
様式2（報道関係用）

◇新発田市
令和元年11月1日

　　　　農林水産課

　　　　　　豚コレラにおける新発田市の対応について

　昨年9月に岐阜県の養豚場で国内26年ぶりに豚コレラが確認されて以降、8府県での発

生報告並びに隣県等でウイルスに感染した野生イノシシが確認されています。未だ終息の兆

一 しが見えず、被害拡大が想定されるため、市において下記のとおり対応を行っています。

【ここがポイント！】

　他府県で「豚コレラ」による被害が報告されていることを受け、市内

における被害を未然に食い止めるため、早期の対応に努めています。

【概要】

1．「豚コレラに関する連絡調整会議」を開催

　10月21日に標記会議を開催し、豚コ’レラの現状や今後の対策、発生時対応にっいて、

庁内で情報共有を図った。また、被害防止に係る市民協力を求めるため周知に努めている。

2．米倉・板山有機資源センターへの野生イノシシ侵入防護柵の設置

　感染した野生イノシシが堆肥原料である生ゴミにつられ侵入し、糞の排泄などをした場

合、出入り車両などを介して感染拡大する恐れがあるため、年内中に防護柵の整備を行う。

3．防護柵設置に関する呼びかけ

　市内養豚農家（10事業者12施設）に対し、野生イノシシの侵入などを防ぐため、防

護柵設置の呼びかけを実施した。（9施設が設置済みまたは設置予定、3施設は設置検討中）

4．消毒の徹底強化と石灰の配付による対策支援

　市内養豚農家に消毒の徹底強化を促すとともに、石灰を配付し対策支援を行う。

5．広報しばたによる市民への注意喚起

　人里へのイノシシ出没を防ぐため、畑の野菜くず、家庭生ゴミ等の適切な処分について

協力依頼、豚コレラ発生国からの肉製品の持ち込み禁止について呼びかけを行った。

緬ン
問合せ先：農林水産課　生産振興係　担当：川上

　　　　　　　　　　電話：0254－33－3108



様式2（報道関係用）

◇新発田市
令和元年11月1日

　　　　農林水産課

ニューヨークで市長が農業者とトップセーLルスを行います

【ここがポイント！】

　市長が輸出に取り組む農業者とともにニューヨークを訪れ、新発田産

米や物産品を売り込みます。

【概要】’　　　　　　L

　平成29年度から米の輸出に取り組んでいる新発田市。これまでにも、台湾や香港、シ

ンガポールなどへ市長自ら訪れ、トップセールスを行ってきました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ　ッ　カ　ジャパン　この度、当市と連携し輸出事業に取り組んでいる商社「WAKKA　JAPAN」の販売拠点

がニューヨークにオープンしたことに伴い、市長が農業者3人とともに同所を訪れセー

ルス活動を行います。また、同店内では、新発田産米の販売だけでなく、期間限定で新

発田市や胎内市の物産品の展示・販売も行われます。

　また、ニューヨーク新潟県人会との交流の場も設け、同会関連企業等をはじめとした

ニューヨークの皆様に、広く「新発田」をアピールします。

【主な活動内容】

○訪問期間：令和元年11月15日（金）～11月20日（水）

○活動内容　　　　　　　　　，

　・the　rice　factory（ザライスファクトリー）でのPRイベント

　・the　rice　factoryの取引先スーパーでのPRイベント

　・レストランバイヤーとの商談（7月に当市を訪れたバイヤーへの訪問）

　・「新潟県人会」主催の歓迎会への出席

問合せ先：農林水産課　農業経営推進係　担当：渡部

　　　　　　　　　　　　　電言舌：0254－33－3108



NY「the　rice　factory」

　　（2Q19・8，24オープン）



様式2（報道関係用）

報道資料
◇新発田市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年11月11日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民まちづくり支援課

　　　　　　　　　　　　キャッシュレス決済講座

板山地区の地域おこし協力隊　上田幹久隊員による、地域の人向けのキャッシュレス決済

の使い方講座を開催。

キャッシュレス決済を使いこなしてお得に買い物をしてもらいます。

【ここがポイント！】　　　　　　　　　　　・

上田隊員が導入から使用方法まで丁寧に解説！

講座後は板山の商店で実際にキャッシュレスで買物をしてみます！

【概要】

【とき】

【ところ】

【持ち物】

【対象】

【内容】

【問合せ先】

令和元年11月2日（土）　9．：00～12：00

板山地域利用改善センター　　（新発田市板山2591　一一3）

スマートフォン、クレジットカード

．板山地区の住民

キャッシュレス決済アプリの導入から使い方の解説。

講座後ばギャッシュレス決済が導入されている板山地区の商店

で実際にキャッシュレス決済をしてみます。

新発田市役所　市民まちづくり支援課　市民まちづくり支援係

Tf三L　O254－22－3030

編〆
問合せ先：市民まちつぐり支援課市民まちづくり支援係　　担当：長井

　　　　　　　　　　　　　　電話：0254－22－3030（内線1654）



　　　地域おこし協力隊上田が
キャツシュレス決済のやり方教えます1

・ 日時：11月2日土09：00－12：00
・■所：板山地・利用改善センター

・ 持物：スマートフォン、クレジツトカード

プ　ユハ　》プてQ
Lイし（ごW）　’
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9／こ現立
2019年5月～9月までの上田の実績

参加のお申込み・お間合せはLINE，メール，お電話で1

…齢鱗灘一（，t－”一‘”一必ずお名前をお知らせください一）1灘



様式2（報道関係用）

報道資料
◇新発田市

令和元年11月1日

　　　　農林水産課

　「米倉有機の里交流施設運営協議会」が

北陸農政局長賞を受賞し、表彰されます。

【ここがポイント！】

　令和元年度の北陸農政局豊かなむらづくり表彰事業で、県代表として

推薦された当市の「米倉有機の里交流施設運営協議会」が、農林水産大

臣賞に次ぐ北陸農政局長賞を受賞しました。　　　　　・

【概要】

　農山漁村におけるむらづくりの優良事例を表彰し、その業績発表を行うことで、全国

的なむらづくりの展開を進めることを目的とした「豊かなむらづくり表彰事業」。

　平成30年度に新潟県優良農業経営体に選ばれ、県代表として当事業に推薦された「米

倉有機の里交流施設運営協議会」。、これまでの活動が評価され、北陸農政局管内における

最優秀賞である農林水産大臣賞の選考の際、最終2候補まで残った末に、惜しくもこれ

に次ぐ北陸農政局長賞に選ばれました。この度、石川県金沢市で表彰式が行われます。

【表彰式】

○日時：令和元年11月12日（火）午後1時30分～　　　’

○会場：金沢広坂合同庁舎（石川県金沢市広坂2丁目2番60号）

○受賞団体

　・農林水産大臣賞：福井県坂井市「（一社）竹田文化共栄会」

　・北陸農政局長：新潟県新発田市「米倉有機の里交流施設運営協議会」ほか2団体

問合せ先：農林水産課 農業経営推進係　担当：渡部

　　電話：0254－33－3108

＼



様式2（報道関係用）

◇新発田市
令和元年11月1日

　　　商工振興課

　　　　　　　　　写真の町シバタ

「まちの記憶2019」スライド上映コンサート

　　　　　　　　　　2011年から続いている

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！】

新発田の思い出の写真を集めた写真のスライド上映と地元ミュージ

シャンの演奏のコラボレーションです。迫力ある大スクリーンでお楽

しみください。

【概要】

1、　日

2、場

3、内

4、出

時：令和元年11月4目（H・祝）

　　17時半～20時（17時開場）

所：ヨリネスしばた「札の辻広場」

容：

5、主催・問合せ先：写真の町シバタ実行委員会

　　新発田の今昔のまち並みなどを収めた写真のスライド上映を

　　敬和学園大学の学生等の生演奏とともにお楽しみください。

店：ホットドリンクなどの飲食出店あり

　　　　　　　　　　　　　　　原（6：090－1535－5528）

写
真
の

町

纒〆
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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10・1【火】→11・4【川．祝】

新潟県新発田市各所

・t瀧：写真の町シパタ・プロジェケト：史行婆員会　共催：敬和学園大学

助成：公腐捌1職人朝1鋤li‖：跳財団協力1輪桧祉博進堂後援噺魁肺

　Twitter：＠photo＿shibatg　Faωb◎ok：facebookcomノ～hibata．photo／



写真蝿倶『‘‘1原郁白館

まちの記憶2019
10月1日【火】－10月31日【木】

新発田市商店地区各所

まちに残る写真をポスターにして提供先で展示“まちの

記憶を目の当たりに体感できまtr、，，

■集合展
10月28日【月】－11月4日【月・祝】

会場1札の辻ラウンジ沖抽ロー3－3）8：30－2⑪：00

まちの教室2019特別編

「めぐる記憶、その後」
11月1日【金】

会場iCaffenOVa（中央町2－1－】4）18：30－20：30

t登壇］阪田清子遷術劉

　　　　伊藤知明（『ハワイの家族」署者）

［進行］原亜由美偉頁の町シパタ・フロジエ外実行委旬

［働囎】500円Clドリンク付）

［予　約］hara＠photo－5hibatajp　※当日参’淵｝歓迎

記憧にまつわる展覧会、講演会の”その後”をたど

るトーク’iイペント。2016年に個展「対岸一循環

する風景」を新潟市で開催した新潟出身・沖縄在住

の美術家、阪田清子氏と、2015年阿賀北ロマン賞

審査員特別賞受賞作の小説『ハワイの家族』著者で

ハワイ移民の曽祖父を持づ新発田在住の伊藤知明氏

によるフレセンテーションと対談や

阪田清子展覧会
　「その名は日本海

　　ユol苦芒苦剛

　　ErO　30ByT　チ1r10HCKoe　MOPa」

11月1日【金】－11月3日【日】

会塙1Gal｜ery　3十4　c＋．rcM　1－6－13）14：0む一19；oo

日本海を複数の視点で捉える企画展。

◎入場無料　※作家在廊予定

阪田清子：httPSI〆／www．kiyoko＄akata，（omノ

　　　　　　写
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まちの記憶2019

スライド上映コ・ンサート
11月4日【月・捌

舗1札の辻広場沖醐3一矧
開場17rOO　l上映コンサート17：30－20：00

写真の町シバタ「まちの記憶2019」L敬和学園大学r地

域学入門」スライド上映と地元ミュージシtsンによる演奏

のコラボレーション。

◎参加無料　飲食出店あリ

出演：金井拓明（ギター）・敬和学園」azz　Quest

上映技術：岸本智也

閏連企画

音と写真とお料理のミニLIVE　v・）．s

11月2日吐】

会場ITAICOや沖央町1－2．1）

開場17：001ライブ17：30－20：00

写真を見ながら音楽と料理を楽しむ夕べ。

◎参加料：1，500円喰事付）

要予約　0254－26－6269〈TAにOや）

敬和祭2019
10月26日【土】・27日【日】

会場1敬和学園大学（aSW　1270＞10：00．一　1Sr30

「まちの記憶2019」ダイジT．スト展と、新発田市国際

友好の会（SHIP）と敬和学園大学か共同運営する

」一・～CHOOLの活動紹介。）214教室にてc，

※イペントの最新情報は当会SNSでお知らせいたします。

アクセス 斬潟県内から

M）Rを己利用の増合／新潟駅よリ白新綿・羽越本線にて新＃ew

下車、約35分

■車でお越しの場合／新潟中央」〔TよりB本海東北這を北上、聖

観新，番田1（陸リ、国遺7」弓経由【こて新発田市街地区。約35分。

　頚禦写頁⑳バタづ・ジ・外実行黍員会

東京から

■頂新幹線利用日帰リモデルコース

レ往路／東京駅（9：12発）→新潟駅（10：49着）→特急乗換（白新纏10：57閲）

→新発日日駅臼1：18着）

4復路／’襯日ヨ亀R（20：57発）→新潟駅（21ミ25着）→」⊂蓮3新幹線乗燦（21：3S発）

→康翻（Z3：40着）

■車でお越しの場合／練馬により聞鵡自動車這にて新潟中央κτまで的3時

間4S分、日本海東北自動車遺tcて脅姐新発田ICまで約30分

Ma｝l　l　jnfotr；Fp）lgio－shibata，jp　1丁witter“＠Phot△一蜘bata　i　FaceOaok：face加Ok　com～shibata，p粕で〆



様式2（報道関係用）

報道資料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　べ夢新発田市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年11，月1日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文化行政課

令和元年度新発田市所蔵美術作品展

「新発田の女性作家たち展燦燦」

　美の創造に熱情を傾ける女性作家12名の作品を紹介します。新発田から発信するベテ

ラン、故郷を離れ活躍する人、懐かしい作家。絵画から書まで豊かな表現世界です。

【ここがポイント！】

新発田市は芸術・文化の分野でも、女性の活躍を応援します1

【概要】

1　日　時

2　会　場

3　入場料

4　展示内容

5　催　し

6　主　催

令和元年11，月15日（金）～11月24日　（日）午前9時～午後5時

※15日（金）は開場式のため一般公開は午前11時から

※18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　　　　　i

無料

（1）市所蔵作品　　　　　　　　　　　　　　　　　　19点

（2）特別出品作品　　　　　　　　　　　　　　　　　22点

（3）資料（装飾作品ほか）　　　　　　　　　　　約4点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計約45点

会期中、16・20・22・24日の午後2時から展示案内を開催します。

文化庁　厚生労働省　新潟県　新潟県教育委員会　第34回国民文化

祭、第19回全国障害者芸術・文化祭新潟県実行委員会　新発田市

新発田市教育委員会　第34回国民文化祭、第19回全国障害者芸術・

文化祭新発田市実行委員会　新発田市文化団体連合会

縄〆
問合せ先：文化行政課文化行政係　　担当：三五

　　　　　電話：0254－22－9534（内線2233）



平成30年度新収蔵作品
鶴巻加代「風景A」
制作年　1990年　油彩

130．2c皿×162．Oc皿

令和元年度新発田市所蔵美術作品展

2019年11月15日（金）－24日（日）

休館日：ll月18日（月）

開館時間　：午前9時から午後5時まで
　　　　　初日11月15日（金）は午前ll時から

会　場

入場無料

：新発田市生涯学習センター　多目的ホール、ホワイエ
新発田市中央町5－8－47　電話0254－26－7191

お問い合わせ第34回国民文化祭、第19回全国障害者芸術・文化祭新発田市実行委員会事務局
　　　　　　新発田市教育委員会文化行政課電話0254－22－9534



天皇陛下御即位記念

第34回国民文化祭・にいがた2019
第19回全国障害者芸術・文化祭にいがた大会

令和元年度新発田市所蔵美術作品展

　女性作家たちが目覚ましく活躍する今日、新発田市所蔵の美術作品にも多くの女性作家たちの作品が充

実してきています。この美術作品展では、美の創造に熱情を傾ける女性作家たち12名の作品を紹介します。

新発田から発信するベテラン、故郷を離れ活躍する人、そして懐かしい作家による、油彩画、日本画、書跡

といったバラエティ豊かな表現世界を、作家からの借用作品も交え紹介します。

　実はこの企画案をある「女性」作家に披露したところ、言下に「男性中心社会の新発田ではやめたほうが

よい」という意見を頂戴しました。確かに昨年の国際男女格差指数で、日本は149力国中110位だが、

文化を愛する人々の多くが女性たちだ、と意を決し企画しました。はたして一。

　魅力にあふれた貴重な作品約五十点を展示します、この機会に是非お楽しみください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新発田市教育委員会　文化行政課　谷哲夫

五十嵐奈美江、伊集院草香、今井寸松、河西智、小島拝子、杉原伸子、竹武クニ、鶴巻加代、永井素香

速水信子、藤田チヨ子、細野多知子　／戸張公晴

展示案内《文化行政課職員による展示案内》

　　　　　　日時：11月16日（土）、20日（水）、22日（金）、24日（日）

　　　　　　　　　各日ともに午後2時より開催

第34回国民文化祭・にいがた2019

第19回全国障害者芸術・文化祭にいがた大会

主催：文化庁　厚生労働省　新潟県　新潟県教育委員会

　　第34回国民文化祭、第19回全国障害者芸術・文化祭新潟県実行委員会
　　　新発田市　新発田市教育委員会　第34回国民文化祭、第19回全国障害者芸術・文化祭新発田市実行委員会

　　　新発田市文化団体連合会

後援：新潟日報社朝日新聞新潟総局毎日新聞新潟支局読売新聞新潟支局産経新聞新潟支局㎜新潟放送局
　　　BSN新潟放送NST　TeNYテレビ新潟UX新潟テレビ21　エフエムラジオ新潟FM　PORT　79．　Oエフエムしばた
　　　新発田商工会議所　新発田市観光協会月岡温泉観光協会



様式2（報道関係用）

◇新発田市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年11月1日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人権啓発課

　　男女共生市民講座「学生向けキャリア教育セミナー」を開催

　新発田市では、仕事も私生活も充実した生活を送ることができるよう、「ワ・一一一一クライフ

バランス」の意識の普及を図るため、次のとおりセミナーを開催します。

【ここがポイント！】

敬和学園大学の協力のもと、，アッセンブリ・アワーの一コマをお借り

して・社会にでる前の若者を対象としたキヤリア教育セミナーを初め

て開催します。

【概要】

　　日時　令和元年11月22日（金）11時20分～12時10分

2　会場　敬和学園大学

　　講師　西村　純子さん　　（街角こんぱす株式会社’代表取締役社長）

4　内容　　「～女性が仕事を続けること、女性が真に輝くことL」

　　　　さまざまなライフイベントを経験する前・新発田で働く先輩から・自分らし

　　　　く生きるために必要なことを学ぶ

　参加費．無料（申込不要）

懸が
問合せ先：人権啓発課男女共同参画推進係　　担当：宮村

　　　　　　　電話：0254－22－3030（内線1632）



令和元年度　第4回新発田市男女共生市民講座（地域女性活躍推進事業補助金事業） 申込不専∫

参加費無料

～女性が仕事を続ttる3e、女性が真に輝く3e～

就活をしている未来は描けていても、就職後の生き方や働き方の未来は描けていますか？

　これから社会に出て、さまざまなライフイベントを経験するあなたに、新発田で働く先輩か

ら、自分らしく生きるために必要なことが学べるセミナーです。

巨二司11月22日（金）・1時20分一12時10分（受付11時一）

匡二遍］敬和学園大学S3・教室（新発田市富塚・27・）

巨］大学・短大・専門学校に通う学生・セミナーに関，bcDある方

匡：亘］24・名（・のセミナーは敬和学園大学か・ご協一だ9・・）ystンブ・・アワー］・・DH3間で開催u＝Y・）

　　　　　にしむら　　じゅんこ

講　師　西村　純子さん （街角こんぱす株式会社　代表取締役社長）

【プロフィール】

『街角こんぱす』編集長

2011年8月より、フリーマガジン『街角こんぱす』編集長に。

2012年5月、街角こんぱす株式会社を設立。「新発田をもっと好きになるフリーマガジン」をコンセプトに、

地元の歴史や文化、食などを幅広く誌面で紹介する。

2013年12月、日本フリーペーパー大賞　地域密着部門最優秀賞を受賞。

2015年4月より、新発田市まちづくり総合計画審議会委員兼みらい創造検討会議委員。

2016年5月よリ、フードバンクしばた理事。

【問合せ先】新発田市人権啓発課男女共同参画推進係

〒957－8686新発田市中央町3－3－3

TEL：0254－28－9630　FAX：0254－28－9670　E－mail：jinken＠city，shibata．lg．jp

【主催】新発田市・新発田市男女共同参画推進団体懇談会【協力】敬和学園大学



様式2（報道関係用）

報道資料
◇新発田市

令和元年11月1日

　　　人権啓発課

人権啓発講座

「ハンセン病を生きて～二人三脚でつかんだ人生～」

12月4日～10日’1：］人権週間です。人権週間に先立ち、ハンセン病問題についての理解

促進のため、人権啓発講座を下記のとおり開催します。　　　　一

【ここがポイント！】

近年、大きな人権課題とされてきたハンセン病問題。ハンセン病回復

者である石山春平さんから、差別や偏見にさらされながらも必死に歩

んできた人生を語っていただきます。

【概要】

日時　令和元年11月21日（木）　10：00～12
会場　新発田市生涯学習センター　講堂

内容

・石山春平さん、絹子さんによる講演会

・ 藤野教授による解説

・ 石山春平さん、絹子さん、藤野教授による対談

問合せ先：人権啓発課人権啓発係　　担当：長濱

　　　電話：0254　一　22－3030（内線1633）



人権啓発講座講演会

八ンセン病を知っていますか？八ンセン病は、らい菌という細菌による感染症ですが、感染力は弱く、現在では治療薬によ

り完治します。しかし、かつては不治の病あるし、は遺伝病と考えられ、ハンセン病患者は、1996年に「らい予防法」が廃

止されるまでの約90年間、八ンセン病療養所に強制隔離されていました。また、家族も差別と偏見にさらされました。国は

偏見や差別の解消を推進するため、法整備などを進めてきましたが、八ンセン病回復者は、後遺症や強制隔離などにより社

会に植え付けられた偏見のため、完治したあとも社会復帰できない現実があります。

八ンセン病回復者である石山春平さんから、八ンセン病問題の現実を語っていただきます。

　　　　　いしやま　　はるへい

講師石山春平さん

　　　　　　2。1g年11月21日（＊）

日時L10時00分～12時00分
　　　　　　（開場　9時30分）

会場　新発田市生涯学習センター
　　　　　（新発田市中央町5丁目8－47）

1936年生まれ。小学校6年生のときにハンセン病と診断

され、1952年に神山復生病院に入院。15年間を神山復

生病院で過ごし、1968年、結婚を決意し、社会復帰する。

2001年のらい予防法違憲国家賠償訴訟を機に、ハンセン

病回復者であることをカミングアウト。以降、ハンセン

病問題の啓発・講演活動を実名で行うとともに、川崎市

身体障害者協会の理事として活躍中。

（申込不要、直接会場へお越しください）

底　石山春平さん、石山絹子さん
’コーディネーター：藤野豊さん

9：30～開場
10：00～開会
10：05～講演会
　　　　　　石山春平さん、石山絹子さん

11：05～休憩
11：10～藤野教授による解説

11：25～石山春平さん、石山絹子さん、
　　　　　　藤野教授による対談

12：00　閉会

　　　　いしやま　きぬこ

講師石山絹子さん

ハンセン病患者に尽くした井深八重に感銘を受け、神山
復生病院に就職。結婚後、川崎市で看護師として働いて
こられた。

　　　　　　　　　　　　　ふじの　ゆたか

コーディネーター藤野豊さん

敬和学園大学人文学部教授。研究分野は、ハンセン病問
題、部落差別問題s，日本ファシズムなど。

主な著書は、「孤高めハンセン病医師一小笠原登「日記」

を読む』、『戦争とハンセン病』など多数。

【主　　催】新発田・村上地域人権啓発活動ネットワーク協議会、新発田市

【共　　催】部落解放人権政策確立要求新発田市実行委員会

【間合せ先】新発田市人権啓発課（0254－28－9630） 法務省委託事業



様式2（報道関係用）

◇新発田市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年11月1日

　　　　　　　　　新発田市・胎内市・聖籠町定住自立圏

　　　　　　令和元年度第4回婚活イベント開催のお知らぜ

　　　　　　　　　　　　　　　L今年度4回目の婚活イベントを新発田市で開催します！

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！】

　森の中でしか出会えない非日常的時間と、地場産

の食材をふんだんに使ったイタリアンを楽しみなが

ら、大人のひと時を味わっていただく婚活イベント

です。

【内　容】

1　婚活イベント

rFesta’di　natale（フェZタディナターレ）

令和初のイタリアン・クリスマス・パーティー」
　トラットリア・オラ・ハラクチェのお洒落なディナーが大人の恋を一段と盛り上げます。

クリスマスを一緒に楽しむ素敵な出会いはきっとここに…

【と　き】令和元年12月8日（日）18：00～20：45

【ところ】トラットリア・オラ・ハラクチェ（新発田市月岡408月岡わくわくファーム）

【料　金】3，　OOO円（飲食代、アルコールの提供はありません。）

【定　員】男女各20名

【対　象】概ね35歳から50歳までの独身男女

【申込期間】令和元年11月5日（火）～11月25日（月）

【申込先】

㈱トアイリンクス（ムルーブ事務局）

電話またはホームページからの申込み

TEL：025－290－7606　　HP：https：／／www．　mu　l　ove．　jp

2その他　添付資料（PRチラシ）1枚 　　　　？．．、

”v　　　・Ps

4ノ

〈問合せ〉みらい創造課定住促進・婚活応援室

　　　担当：黒田、竹前（電話0254－22－3030）
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婚活や結婚について気軽に相談してみませんか？

恋かふえ
お茶を飲みながら　　COep

蕊欝2。疏9

θ

毎月1回無料相談会
　　閲催中！

11／10◎・12！1㊥

1！12◎e2／20
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婚活パーティーよりも1対1T・の出会いを望む方ヘ

マッチングシステムを活用した1対1の出会いをサポート

する新潟県の事業ですaシステムへの登録からお相手と

の引き合わせをサポートする窓□を開設します。

回　”回

　　　証
． r

回　　’

主催／新発田市・胎内市・聖籠町
　　　　新発田市みらい創造課　Tet　O254－22－3030 胎内市総合政策課　Tet　O254－43－6111 聖籠町総務課　Tet　O254－27－2111
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◇新発田市
令和元年11月1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。

【概要】

　　　　時

　　場　　所

　　入場料

　　出演団体

令和元年11月10日（日）午後1時30分～（午後1時開場）

市民文化会館大ホール

無料

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

i▲Ris（アイリス）さん

緬〆
問合せ先：市民文化会館

電言舌：0254－26－1576

担当：黒田・弦巻



　様式2（報道関係用）

　　巳憂］　　　　　　　◇新発田市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年11月1日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観光振興課

　　　　　　　　　　　第16回新発田よさこい合同発表会

　毎年恒例の発表会！市内で活動するよさこいチームが集い、色とりどりの衣装で熱気あふ

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1

・豪華賞品が当たる抽選会も実施されます！

【概要】

1　日時：令和元年12月1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
　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　’4　主　催：新発田よさこい連絡協議会
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お問合せ：観光振興課観光振興係　天野

電　話：0254－28－9960


