』の饗応。

　　　　①圓山②多奈可や③末廣④金子屋別館⑤魚松⑥魚喜久⑦さざ波

　　　　⑧はまや⑨志まや　全9店舗

　　　※料理などの詳細は各店舗にお問合せください。

　・あやめ茶会

　　日時：6月16日　（土）・17日（日）　9：30～15：00（最終受付14：30）

　会場：五十公野御茶屋　旧県知事公舎記念館

　　問合せ先：新発田市中央公民館



様式2（報道関係用）

　・法音寺大日堂「火渡り修業」

　　日時：6月17日（日）　14：00～　雨天決行

　会場：岡田法音寺大日堂　SO254－22・5239（悶合せ先）．

　【あやめまっり・あやめ茶会バス運行】

　・料金：大人190円　子供100円

　・運行日：16日（土）・17日（日）※期間中の土日

　・運行経路・時間

　　『新発田駅発→五十公野支所前→五十公野公園』※約12分

　9：40、10：50、11：35、12：30

　　『五十公野公園発→五十公野支所前→新発田駅』※約12分

　　11：45、　12：45、　14：40、　15：30

緬〃・
問合せ先1（一社）新発田市観光協会

担当：相馬

電話：0254・26・6789



様式2（報道関係用）

◇新発田市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年　6月　1日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央公民館

　　　　　　　　　　第24回あやめ茶会開催のご案内

あやめの咲く季節にあわせ、お茶会を開催します。

茶席から臨む奉先堂公園の風景と心安らぐ一服のお茶をどうぞごゆっくりお楽しみくだ

さい。

【El　時】平成30年6月16日　（土）・　17日　（ED

　　　　両日とも午前9時30分～午後3時（最終入席は午後2時30分まで）

【会　場】五十公野御茶屋・旧県知事公舎記念館

【茶席券】前売券　　　800円（2席）

　　　　当El券　1，000円（2席）　※当Elのみ1席券（500円）の販売あり

【茶席券販売所】

　　　　　・石州流翠濤会高松社中・表千家同門会新潟県支部

　　　　　・石州流翠濡会河原社中・石州流翠濤会内田社中

　　　　　・生涯学習センター・市民文化会館

　　　　　・豊浦地区公民館・紫雲寺地区公民館・加治川地区公民館

【臨時バス】あやめまつり臨時バスをご利用ください

【主　催】あやめ茶会実行委員会、新発田市中央公民館

問い合せ先：中央公民館事業係　担当：佐藤

電話：0254－22－3101（直通：22－8516）



　　，

両日とも午前9時30分から午後3時（最終受付午後2時30分）

6月16日（土）　五＋公野御茶屋　　石州流翠濤会高松社中

　　　　　　　　　　　　　旧県知事公舎記念館　表千家同門会新潟県支部

造罐

6月17日（日） 五十公野御茶屋　　　石州流翠濤会河原社中

旧県知事公舎記念館　石州流翠濤会内田社中

茶席券（2席）

茶席券販売所

駐　車　場

臨時バス

前売券800円当日券1，000円　　※当日のみ1席券500円の販売あり

　　　　　　　　　　　　　　　　※茶席券は両日使えます

石州流翠濤会商松社中　　表千家同門会新潟県支部

石州流翠浦会河原社中　　石州流翠濤会内田社中

生涯学習センター　　　　　市民文化会館

豊浦地区公民館　　　　　紫雲寺地区公民館　　　　加治川地区公民館

会場周辺の駐車場は限りがご＆・ますので、できるだけ公共交通機関でお越しください

あやめまつり臨時バスをご利用ください（JA北越後五十公野支所前下車徒歩5分）

料金（片道）：大人190円　子ども100円

聖蒜謬→丑㍑麟前→・蹴・駅前

〈園発＞ll：45／12：45／14：40／15：30

　、d

r
『’

～

｝

・R新発・駅・u・・→五‡鵠㌔→五裟ま㌘

　〈駅前発＞9：40／10：50／11：35／12：30

　　　駆三　　「町二．；　ぴ　　8ぱ亀

主催あやめ茶会実行委員会・新発田市中央公民館

閥合せ先　あやめ茶会実行委員会（新発田市中央公民館内）

　　　頸　　　　　1

1圏L　囲’口る一
　　共催新発田市文化団体連合会

　　電話0254－22－8516

－懸籍 d



様式2（報道関係用）

◇新発田市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年6月1日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スポーツ推進課

　　　　とらい夢カップしばたかけっこチャレンジ2018

　ゴール写真判定装置を使用した50メートルまたは100メートルのかけっこ大会で

す。

　スポーツ活動を通じて子どもたちの体力向上と運動するきっかけの場を提供します。

【ここがポイント！】

参加者には記録証とゴール時の判定写真を差し上げます。

　　『ぎみのチャレンジを全力応援1

　　　　　　　ゴールの瞬間を“スポーツ大好き”のスタートに』

【概要】

1　日　時

2　会　場

3　対　象

4　料　金

5　申込み

6

7

8

主　催

後　援

その他

6月17日（日）　午前8時～正午頃　　（小雨決行）

新発田市五十公野公園陸上競技場

小学生以上の方

一般　　　　　1種目：800円、2種目：1，200円

高校生以下　　1種目：500円、2種目：　　800円

5月22日（火）～6月10日（日）に電話で申し込むか、申込用紙を

直接、またはファックスで提出してください。申込用紙は五十公野公園

陸上競技場、サン・ビレッジしばた、カルチャーセンターにあります。

【申込み窓口】五十公野公園陸上競技場

認定NPO法人新発田市総合型地域スポーツクラブ

新発田市陸上競技協会

その他、「子どもの体力向上事業」一覧を添付します。

　　　　　　問合せ先：認定NPO法人新発田市総合型地域スポーツクラブ「とらい夢」

纒〃・　　　　　新発田市五＋公野公園陸上搬場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話：0254－22　一　5244

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：0254－22－5442



事業計画一覧表

【子どもの体力向上事業】

事業名 開催時期 対　象 会　場

柔道教室 土曜日 小・中学生 カルチャーセンター

おやこふれあいあそび 水曜日
未就園児
保護者

カルチャーセンター

わんぱくスポーツ 土曜日・月1回
特別支田の必要な
小学生・中学生及び

　保置者
サン・ビレッジしばた

キツズスポーツクラプ（土） 土曜日・通年
幼児、小学校

1～3年生
カルチャーセンター

キッズスポーツクラプ（月）　　　、 月曜日・通年
幼児、小学校

1～3年生
カルチャーセンター

キッズスポーツクラプ（木） 木曜日・通年
幼児、小学校

1～3年生
カルチャーセンター

キッズかけっこ教室
　5月
（全4回） 小学生 陸上競技場

キッズマラソン教室
　9月
（全4回） 小学生 陸上競技場

キッズマツト・跳び箱教室
11月

（全4回） 小学生 カルチャ占センター　　　　　　　　　■

キッズアドペンチャークラプ 6月～1月
（全4回）

小学校
3～6年生 市内外のキャンプ場他

キッズネイチャ7クラブ 土曜日6月～2月
　　（全8回）

小学校
12年生 市内の公園他

中学生硬式野球教室 日曜日7月～10月 中学生 五十公野公園野球場他

ゆめづくりスポーツ教室 未定 小学生 サン・ビレッジしばた他

とらい夢カップかけっこ大会 6月 小学生 陸上競技場

夏休み50m走り方教室　　、 8月 小学生 陸上競技場

夏休みサッカー教室 8月 小学生 カルチャーセンター

夏休みトランポリン教室 8月 小学生 カルチャーセンター

夏休みなわとび教室． 8月 小学生 カルチャーセンター



様式2（報道関係用）

◇新発田市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年6月1日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境衛生課

　　　　　　　グリーンカーテンプロジェクト2018inしばた苗植え式

市内各所に配布されるゴーヤのプランターの苗を、園児の皆さんが苗植えをします。

8年目となる今年の苗植え式は、中井保育園で開催します！

【ここがポイント！】

園児30名が参加するほか、お笑い集団NAMARA所属　新発田市ゴーヤ

大使の金子ボボさんが会場を盛り上げます！

【概要】

1

2

3

4

5

普及啓発を通して地球温暖化防止に取り組んでおり、

平成29年からは市民団体、企業、行政を中心に実行

委員会を立ち上げ、活動しています。毎年キックオフ

イベントとなる苗植え式は、市内の保育園で行われ、

今年は中井保育園で実施します。

参考…昨年は約40個のプランターに植えました。

（今年も同程度を予定しています）

日　時　平成30年6月7日（木）午前10時～午前11時　雨天決行

場　所　中井保育園園庭　　（新発田市小舟町2－3－25　EO254－23－1236）

参加園児　4歳児16名、5歳児14名（合計30名）

スケジュール　別紙参照

イベント概要

グリーンカーテンプロジェクトinしばたでは、約8年前からグリーンカーテンの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曇騨議繊㌔

遍雇
問合せ先：環境衛生課生活環境係

担当：主事　関根

電話：0254－22－3030（内線1132）



6月7日（木）午前10時00分～　　会場／中井保育園

1　園児入場

2　開　会

3　あいさつ

4　任命式

5

6

7

8

9

（園児　30名）　　　　　　　　　　　【09：55】

（司会／環境衛生課職員）　　　　　　　　【10：00】

新発田市環境衛生課　課長

NPO法人ユー＆ミーの会　理事長

グリーンカーテンプロジェクト201　8inしばた

ゴーヤ大使　金子ボボ　さん

ゴーヤ大使による環境クイズ

グリーンカーテンの作り方と注意事項

　　　　　　NPO法人ユー＆ミーの会　理事長

苗植え　　　園児が植えます

記念撮影　　（園月及び関係者）

閉会　プレゼントタイム

　　　　　　中井保育園　園長先生よりあいさつ

　　　　　　あとかたづけ

【11：00】

主催　グリーンカーテンプロジェクトinしばた実行委員会



様式2（報道関係用）

報道資料
◇新発田市

平30年6月1日
　　健康推進課

めざせ100彩「しおかぜウォーク」

　新発田市の健康課題である生活習慣病（腎不全・高血圧・糖尿病）を予防する

ために、有酸素運動であるウォーキングイベントを開催します。

【ここがポイント！】

初夏の緑と心地よい潮風を全体に感じて、小鳥さえずる散策路を抜け

て、光輝く藤塚浜をめぐります。

子どもから高齢の方まで、気軽に参加できるコース設定が魅力です。

【概要】

1

2

3

4

5

6

日　時　6月16日（土）　午前9時30分スタート（受付開始：午前9時～）

場所藤塚浜海水浴場（受付・スタート・ゴール）

内容8．5kmと4．5kmの2コース

参加賞　紫雲寺特産ゼリー、紫雲の郷入館割引券

参加費　1人200円

申込方法　6月11日（月）までに、直接または電話で健康推進課めざせ100彩推進係ま

　　　　でお申し込みください。（携帯電話・ホームページからの電子申請も可能）

7　その他

・ 荒天の場合中止

・ 添付資料1枚あり（チラシ）

・ 主催　めざせ100彩健康づくり推進実行委員会、新発田市

・ 協力　公園指定管理者　紫雲寺記念公園プロモーションパートナー

懸〃
問合せ先：健康推進課めざせ100彩推進係　　担当：須貝

　　　　　　　　電話：0254－28－9214（内線1265）
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平成3。年6月16日（土）

受付：午前9時～　午前9時30分スタート
　　　　　　　ふじ　つ抄　は含　抄い　寸い　よくじcilう

集合場所藤塚浜海水浴場
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健康膨ばた21
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めざせ100彩

　　　　　酬

参加費
内 容

申込締切

1人200円
4．5kmと8．5　kmの2コ＿ス

（所要時間：約1時間20分～2時間）

●4．5km：しおさいの路（藤塚浜沿い）、紫雲寺記念公園

●8．5km：紫雲寺記念公園、落堀川沿い、松塚漁港

※コースは当日お選びください。

6月11日（月）
※準備の都合上、事前申込にご協力ください。

問合せ・　健康推進課めざせ100彩推進係
申込先TEL　O254－22－3030回・…回

☆＾

　　（内線1264・1265）　　　　・
新発田市ホームページ、携帯電話から

も申込できます。QRコードを読み込　回・）al　’

みアクセスしてください。

藤村橋

キャンプ場　　　　　●コンビニ
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様式2（報道関係用）

◇新発田市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年6月1日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農水振興課

　　　　さかなまつり2018「海岸清掃＆地引き網体験会」

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！】

7月、8月は2か月連続企画！「海岸清掃＆地引き網体験会」を開催

します。参加費無料！引き上げた魚は参加者で山分けします！

【概要】

1　日　時

2　場　所

3　参加費

4　申　込

5　内　容

①平成30年7月1日（日）午前5時30分集合

②平成30年8月5日（日）午前5時30分集合

落堀川右岸（風力発電の風車の下）

無料

①6月5日（火）から26日（火）まで、②7月3日（火）から31日（火）

までに農水振興課へ電話申込

藤塚浜を海岸清掃した後、地引き網を体験してもらいます。地引き網で

引き上げた魚は、参加者の皆さまで山分けします。

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）

遍〆
問合せ先：農水振興課生産振興係　　担当：日水

　　　　　　　　　　　電話：0254－33－3108



よらねかねおさかな市場
イベントのご案内

毎月第一日曜日は、おさかなの日！

網はずし体験会！

ll

’

　　　　◎

網にかかった魚介類をはずした分だけお持ち帰り！　　・

■営業時間／9～12時（網はずし体験会は、9時～）

■事前申込制／5月8日（火）～29日（火）までに下記へお電話ください。

■参加費／700円　　　　　　　　　　　　※天候等により、中止となる場合がございます。

7／1◎ 2か月連続企画

海岸清掃＆地引き網体験会1
海岸清掃後、地引き網を体験。引き上げた魚は参加者で山分け！

■集合時間／5時30分　■集合場所／落堀川右岸（風車の下）
■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い。

■事前申込制／8／5（日）開催分　7月3日（火）～31日（火）までに下記へお電話ください。

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

　　　　◎

　　　　　0

ワタリガニの特売会！に㍊繍；，／

塩引き鮭作り教室1ぱ

松塚漁港の漁師が教える、塩引き鮭作り！
作った塩引き鮭は、持ち帰れます。

■営業時間／9～12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）

　　〉ε・
4月の定期朝市i5月の定期朝市
　　で使える　　t‘　　で使える

＞e－一…

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

i瀕囎聯勤醗酬券X10伽蜥1券迦漣引券x100噛引券曇10舳那1券8洲割引券・：
　　※他券併用不可　　　　　※他券併用不可　　　　　茶他券併用不可　　　　　ir他券併用不可　　　　　奈他券併用不可　　　　　VsE他券併用不可　　　　　楽他券併用不可

　　一一〉〈1………・…’…・…・…一一〉書・……・・

6月の定期朝市i7月の定期朝市
　で使える　　　1　　で便える

　…一・〉ぐ．・一…一…一・一・一一・一・…＞G・…一・・…－r’………・　・＞g・…・一一…

8月の定期朝市i9月の定期朝市i10月の定期朝市

　で便える　　｝　　で便える　　1　　で便える



様式2（報道関係用）

報道資料 ◇新発田市
平成30年6月1日

　　　観光振興課

生誕120年記念・作品「花嫁」発表50周年記念特別企画

蕗谷虹児一の「花嫁」展

【ここがポイント！】

　今年で生誕120年の節目を迎える蕗谷虹児は、1898年に新発田で誕生。1920

年竹久夢二の紹介でその才能を見出され『少女画報』から挿絵画家としてデビ

ューし、時代の寵児となった画家です。

　本展は、蕗谷を代表する題材「花嫁」の絵・自叙伝を主軸としつつ、彼が感

慨をこめて綴った詩集を手がかりとして構成し、「花嫁」に関係する諸々の資

料とあわせて蕗谷虹児の画家としての足跡と「花嫁」誕生の秘話を辿る企画展

です。

～概要～

日　時：平成30年5月26日　（土）～平成30年10月21日　（日）

　　　　午前9時から午後5時（最終入館は午後4時30分まで）

会　場：新発田市蕗谷虻児記念館

入館料：一般・大学生500円、高校生200円、

　　　　小中学生100円、団体20名以上400円

【蕗谷虹児記念館　開館記念日　無料開放デー】

7月1日（日）は蕗谷虹児記念館の開館記念日です。

当日は、会館記念日として『無料開放』します。

【花嫁人形合唱コンクール開催記念　無料開放デー】

10月21日は全国から参加者が集うコンクール

が隣の市民文化会館で開催されます。

開催を記念して、当日は蕗谷虹児記念館も『無料

開放』します。

ξ鐸A

　・♂一〔s

　　　●
　　　一了▼
　　x　　　　　　　　　ノ
　　＼　　　　’＼

，f。～疏〆、ll〆

問合せ先：新発田市観光振興課

担当：本間　電話：0254－28－9960
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生誕120年・作品「花嫁」発表50周年記念「蕗谷虹児の花嫁」展

会期：2018年5月26日（土）～IO月21日（日）午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）

会場：蕗谷虹児記念館（〒957－・・53新潟県新発肺中央輌1功

入館料：一般・大学生500円（20名様以上団体400円）、高校生200円、小・中学生100円

休館日：毎週月曜日（祝祭日の場合は営業、翌火曜日休館）

人々はなぜ「花嫁」に惹かれるのでしょうか？蕗谷虹児が生涯をかけ

たテーマ「花嫁」＝「母」＝「美少女」。かつて18歳の虹児青年の才能を

見抜いて挿絵1111隊への道へと導きll覚めさせ、突き動かしたのは、

「竹久夢二」との出逢いでした。そんな折にまた運命的な出会いが続

きます。著名な詩人西條入十との挿絵の仕事でした。偶然にもピンチ

ヒッターで回ってきた原稿締め切り残り2時間の作詩の仕事でした。出

来上がった詩は美しく切なく、のちに杉山長谷夫の曲に恵まれ戦後の

荒んだ日本人の心に浸透していきます。また描かれ50円切手になった

「花嫁」は発表から今年で50年目、童謡「花嫁人形」は生まれてから

90年以上、繰り返し歌い継がれて来ました。この記念すべき節目の年

に蕗谷虹児の詩と絵のライフテーマ「花嫁」の魅力をご堪能ください。

騨寧
、’

㌢
8．滋ぷ

①　　　②，　　③

④ ⑤　　⑥

⑦　　　④　　⑨

住な展示内容】　　　　　　　　　　　　　　・
■晩年まで描き続けた「花嫁」の肖像

　①②③⑤様々な画法で描かれた花嫁作品

■歌碑「花嫁人形」誕生の秘話

　④「花嫁人形」歌碑の除幕式（1966年）

■自伝小説「花嫁人形」のルーツとなった自画傳「乙女妻」

　⑥「令女界」より『風呂屋の祖母』（tg37年）

■両親の恋愛から亡くなるまでを描いた「花嫁人形」

　⑦自伝小説「花嫁人形」（1968年）

■50枚以上が書き下ろし作「花嫁人形」

　⑧詩画集「花嫁人形」（1935年）

■日本の「花嫁」と切手文化

　⑨発行された日本の花嫁切手をご紹介

新潟県新発田市中央町4・11－7
蒲分虹｝｛記倉簡

電話＆FAXO254・23・1013



様式2（報道関係用）

◇新発田市
平成30年6月1日

　　　観光振興課

市島邸企画展「アートギャラリー市島邸」

　江戸時代から千町歩地主として栄えた市島家には、全国から多くの人が訪れ、様々な文

物が寄せられてきました。書跡や絵画、図書などの資料は時に宗家、分家それぞれの市島

家と作者との交流から、また時には各家歴代の人びとが、自ら集めた貴重な品々です。今

回の企画展では市島邸に残る様々な資料の中から、色々な絵画作品をご紹介いたします。

【ここがポイント！】

　　　　　　　　　　　　い　お　え挿絵画家として有名な斎藤五百枝の埋もれていた作品が今回の展示にあたり「再発見」

され、展示されます。企画展初日には早稲田大学戸山図書館担当課長の藤原秀之さんが

ギャラリートークを行います。

【概要】

■会　　期：平成30年6月9日（土）～平成30年8月12日（日）

■会　　場：市島邸（新発田市天王1563）

■入館料：大人600円、大人団体540円／小中学生300円、小中学生団体250円

（※6月9日（土）はイベント開催に合わせて入館料が無料となります。）

■開館時間：午前9時～午後5時00分（最終入館は午後4時30分）

■休館日二毎週水曜日（祝日の場合は翌日休館）

【ギヤラリートーク】

■日

■会

■講

■入館料
■申し込み

時：平成30年6月9日　（土）

　午前の部10時～・午後の部2時～

場：市島邸

師：早稲田大学戸山図書館担当課長　藤原　秀之　氏

　　無料

　　申し込み不要

問合せ先：観光振興課観光施設係

担　　当：山田

電話：0254－28－9960
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様式2（報道関係用）

報道資料
　L’一一新発田市

平成30年6月1日
　　　市民文化会館

　　　　　　　　　　　　　新発田あやめ寄席

毎年恒例の「新発田あやめ寄席」を開催します。

【ここがポイント！】

今回は、人気落語家の三遊亭小遊三さんと新発田市出身の三笑亭夢丸

さんによる落語会です。お楽しみください！

【概要】

1主　催　　下越音楽鑑賞協会、新発田市民文化会館

2　　時　　平成30年6月24日　（日）　14：00開演（13：30開場）

　場所　新発田市民文化会館大ホール

　出　演　　三遊亭小遊三、三笑亭夢丸、母心（漫才）

5入場料　　全席指定2，000円（税込）

　　　　　　※各プレイガイドで発売中（一部のプレイガイドは完売しているため事前に

　　　　　　　お問い合わせください）

※詳しくは、別添のチラシをご覧ください。

溺〆
問合せ先：市民文化会館　業務係　担当：小荒井

　　　　　　　　　　　電言舌：0254－26－1576
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様式2（報道関係用）

e新発田市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年6月1日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央公民館

　　　　　　　　　　手工芸・水墨画、いきいき作品展

　市民の皆様の生涯学習活動の発表の場・鑑賞の場、併せて芸術文化の振興を目的として、

手工芸・水墨画、いきいき作品展を開催いたします。

　【ここがポイント！】

　　さまざまな種目の作品が300点以上展示されます！

　　ぜひご覧ください！

　【概要】

　1　主　催　　　手工芸・水墨画、いきいき作品展運営委員会、新発田市中央公民館

　2　共　催　　　新発田市文化団体連合会

　3　と　き　　　平成30年6A22日（金）～24日（日）

　　　　　　　　午前9時～午後5時（最終日は午後4時まで）

　4　ところ　　　　新発田市生涯学習センター

　5　作　品　　　七宝焼き、木彫、陶芸、水墨画、和紙ちぎり絵、押し花、絵手紙、籐

　　　　　　　　手芸、書道、織物、折り紙、写真、ぬり絵など

購羅幡．．孟

※昨年度の様子

問合せ先：中央公民館　事業係

電話：0254－22－8516

担当：奥村



様式2（報道関係用）

報道資料 ◇新発田市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年q月1日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央公民館

市民教養講座「金魚台輪をつくろう！」

【ここがポイント1】

自分の手で新発田市の伝統工芸「金魚台輪」を作れます！

全4回で1台の完成を目指しましょう！

【概要】

1　日　　時

2　会　　場

3　内　　容

4　講　　師

5　定　　員

6　申込方法

7　申込先

8　申込期間

【主催】

平成30年7月8日、15日、29日、8月5日の全4回
いずれも日曜日の午前10時～午後3時（途中休憩あり）

新発田市生涯学習センター

別紙チラシのとおり

金魚台輪RINGS（リングス）

先着10名

直接または電話

中央公民館事業係（生涯学習センター事務室内）

TEL　22－8516
平成30年6月11日（月）～22日（金）

中央公民館、新発田市民文化会館

錨〆
問合せ先：中央公民館事業係（生涯学習センター内）

　　　　TEL　O254－22－8516　担当　小柴
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新発田の伝統工芸「金魚台輪」を作ってみまぜんか？

自分で作ってみたいけれど、作り方が分からない・・。

そもそも金魚台輪って自分で作れるの？などなど、

どんなかたでも大歓迎です！

4籏　　　　4ぴ　　　　4鼓
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　ゆ

ノ

‖
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【日　時】平成30年7月8日、15日、29日、8月5日【全4回】
　　　　いずれも日曜日の午前dO時～午後3時（途中休憩あり）

【対　象】中学生以上（小学生で参加を希望される場合は、保護者の方も

　　　　　　　　　　　ご一緒に参加をお願いします）

【定　員】先着70名

【会　場】新発田市生涯学習センター（中央町5－8－47）

【内　容】伝統的な金魚台輪の作り方を学びます。全4回で、

　　　　お一人1台の完成を目指しましょう。

【講　師】金魚台輪RINGS（リンヴス）のみなさん

【参加費】10，000円（材料費として）

【服装等】汚れても良い服装でお越しください

【申込方法】中央公民館事業係までホ電話春た1古直接お申込みください。

【申込期間】6月17日（月）～6月22日（金）午前9時～午後5時まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※土日も受付可

4N　　　　嶋浜　　　湿

〈問合せ先〉

新発田市中央公民館事業係（生涯学習センター事務室内）

新発田市中央町5－8－47

TEL：0254－22－851　6

輪の土台
作ります！

NS・t　三‖ h、
t



様式2（報道関係用）

報道資料
　1　新発田市

平成30年6月1日
　　　市民文化会館

ライトミュージックコンサート2018

市内外のアマチュアバンドによるライブコンサートを開催します。

【ここがポイント！】

ロック、フォーク、ジャズなどさまざまなジャンルのグループが熱演

を繰り広げます！

【概要】

　　　時　　平成30年6月10日　（日）　10：00開演（9：30開場）

　　場所　新発田市民文化会館大ホール

　　出演 別添のチラシを参照ください。

4　入場料／無料（整理券あり）　※残券がある場合は当日も配布します

★整理券は市民文化会館で配布しています。なお、残券があれば当日も配布いたします。

《弾き語りコーナー》

1階ロビーにて“誰でも参加できる「弾き語りコーナー」　があります。

ぜひ出演してみてください！

　　　　　　　　　　※詳しくは、別添のチラシをご覧ください。

謡〃
問合せ先：市民文化会館　業務係　担当：小荒井

　　　　　　　　　　　電言舌：0254－26－1576
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1年おき位でウクレレを弾いてます。

まだまだレパートリーが少ないので

どんどん増やして行きたいと思います。
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　　　竃．ちゅうさん

白くなった髭と、メガネでお馴染みの“ちゅう古ん”です。出演メンバーの顔ぶれも

すっかり変わってしまい、今では取リ残された”骨董品”的な存在になってしまいま

したが、まだまだ、声が出る内は頑張リたいと思っています。今迄、ライブでは、主

に「小掠佳」さんを歌わせてもらっていましたが、最近は、少し幅を広げて、いろ

いろな歌い手さんの歌に挑戦して楽しんでいます。宜しくお願いいたします。

1

今年で3回目の出演になります。

いい加減慣れて来たと思うので、楽しんでやりた

いと思います。

オリジナルもやるか？
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一生懸命、頑張って弾いて唄いたいと思います。

よろしくお願いいたします。
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昨年に引き続き2回目の出演になりますe新しいドラムを迎え再スタートとな

りました。スクエアの曲をNEON風に演奏します。音楽＆楽器大好き集団が1

音1音に気持ちを込めて演奏するので聴いて下古い。子持ち集団でもあリsな

かなか集まれませんでしたが、今日はペストな状Gで演奏したいと思います1

歌もギターもありませんが、4人で作るバンドサウンドを楽しんで下さい1
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superflyのコピー風バンドです。ここから始まって1年、メンバー

に恵まれ、いつも楽しく活動しています。普段は新潟市で活動し

ています。飲んで、笑って、少し成長した私違を見てやって下さい。

A・B－fly＋Lんは、いったいメンバー何人いるんですか1という位、毎

回色んな方にゲスト出演して頂いてます（笑）さて、今回は…　？

ビートルのようなつのは持ってないけれど、こつぶできりり
のこがねむし、こがねしか持ってないこがねむし、ビ」トルズ
をこよなく愛するこがねむし。弦とヴォーカルの「かなで」を
晩年のライフワークにしている。月いちで「ボブの部屋」でラ
イブをやっている。
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　∴．撫患、 GOLDEN　BALL
バンドリーダーの本間です！やる気があっても頑張らないメンバーを奮い

立たせるのにいつも頭を悩ませています。練習中はDrとVoがふざけて

ばかりで嫌になります。ゲンコツくれると2人ともすぐ休憩に行ってしま

います。ベースはチビのくせに生意気でロ答えばっかりしています。でも

このメンバーで演奏できるこのバンドが大好きです。今年も頑張リます！
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、i顯 AKAR1
こんにちは。アカリは」970年代のフォーク、ロッ

クをカバーしています。2018年はオリジナルに

も挑戦したいと思っています。今日は思う存分懐　一　’

かしんで下さい！
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今年で結成6年目、LMCへの参加も6回目になりました。ジャズ、フユージョ

ン、ボサノバやR＆Bなどをインストルメンタルで演奏しています。おしゃれな

カフェをはじめ、色々な場所でBGMとして耳にすることも多い音楽です。曲

の中にアドリブパートがあリ、そこが聞きどころです。メンバーが演奏を通し

て対話できるようなバンドを目脂しています。最後までお楽しみください。
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ブギーボギーバギーでよろしく！
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アコースティックでの⊂HARA曲力バーをさせていただき
ます。
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GOOFYS（グーヲィーズ）です。結成3ヶ月のボーカル、ピ
アノ、ギターの新生ユニットです。名前の通リ、全員どこ

かしらおっちょこちょいで愉快な仲間です。聴きなじみ

のあるゴスペルやポップスを歌います。がんばりますの
で宜しくお願いします。

超
難・

与』t’一．P

ttk　　「、　t“言￥

1．7；1，5，‘・

コ鋤
Feel　　　　　　　　　　　　　　㌔・i；

…・一
　　・・……・…・・………・・・・……・・……・・…・・　　　　．動：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　隠
レストランシドに集う音楽仲間で結成したバン

ドです。70年代洋楽や映画音楽をしっとりと聴

かせます。
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TLSQUAREのコピーバンドです。メンバー全員新発
田在住です。日頃からやりがいを持って練習してい
ます。YouTubeで「ONMYOZA　19ア6」というチャン
ネルに過去のライブ動画をアップしています。当日

のライブも楽しんでもらえるように頑張リます。
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完成度よりノリのHeart・Beatです。

今年もおもいきりやらかしますので

よろしくおねがい致します。
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今年は本来の二人で演奏です！
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今回もいい曲ができあがりました。

アコースティックバージョンで参加ざせていただきます。

短い時間ですが、⊂hoppperWorldお楽しみください！
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様式2（報道関係用）

報道資料 　　　　　　　　一：卜新発肺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年6．月1日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民文化会館

　　　　　　　　　　　　　市民コンサート2018

日頃から音楽活動に励んでいる市民の皆さんによるコンサートです。

N　nt
問合せ先：市民文化会館　業務係　担当：勝見

　　　　　　　　　　電話：0254－26－1576
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［出演者］詳しいプ・グラムは畑・ござ・、ますCl

《ピアノ連弾》

■佐藤芙美子・榎本良子

《ギター独奏》

■中澤正徳

《ピアノ独奏》

■波多野雅造

《オカリナ三重奏》

■ライリッシュオカリナクラブ

　「ハロバロプラス」

《ピアノ独奏》

■小荒井道央

《ピアノ独奏》

■猪俣真奈美

《ハーモニカ独奏》

■片岡光子

《フルート三重奏》

■Sweety

構曇）

《三味線独奏》

■斉藤洋介

《リコーダー合奏》

■トルヴェール・アンサンブル

《吹奏楽アンサンブル》

■ウインドアンサンブル

　シバタ
　（指揮：堀内一徳）

1、

，％

膨

日

‘

《声楽独唱》

■籠島道子（伴奏：熊倉孝子）

《ピアノ独奏》

■渡邉明美

《チューバ独奏》

■本田高士（伴奏：佐藤千尋）

《ピアノ独奏》

■鈴木良佳

《声楽独唱》

■川嶋レイ子（伴奏：熊倉孝子）

《ピアソ独奏》

■杉原正樹

《サクソホーン独奏》

■仁平工司（伴奏：星野晴子）

《ピアノ独奏》

■本間真理子

《リコーダー合奏》

■新発田市立紫雲寺中学校
　音楽部

《ピアノトリオ》

■Trio　Br〔」cke

ぽ禦麿子）

《サクソホーン・アンサンブル》

■サクソホーン・アンサンブル

　「ヴィヴァーチェ」

　」

主　　　催／市民コンサート実行委員会・新発田市民文化会館

お問合わせ／〒957－OO53新発田市中央町4－11’7　TEL：0254－26－1576

↑至村上

JA北越後
新発田支店
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《ピアノ連弾》

■佐藤芙美子・榎本良子

《ギター独奏》

■中澤正徳…・………・…一

《ピアノ独奏》

■波多野雅造…・…・…………・………・…・…・…

《オカリナ三重奏》

■ライリッシュオカリナクラブ「ハロバロプラス」　…

《ピアノ独奏》

■小荒井道央……………・　…’　・…・…・

《ピアノ独奏》

■猪俣真奈美…………・…・…・……・……・……’・

《ハーモニカ独奏》

■片岡光子……………・・…・…・…・…………

《フルート三重奏》

■Sweety（近藤弘子・鈴木陽子・渡邉英子）

《三味線独奏》

■斉藤洋介……・…・

《リコーダー合奏》

■トルヴェール・アンサンブル　…　　　　　　　・

《吹奏楽アンサンブル》

■ウインドアンサンブルシパタ（指揮：堀内一徳）・

※プログラムに変更がある場合があります。

　　・◇愛の挨拶／エドワード・エルガー作曲

　　◆ハンガリー舞曲第4番／ブラームス作曲

　t－・一◆北斗七星／原公一郎作曲

　　◆グリーンスリーブス／イングランド民謡・村治佳繊編曲

…一・◆革命のエチュードEtude、Op．10－12／ショパン作曲

・・…… ◆村祭P／文部省唱歌・西谷容一編曲

　　◆竹田の子守歌／京都竹田地方の子守歌；西谷容一編曲
　　◆YOU　RAISE　ME　UP／ロ・レフ・ラヴランド作曲・プレンデン・グラハム作詞・西谷容一編曲

…・…・◆パルティータ第1番から／バッハ作曲

……・・◆君はわが憩い／シューベルト作曲・リスト編曲

　　◆水の上で歌う／シューペルト作曲・リスト編曲

　　一一◆帰れソレントへ／フルティス作曲・森本恵夫編曲

　　◆タイタニック／ジェームス・ホーナー作曲・森本恵夫編曲

　　・・◆おぼろ月夜／岡野貞一作曲

　　◆小さな木の実／Georges　Bizet作曲
　　◆アヴェ・マリア／Gilulio　Caccini作曲

　　・・◆津軽じょんがら節（中節）～津軽じょんがら節（新節）～津軽三味線曲弾き

…
　’◆組曲「ペール・ギュント」より朝／グリーグ作曲・Keiji　Sone編曲

　　◆カッチー二のアヴェマリア／ウラディーミル・ヴァヴィロフ作曲・　Keiji　Sone編曲

　　◆者い仏場NHKre続　rレビ小説『ひよっこ』主題歌／桑田住祐作出・森泉編出

…・一 ◆昭和アイドル・コレクション／郷間幹男編曲

　　◆Paradise　has　Nobordor／Nargo作曲・佐藤博昭編曲

《声楽独唱》

■寵島道子（伴奏：熊倉孝子）・　　　　　　　　　◆愛のよろこび／マルティー二作曲・クラリス作詞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆うっうな心　歌劇《美しい水車小屋の娘》より／パイジェッロ作曲・ジョゼッペパロンバ作詞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆舟歌一片懸（恋）一／團伊玖磨作曲・北原白秋作詞

《ピアノ独奏》

■渡邊明美………一…・…・……………　　　　　・・◆ピアノソナタ作品31の3第3、4楽章／べ一トーベン作曲

《チューバ独奏》

■本田高±（伴奏：佐藤千尋）…………　　　　　・◆ピースト・べ一ス・ブルース／セシル・ピースト作曲

《ピアノ独奏》

■鈴木良佳………一・……・・…・・…・・……一　・◇一…　　◆舟歌Op．60／ショパン作曲

《声楽独唱》

■川嶋レイ子（伴奏：熊倉孝子）…・・…・…　　　　…◆Rosa（薔薇）／トスティ作曲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆ねむの木の子守り歌／山本正美作曲・美智子妃殿下作詞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆落葉松／小林秀雄作曲・野上彰作詞

《ピアノ独奏》

■杉原正樹　　　　　　　　　　　　　　　・’…・◆さくらさくら／日本古謡　杉原正樹編曲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆浜辺の歌／成田為三作曲・林古渓作詞・杉原正樹編曲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆荒城の月／滝廉太郎作曲・土井晩翠作詞・杉原正樹編曲

《サクソホーン独奏》

■仁平工司（伴奏：星野晴子）…　　　　　　　　◆小さなチャルダッシュ／ペドロ・イトウラルディ作曲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆浜辺の歌／成田為三作曲

《ピアノ独奏》

■本間真理子・　　　　　　　　　　　　　　…・◆即興曲作品90の3　変卜長調／シューペルト作曲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆ため息　変二長調／リスト作曲

《リコーダー合奏》

■新発田市立紫雲寺中学校音楽部　　　　　　　　・・◆Nostalgic　Air＆Jig／金子健治作曲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆バラード、ブルース、リフスよりバラード、リフス／Aチャリンジャー作曲

《ピアノトリオ》

■Trio　Br〔］cke

（チェロ：竹内幸美、ヴァイオリン：廣川妙子、ピアノ：若杉百合恵）…◆悲しみの三重奏曲Trio　616giaque／S．RACHMANINOFF作曲

《サクソホーン・アンサンブル》

■サクソホーン・アンサンブル「ヴィヴァーチェ」……・…・◆リュートのための古代舞曲とアリアより宮廷のアリア／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オットリーノ・レスピーギ作曲・森田一浩編曲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆ハナミズキ／一青窃作詞作曲・仁平工司編曲

’ 7／／1＼、’／ ＼



様式2（報道関係用）

◇新発田市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年6月1日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商工振興課

N　　　　しばた軽トラ市

　　　　　　　　　　　～札の辻マーケツト～

天候に左右されずに、地元の出店者とふれあいながらお買い物が楽しめます。

【ここがポイント！】

新鮮とれたてな野菜や果物、お昼ごはんやおやつにぴったりな食べ

物、手作り雑貨などが並びます。

ぜひ、ご家族やお友達を誘って札の辻広場に遊びに来‘’Cください。

時：平成30年6月17日（日）

　午前10時～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

　　・手作り雑貨　　など

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

緬〆
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）

◇新発田市
平成30年 6月　1日

健康推進課

「歯科無料健診と相談」

歯と口の健康を確認できる年1回のイベントです。

【ここがポイント！】

おロは健康の入りロ、全身の健康との関連が注目されています。歯科

健診やここでしか体験できないイベントや親子で楽しめるコーナー

など、盛りだくさん。

日　時

場　所

内　容

平成30年6月9日（土）受付　午前10時～正午・午後2時～4時

市生涯学習センター

（1）歯科健診と相談（必須）

②　その他コ・一・…ナー（自由参加）

　・フッ化物塗布（中学生以下）

　・指型石膏模型作り

　・歯のお仕事紹介（歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士になりきろう）

　・お口の健康チェック　（歯周病の簡易検査）

　・そしゃくカチェック

　・お口を閉じる力測定

　・歯のみがき方（ブラッシング）指導　　　　など

　　※コーナーによっては定数制限をしています。

無料

※詳しくは、別紙チラシをご覧ください。

健康推進課保健予防係　担当：押木

電話：0254－22－3030（内線1243）



M

雛鍵轟ご三e灘㌶；雀；灘苧す！

φ露

開催日
受付時間

会　　場

平成30年6月9日（土）
・ 午前10時～12時
・ 午後　2時～　4時

新発田市生涯学習センター

〈イベント内容〉

○　歯科健診と相談

0
0　歯みがき指導

　　・きれいにみがけているかな？正しい歯のみがき方をマスターしよう！

○　歯のお仕事紹介

　　・歯に関するお仕事についてくわしくなろう！

○　歯に関するビデオ上映

○

　　・むし歯や歯周病、歯並び等の悩み・疑問なんでも気軽にご相談ください。

0　フッ化物塗布

　　・中学生以下のお子様が対象です。フッ化物塗布補助券を進呈します。（年齢制限あり）

O　おロを閉じる力測定（午前・午後各先着100名限定）

0　おロの健康チェック（午前・午後各先着50名限定　※19歳以上の方）

　　・歯周病の可能性をうがいで調べます。

○　そしゃくカチェック（午前・午後各先着100名限定）
　　・そしゃく力判定ガムを噛んで噛む力を判定します。

○　図画・ポスター・標語の展示

　　・めざせ100彩健康づくり事業で公募した作品を展示します。

0　歯やからだによい食品の展示、輪投げゲーム

　　・よく噛んで歯によい食事を紹介します。　　　　　　　’

　　指型の石膏模型作製（午前・午後各先着100名限定）

しあげみがきカレンダーの展示（裏面のカレンダーをご使用ください。）

N

＊当日は駐車場に限りがございますので徒歩か乗り合わぜてご来場ください。

新発田市歯科医師会・新発田市



　6月4日から10日までは、’歯とロの健康週間です。
　小学校卒業まではおうちの方にょる仕上げみがきを続けてください。

　お子さんの大切な歯を守るために小さいころからの歯みがき（仕上げみがき）習慣が大切
です。

訥うちのひeにしあ肝みカxきをしτ壱弓った弓

日にち力嗜力・れた口0中に‘1ろをめっτね’

1日’己だよ∫

イベント当日壱っtきth　l「2し廿ントをよういし丁苦7zel苦す’1

窃うちのひeeGlっしぷにカ1んば弓う1

スタート’
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6　月　7日

　もく
o：

O

クイズ！

わしのなまえはなん

でしょう！

○にあてはまるひら

がな1もじをあてよ。’

○坊±ん

　　　　　　　　　　　　　　　日本歯科医師会PRキャラクター「よ坊さん」

※景品の交換は小学生以下に限ります。

「ギ」：￥gcりM♪b
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