
様式2（報道関係用）

報道資料
◇新発田市

令和元年5月8日

　　農林水産課

「米オーナー制度」＆田植え体験ツアーを実施します

【ここがポイント！】

　国外向けに今年度から取り組む「米オーナー制度」。台湾から米のオ

ーナーの方々が田植え体馬剣こ来市します。

【概要】

　おいしいコシヒカリの産地である新発田市。その中でも、農産物が安心であることを

示す国際基準GGAP（グローバルギャップ）を取得した農家さんが栽培するコシヒカリ

のオーナーになっていただくのが「米オーナー制度」です。

　今回、台湾から「米オーナー」が来市し、圃場で田植え体験をします。秋には、収穫

したお米60kg分を台湾のオーナーの皆さんのお手元に届けます。

【田植え体験ツアー】

○ツアー日程

　2019年5月24日（金）～5月27日（A）（3泊4日）

○圃場体験

　日時：5月25日（土）　午前11時～正午頃（予定）

　場所：（有）アグリシステム圃場　（新発田市麓地内）

　参加者数：約30人（予定）

　内容：生産者からの説明、田植え体験など

○その他

　秋には「稲刈り体験ツアー」も予定しています

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
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様式2（報道関係用）

報道資料
◇新発田市

令和元年5月8日

　　　農林水産課

「農業支援ワンストップ窓ロ」を開設します

【ここがポイント！】

　内容に応じて、関係する機関が一堂に会し、農業についてのさまざま

な相談にお答えします

【概要】

　これまで個々の農業者が抱える様々な農業問題に対しては、市農林水産課や農業委員会、

新発田地域振興局、JA北越後、新潟県農業共済組合、土地改良区等に、農業者がそれぞ

れ足を運び相談していました。農業者の皆様がより相談に訪れやすい環境を整備するため、

今年度から、関係機関と連携し「農業支援ワンストップ窓口」を開設します。

〈開設日＞

　5月22日以降の毎週水曜日。時間はいずれも午後1時30分～3時30分

く会場〉

　加治川庁舎3階会議室

く相談内容〉

新規就農相談、集落営農の組織化・法人化、法人設立準備や手続き、農業経営の多角

化・複合経営化、各種支援制度　など

〈その他〉

　完全予約制（事前申込のない日は開催しません）

〈申込方法〉

　相談希望日の2週間前までに、相談内容をお知らせください

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



農業支援ワンストップ窓ロイメージ

○開設日時
毎週水曜日

午後1時30分～午後3時30分

※事前予約制（相談日の二週間前まで）

○主な相談受付内容
　　・新規就農相談

　　・集落営農の組織化、法人化の相談
　　・法人設立前準備の相談
　　・農業経営の多角化、複合経営相談
　　・各種支援相談
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相談内容に対応した、関係機関が
当日の開設窓ロでご相談に応じます。
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様式2（報道関係用）

報道資料
◆一新発田市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成31年5．月8日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保険年金課

　　　後期高齢者医療人間ドック健診費用助成を開始します

　市民からの要望が高まっていた、75歳以上の高齢者への人間ドック受診への助成制度

を始めます。

【ここがポイント！】

　まちづくりの4つの視点のひとつ、「健康長寿」に関する新規事業

となります。

【概要】

　超高齢社会に対応するために、市民の皆さんが健康で元気に生きがいをもって、自分

らしく暮らし続けることができるよう、「健康長寿のまち・しばた」を目指した取組を進

めており、75歳以上の高齢者の健康の保持増進をさらに進めるため、「後期高齢者健

（検）診事業」を拡充し、今年度から新たに後期高齢者医療制度の加入者へ人間ドック

健診費用助成を始めます。

　また、新発田市では、これまでも40歳から74歳までの国保加入者への人間ドック

受診にっいても、市が2／3の助成を行うことでドック受診を勧めています。

　多くの市民が健診を受診することにより、「健康長寿のまち・しばた」を目指して取組

を進めます。

詳しくは、別添の資料をご参照ください。

問合せ先：保険年金課　高齢者医療・年金係　　担当：磯部

　　　　　　　　電話：0254－22－3030（内線1355）



後期高齢者医療人間ドック健診費用助成を始めます

　新発田市では、疾病の予防、早期発見及び早期治療、健康の保持増進を図るため、後期高齢者医

療制度の被保険者で新発田市内に住所のある人を対象として、人間ドック健診費用の一部を助成し

ます。

○助成対象者（次のいずれにも該当する人）

　・後期高齢者医療制度の被保険者（75歳以上の人および65～74歳の障害認定加入者）

　・人間ドック健診を受診する日において新潟県後期高齢者医療広域連合の被保険者であり、かっ、

　　新発田市内に住所を有する人

　・今年度の市の健康診査を受けていない人

　・後期高齢者医療保険料を滞納していない人

○助成金額

　　人間ドック健診に係る費用のうち1万円

○開始時期

　　平成31年4月

○申請方法

　　助成を受けようとする人（申請者）は、人間ドック健診を受けた年度の末日までに、人間ドッ

　ク健診の領収書と健診結果を添付して助成金支給申請書と同意書を提出してください。

お問い合わせは　保険年金課高齢者医療・年金係　28－9312（内線1355）

40歳から74歳までの国保加入者にも人間ドック受診の助成を行っています

○助成対象者

　①人間ドック健診を受診する日において、国民健康保険に加入している40歳から74歳までの人

　②今年度の市の健康診査を受けていない人

○助成内容

　　基本健診料金の2／3

0助成を受けるには

　①市と契約している健診機関で受診すること

　②市から発行される受診券を当日持参すること

　③事前に、市に受診したい健診機関と希望月を連絡してください

　　　　市から健診機関へ予約申し込みをし、後日、健診機関から申込者へ案内があります。

　　　　※直接、健診機関へ申込してもかまいませんが、その場合は日程と健診機関名を市へ必ず連絡

　　　　　してください。

　　　　※受診後に助成をうけることはできません（後期高齢者と異なりますのでご注意ください）

お問い合わせは　保険年金課　国保給付係　28－9311（内線1335）



様式2（報道関係用）

報道資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年5月8日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水道局業務課

　　　　　　　　　　　　　げんせんこんこん
　　　　　子育て応援（源泉涼々進呈）事業の実施について

　未来を担うお子さんの誕生をお祝いし、ボトルドウォーター「源泉漬々」（500ml）×3

本を進呈。水道水の安全性とおいしさをお伝えしています。

【ここがポイント1】

　お子さんの誕生をお祝し、ボトルドウォーター「源泉濠々」（500ml）

をプレゼント！

【概要】

○平成31年4月1日から市の未来を担うお子さん

　の誕生をお祝いし、新発田市水道局で製作しているボ

　トルドウォーター「源泉涼々」（500ml）3本を進呈す

　るとともに、水道水の安全性と新発田の水道水のおい

　しさをお伝えしています。

○進呈方法と進呈場所

　お子さんの出生届にお越しいただいた際、市民生活課

　の窓口で源泉涼々引換券をお渡しします。

　　ヨリネスしばた1F売店又は水道局で源泉涼々を進呈

　します。

　　なお、各支所に出生の届出をされた方には、支所窓口

で進呈しています。
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問合せ先：水道局業務課　経営管理係　担当：井上

　　　　　　　　電話：0254－23－7190（直通）



こぞんじですか？

しばたの水道水は安全でおいしい！そのうえ超軟水！！

　＆

水道水は、水道法によって51項目に及ぶ検査が義務付けられ、
定期的に検査を行い、安全性を確認しています。

また、しばたの水道水の特徴は、硬度が低い軟水であることで

す。硬度は、水に含まれるカルシウムとマグネシウムの量によって

決まります。加治川水源のおいしい水道水をボトルドウォーターに

した「源泉渡々」は、硬度13．3mg／2の超軟水です。

粉ミルクメーカーも水道水を使うことをオススメしています

Q：粉ミルクをつくるときはどのような水を使ったらよいですか？

A：当社の粉ミルクは、国内の水道水で溶いたときに母乳にできるだけ近くなるようにつくられており、

　それだけで赤ちゃんの成長に必要なミネラルは十分摂取できるように設計されています。

Q：水道水が使えないときはミネラルウォーターで調乳していい？

A：市販のミネラルウォーターにはカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を多く含んでいるもの

　もあり、調乳したミルクのミネラルバランスを崩すおそれもあります。何らかの理由でご家庭の水道

　水が使えなくなった場合には、ミルクの調乳に適した軟水をお使いになることをおすすめします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～粉ミルクメーカーHPから抜粋～

お問合せ：新発田市水道局23－7190



様式2（報道関係用）

報道資料
◇新発田市

令和元年5月8日

　　みらい創造課

蔵春閣移築事業に係るサウンディング型市場調査の実施について

　東公園に移築される大倉喜八郎向島別邸「蔵春閣」の利活用方法や管理運営方法にっい

て、広く民間事業者の皆様からアイディアや意見を伺う「サウンディング型市場調査」と

いう調査を実施します。これは、官民連携の手法の一つとして、全国各地で広く実施され

ているもので、今回の調査では、事業概要等の説明と現地見学を行う「事前説明会」と、

希望する民間事業者と行政が1対1で個別にヒアリングを行う「対話調査」の2部構成で
実施します。

【ここがポイント！】

新発田市では初の試み！民間事業者のアイディアは、今後の蔵春閣利

活用・管理運営方法決定に向けた参考とします。

【概要】

　（事前説明会）

蔵春閣移築事業の概要や利活用方法、管理運営方法など、市の考え方の方向性な

どに？いて説明します。その後、移築場所となる東公園の現地見学を行います。

開催日程

申込締切
令和元年5月30日（木）、31日（金）
令和元年5月27日　（月）　必着

（対話調査）

蔵春閣の活用アイディアや管理運営方法に関する意見など、民間事業者の考えを

自由に語ってもらい、意見交換を行います。（下記日程のいずれかで開催）

開催日程

申込締切

令和元年7月8日（月）、9日（火）、10日（水）

令和元年6月28日　（金）　必着

（参加対象）

蔵春閣の利活用・管理運営に興味がある法人または法人のグループ

（事前説明会に参加しなくても対話調査に参加ができます）

※上記説明会及び対話調査への参加実績は、今後の事業者選定等への評価ポイントに

　はなりません。

※添付資料：蔵春閣移築事業に関するサウンディング型市場調査の実施にっいて

問合せ先：みらい創造課企画政策係　　担当：渡辺・齊藤

　　　　　　　電話：0254－22－3030（内線1543）



大倉喜八郎向島別邸「蔵春閣」移築事業に関する

　　サウンディング型市場胡査の実施について

　　「蔵春閣」は、明治45年、当市出身の実業家である大倉喜八郎により東京・

　向島（現在の東京都墨田区）の隅田川沿いに建築された別邸の一部であり、伊

　藤博文や渋沢栄一といった政財界の大物や海外からの賓客をもてなすための

　迎賓館としての役割を持っていました。

　　終戦後、千葉県船橋市に移築され、中華料理店やホテルの付属施設として使

　用された後、平成18年に閉鎖され、平成24年には、将来的な移築保存を前提

　とした解体工事が実施され、現在は部材の状態で大切に保管されています。

　　この蔵春閣が、公益財団法人大倉文化財団から当市へ寄贈されることが決定

　しました。今後、蔵春閣を新発田の新たな宝として、地域活性化に向け、大い

　に利活用することとしています。

　　なお、蔵春閣については、広報しばた4月1日号にて特集記事が掲載されま

　した。市ホームページにて掲載していますので、参考までにご覧ください。

　　（市HP→http：／／wvww．　city．　shibata．　lg．　jp）

（蔵春閣外観・内装（写真集より一部抜粋）　撮影：写真家岩崎和雄氏）

1階食堂

1階食堂 2階大広間
1



　蔵春閣の積極的な利活用に向け、1蔵春　　活用した地域｝性化の　現に向

けた　場性を　査するとともに、　民間の活用提案・意見等　広く調査するた

め、対話形式により、民間事業者の活用条件および参入意向等を広く調査する

官民連携の手法である「サウンディング型市場調査」を実施します。

　また、調査の実施に先駆け、「事前説明会」として、当事業の概要や市の考

え方に関する説明、移築場所の見学を行います。

事前説明会を含めた本調査の進め方については、以下のとおりです。

（日程案）

2019年　5月30日（木）…　第1回事前説明会
　　　　　　5月31日（金）…　　第2回事前説明会

　　　　　　7月　8日（月）～10日（水）

　　　　　　　　　　　　　…　　対話調査実施（上記期間内で指定）

　　　　　7月頃　　　　　…　　調査結果の公表（予定）

　事前説明会および対話調査への参加方法等詳細については、「サウンディン

グ型市場調査実施要領」をご参照ください。（市ホームページからダウンロー

ド出来ます）

なお、事前説明会に参加されなくても、対話調査への参加は可能です。

　本調査に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

一c［pm＆ut
　　　新発田市みらい創造課　企画政策係

　　　　　TEL：0254－28－9530（課直通）
　　　　　Mai1：mirai＠city．　shibata．1g．　jp

2



様式2（報道関係用）

幸反道資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成31年4月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域安全課

　　　　「防災気象情報に関する職員研修会」を開催します

　新潟地方気象台から講師をお招きして、市職員の災害対応能力等の向上を図ります。

【ここがポイント！】

・ 内閣府の「避難勧告に関するガイドライン」の改定に伴う、気象庁

による防災気象情報の発令方法の変更点等について学び、出水期に

備えます。

【概要】

1　開催目的

　　　近年の大雨に伴う土砂災害、浸水害、洪水災害に備えるため、防災気象情

　　報に関する研修会を開催する。併せて、職員の防災意識の啓発及び災害対応

　　能力の向上を図る。

2　日　　時

　　　平成31年5．月27日（．月）午後1時30分～午後3時まで

3　会　　場

　　　災害対策本部室（市役所本庁舎5階　会議室501～504）

4　対象職員

　　（1）対策部長、対策副部長、情報連絡員、班長、防災監付の職員ほか

5　講　　師

　　　新潟地方気象台職員

6　研修内容

　　（1）防災気象情報の意味、（2）防災気象情報の収集方法、（3）防災気象情報の活

　　用方法、（4）防災気象情報と近年の大災害による被害との関係、（5）警戒レベ

　　ルを用いた防災気象情報等の発令ほか

問合せ先：地域安全課消防防災係　担当：大渕

　　　電話：0254－28－9510（内線　1512）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年5．月8日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商工振興課

　　　　　　　　　　　加治川地域の魅力満載！・

　　　　　　新ブランド「加治川さくらピクニツク」が始動！

　加治川地域には100年以上も前からピクニックを楽しむ文化があります。ピクニックを

テーマに開発した新商品の第一弾が好評販売中です。

【こごがポイント！】

加治川地域の素材がたっぷりの新ブランド

rピクニック」をテーマにした新商品を今後も継続して開発

【概要】

1　開発のコンセプトと新商品　　　　1’

　「加治川」「桜」「ピクニック」をキーワードに地場農産物を活用した商品を地元企業

が開発しました。　　　．　　　　　、

①加治川マカロン（×峰山の桜の蜂蜜、枝豆「大峰かおり」などを使用）

②加治川いちごバター（地元産の越後姫をふんだんに使ったバター）

2販売場所

道の駅加治川（新発田市横岡）　　　　　　　　：s．．　　　　　　　fN・ミ　　丁一

※加治川マカ・ンは新工丹rPts・　・・一．．ナ卓　護亘

　でも販売中です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫』　　　t
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　＾　『　　一　竜レ　、tt；　－

3　問合せ先　　　　　　　　　　　　　　　　聾玉　　　　　　’1PVd’，　r

加治川さくらピクニック事務局（加治川商工会　0254・33・3931）

緬ン
問合せ先：商工振興課　担当　小林

電話：0254　一　22－3030（内線1661）
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◇新発田市
令和元年5月8日

　　　商工振興課

新道・掛蔵通り名称復活決定記念祭

　新道・掛蔵通り保存推進協議会が1年以上かけて歴史調査、協議を行い決定した「通り

名称」をお披露目するイベントです。

【ここがポイント！】

・古き良き歴史ある街の「通り名称」が復活し、新発田の繁

華街「新道・掛蔵」の新たなスタートとして、そのお披露

目が札の辻広場で行われます。
・ 平成では運行されなかった「掛蔵華台輪」が数十年ぶりに

復活します。お祭りに合わせ、子どもたちを乗せて各通り
を巡ります。

【概要】

1、日　時：令和元年5月19日（日）

　　　　・14時～15時

2、場所：新発田市役所「札の辻広場」

3、内　容：▼記念式典

　　　　　▼新道・掛蔵の飲食店による逸品振る舞い

　　　　　　参加店→割烹さざ波、割烹魚喜久　ほか

　　　　　▼各通りへ通り名称の看板の掲示

※振る舞いは13時50分～なくなり次第終了

tte　，；

4、その他：同日の16時から21時30分まで新道・掛蔵地区にて、「新道古峯神社／掛蔵開明

　　　　　稲荷大祭」が行われ、「掛蔵華台輪」が復活します。台輪に狐メイク

をした子どもたちを乗せ、各通りを巡る運行を行います。

【新道掛蔵通り保存推進協議会概要】

2015年に地区の地域活性化を図るべく設立。

歴史的観点から地域の掘り起こし、地域の価

値を高める事業を展開中。

正会員25名、賛助会員23名。30代～70代

の幅広い年齢層のメンバーで様々な観点から街の未来を模索している。

◆担当：同協議会歴史継承委員会

電話：090－5797－2412

副委員長

mail．cousek465＠gma且com

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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報道資料
◇新発田市

令和元年5月8日

　　　農林水産課

　　　　　　　「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1

【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！

【概要】

ふとっパラプレミアム

〔販売期間〕　5A1日（水）～5月31日（金）

〔販売場所〕

〔販売金額〕　1本／280円

〔内　　容〕

5月のみに収穫され、

運療畦麟溌』ぷ．

3⑨εeパラ

JA北越後農産物直売所（新発田市島潟弁天1449－1）

　　　　　　　※幻のアスパラガスのため、入荷しない場合があります。

　　　　　　　　　　　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、市内6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！ぜひご賞味ください。

〔その他〕添付資料：詳細資料、パンフレット各1部

問合せ先：農林水産課 農業経営推進係　担当：稲野

　　電言舌：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1．8cm～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j’1日（水）～5、月31日　（金）

セキカワカナモノ　大手町1－1－1

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tiク　コモ店　　舟入町3－i2－11

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（水）～5月31日（金）

b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。
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令和元年5月8日

　　　農林水産課

　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！】

昨年よりも6店舗多い、総勢64店舗の参加店がイベントを盛り上げます。

今年は、新しいお店も9店舗加わり、新たな魅力と出会えるかも！？

今が旬の新発田産アスパラガスをみんなで食べ歩こう！

【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（水）～5月31日（金）

〔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13年目を迎え、新規参加店9店舗を含む市内64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、和食・洋食・中華のお食事系や一品料理、

パンやスイーツまで、いろいろなジャンルの料理が味わえます。

　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」と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、新発田のまち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枚

問合せ先：農林水産課　農業経営推進係　担当：稲野

　　　　　　　　　　　　電話：0254－33－3108
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アスパラ焼きカレー
《ピザ屋）…940円
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Mll功～14：30
　1fi：30～1900
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田11　3e》15泊OO

　t730～22：00
60254・2700se

アスパラベーコンそば

…1，296円

山岳手打ちそば一尋

新発田市下小中山
102415
圏11：00～14：30
　18：00～21：00
tto254－33－3480

塩チーズラーメンー一・980円

ら一めん魂とらまる
新発田市中田町1・16191

田11：00～21：00

露025423」〕311

一アスパラとべ一コンの
　クリームパスタ・”1，512円

　トラットリアオラハラク手エ

臼ヨmumnttS7PtS
　田ランチ11：00－1rm
　　カフェ14口0～1600
　　ディナー1ス00～2㎜
．呑0254－21毛OOO

アスパラ入り
潟餅お二げ」⇔864円

四川料理畏江

語糟繧翻岨
　1　＆’OO－－21　mo

呑02S4－2S2180

～’ ひ’アスパラのせ冷麺
・“918円

蝋伽酬由9長リや
断発田市貝町2・1頷6i
SUITSO・－23：00
　〔LO22：30）

fio254－247571

アスパラピューレの

クリームパスタH・1，030円

SUN．CO（サンコ）

璽鶏繊㍗銘
自1200～15：00
　17：00～O：OO

tto7V2ce〔L7355

潟老と

アスパラ定食・㎏1，4SO円

⌒醐昂き断発田市断禦町1必24
田ll　30・－14－00

　17：00～21：00

醐25牛23毛508

断発田産アスパラガスと

淘老ひ7L■…1．598円

とんかつ久兵衛
新発田市申曽梗町1・3－11

固11：00～14：30
　17：00－－20：30

君0254－28－1052

アスパラチ＾ズタプカルピ

チャーハン…1ρ田円

diniftg

CheuthOU（しmpしP）

噺健田布中央町3e－lo
日lr4St｝～23nc（t泥mm1

台0803500q868

アスパラパター

ホイル焼●…540

焼肉精香苑

認1購翻

新発田アスパラ
新緑蒸し…1，080円

（株）ホテル清風苑
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es12DO－－pl唱）OO

　18：00－O：00
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一アスパラダAhL’一
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口025牛26七269
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　　　　　　　　峯菌ココロ1㎞胆国O測

統田市大鯛7鯉淋齢
日11：30～1¢30、

　17：30～n．00

古025牛㎜78

アスパラと野菜の

うま煮ラーメンー・950円

ら一めん処神類
断発田市中央ny4－6－15

自le：00～翌6：00

tto254－2e5101

特製アスパラステーキ膳

…1，944円

ついしん手紙

新発田市中央町357
田11：45～14：15
　1B：00－22：00
fio254－21－2950

耳｝・、襲⇔ヨアスパラソースと
》マトパスタ…1，188円

イタtn2tmlls；，v∫｛－F

騨甥篇端、
　ランチ11⑳～1砲

アスパラジヤージャ「日

・飴750円

湯層逼温良口の田
新発田市藤塚浜9舗
田11．V（）・V15－00

　17：00～2tXX｝
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雪025伺1司126

フz編c雛籔
　　　　ふれあいセンター制自
’ ：
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断発田布住曹町｝12・8

日’tXle～nmO
　（LO21：30）

fio254－26－5250

アスパラnaturaL
ボードランチ輌・950円

旬彩こう房春月
新発田市五十公野447臼
サン・ワークしば納

田1イ：00～14：30

　17：00～20：30

AO254－2288BS

一‘聯袈遊ぷs49

アスパラとイカの

焼きうどん…800円

割烹谷川
斬発田市大手町2817
団17：30～0：00
　土17：30～翌3：00

宕025牛蕗2190
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日1000～1SOO，！7M・・ZSCO
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宕〔rz54’26－7S30
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田1SOO・－N20e
廿02弘雄1177

アスパラと春キャペツの

ホルモン妙め…980円

対‖うSbO績了th
新発田市中央町31領

to2S4・26・ella

　　　アスパラごろごろ

　　　あんカけチャーハン・Mmo円

お食事処殖塙〔ほじよう）

新発田市本町
41　6－e3　f発田市カ

ルチャーセンター2F
田9：00～16：00

■iL－＝：：：三一頃　ま20254－26－1255

やわら力煮込み西“00円

中恒酒菜香（シャン）

第雛肥5
回・173b～ZScotLO2×30）

fio254－237388

エビとアスパラの
ピザ…1．400円

Dinig＆Cafe2co（ニコ）

斬発田市中央町37・to
田11：30～14：00（LO）

　18：00一翌2：00
fio254－2e－8879

アスパラー本フライ

→訓涛れの蚤za－一・s94周

新発田市本町1－2－5
固17：30～23：00

宕0254－Z－7555

炭焼き肉巻き
アスパラ・”300円

博多串翻邑き10JUU
（じゅう）

新発田市中央町49－3
圏7：SO．JO：00

呑0254－37－1203

ふわっサクブエピカツ

〔アX，tラ入リ｝…162f9

スーパーいまがわ川東店

新発田市石1180・2

アスパラタマゴ
… 200円
べ一カリーデルタ
断発田市中曽根町1◇8

アスパラゼリー
… 270円
パスラ午チェリア

Doki（ドルチ）

ff兜田nt大msas

アスパラと自寂製ベーコンの

手作りピ形乃0円

四季の味きらら

願麟鍬壽5
圏17：30～23：00
fio254－24｛〕214

「アスパラカツプキツシユ

　…3M円
．’スーパーUsまがわ

　素8寺店
　新澱田由鯛岡2t　19

助太刀アスパラ大福
“・140円

菓匠庵寿堂
新発田市大手町41－16

　（日唱は16二〇〇まで〕

tto254－Z－2831

冒爽；聴協円
　　　㈱riauelPt
　　　（WWら一と）

アスパラパウムクーヘン…・・1，300円

アスパラのスティックパウム…220円

アカ《ラとマ劫問｛－」L←功

ジェラート■｛テ2随P！，H弓50屑

しばたマルシ生

断発田市新栄町1・9唱

民、アスパラのタルティーヌ風

　　　一・240円

ペ　　　パン工房ぶるみえ
　　　新発田市貝町41・25

アスパラとチーズ

グリーンタコス品800円

タコスの森

難鮮

（1）結城堂本店新発田市月岡－M6416　za7：00～旧：00・fio254－32－2602

〔有）結城堂中央通り店新発田市月岡温泉231M8：00～17：00　eO254・32－1167

（有）結城堂月の丘店新1田市月岡40B月岡わくわくファーム内固9：00・“18：00

　　　　　　　　　　　fio254－2160Be

アスパラダムカレー
… 600円
ランチぐみの木

新発田市中央町3911
アイリスシャトーピルIF

響　11：30～14：00
　025十244448

割烹志まや
新発田市御幸町1斗1

アスパラみどりカレー

…1，180円

レストランインダス

断発田市大手町32・27
田11：00～15：00
　17：00～22：30
00254－26－S539

アスパラどっさりタイ風

みどリカレー…1，000円

じじちゃリカフェ

新発田市中谷内甲47－23
回11：00－－18：00（LO17：00）

　※ティータイム14：00・－

rto254－2B－8708

アスパラみどりカレー
（スパゲッティ）…950円

コーヒーマリーナ煉瓦■

新発田市中央町37－5
回9：30～22：00

む025424－194t

アスパラグリーンカレー
… 700円
バニングキッチン

移動販売／木曜は札の辻

店日は間合せを）

固11：30－1400
noeo－9340－9396

アスパラeからコロ，ケ鍋60円

アスパラカレーシチ：－N■mo円

※しばた中曽根A堂は
　テイクアウト不可

たわら■富塚店
新発田市竃堀町2227
回24h営婁
fio254－24555・1

たわら屋バイパス店
新発田市東塚ノ目757－1

田24h営集
宕0254－22－1333

しばた中曽根鯉
新発田市中曽榎645
同11：00～n：00
t］tO254－21－711t

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ざ
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期間中に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。異なる3店のシールを集めて、ぜ

ひご応募下さい！（同一店舗は無効）

【応募箱設置場所1各参加店舗、ヨリネスしばた（新発田市役所）など

台蛋冬かえてつ口は上の応5もOW’〔ただし，抱2製当遡Uありまtiん｝お殉か‘ルた惰餌U、抽選以外には使用いたしません．抽週の結栗U．発遣芝もつてカえさせていただきま†．



様式2（報道関係用）

璽雛新発田市
　｝
　　令和元年5月8日

　　　　水道局業務課

水道料金の改定について

　水道事業は、地方公営企業法により水道料金収入で経営を行う「独立採算制」で運営し

ています。

　近年、給水人口の減少などにより、料金収入が減少し厳しい経営状況が続くなか、老朽

化した水道管の更新や水道施設などの耐震化を進めるため、水道料金を改定させていただ

くことになりました。

【ここがポイント！】

令和元年6月使用分から水道料金を改定します

【概要】

○改定内容

　　別添rリーフレット」のとおり

○料金改定に伴う一般家庭への影響額（税込み）

例）3人家族のお客様（メーターロ径13mm）が2か月で42㎡の水量をご使用した場合

　　改定前料金　　　　　　　　　改定後の料金

影響額864円増
（1か月あたり432円増）

○料金改定に至った背景

　　①人ロ減少や節水などによる水道使用量の減少に伴う料金収入の減収

　　②老朽化が進む水道管の更新のための多額の経費

　　③江口浄水場の耐震化のための多額の経費

問合せ先：水道局業務課　経営管理係　担当：井上、本間

　　　　　　　　　　　電話：0254－23－7190（直通）



様式2（報道関係用）

報道資料
◆新発田市

　　令和元年5月8日

市民まちづくり支援課

新発田市地域づくり事例集

　新発田市内で行われている地域づくり活動を6つの取組テーマに分類し、実際の活動事例を

ご紹介する冊子を、「新発田市地域づくり支援センター」が初めて発行しました。

【ここがポイント！】地域のために、住民の皆さんが、自ら考えて、

協力して実行した、まさに“協働”による地域づくりの事例を掲載！

■6つのテーマ

①地域の交流の場、②地域の助け合い、③伝統行事の維持・復活、

④外部人材の受入、⑤広報・周知活動、⑥他団体との協働

■地域住民だけでなく、外部人材も活用した事例毛

　・地域おこし協力隊⇒赤谷地区／趣味の会、中々山地区／中々山すこっぷ隊、

　　　　　　　　　’　板山地区／夢づくりいたやま

　・大学生、専門学生⇒板山地区／夢づくりいたやま

　　（その他の事例も、団体・個人を超えた連携により実践しています）

■活動に取り組むにあたって（事例集から抜粋）

　・自分たちが楽しむ

　　⇒好きなこと・やりたいことを考え、取り組む。

　・一人で無理をしない

　　⇒自分ができることをする、頑張りすぎないことで活動を続けやすく（参加しや

　　すく）する。

　・まかせっきりにしない

　　⇒できるだけ多くの人とつながる。コミュニケーションをとる。

■発行：地域づくり支援センター　0254－28－7164

問合せ先：市民まちづくり支援課　担当：宮崎、吉田

　　　　　　　電話：0254－22－3030（内線1652）



〆

様式2（報道関係用）

◇新発田市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年5H8日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民まちづくり支援課

　　　　　　　　　　第22回いたやま春の夢まつり

暖かな春の一日、板山でのんびりと過ごしてみませんか。

ふれあい広場で各ブースにて野菜、草花や飲食の販売や語らいの小径の散策、林道沿いの

森林ウォーク等の参加型イベントも企画しております。

【ここがポイント！】

地域外からのリピーターも多く、幅広い年齢層が参加できるイベント

です。※地域づくり事例集にも掲載されている地域づくり団体主催。

【概要】

【とき】　　　令和元年5月26日（日）　9：30～15：00

【ところ】　　板山集落センター脇　ふれあい広場いたやま　（新発田市板山2591－3）

【内容】

●ステージ　　　よさこい下駄総踊り、永島流樽砧、板山太鼓、みゆきミニコンサート

●健康ウォーク　新発田の奥入瀬　板山川沿いの林道を歩いてみよう

●「語らいの小径」自然散策　　　秋葉山に登って自然を堪能しよう

●ちまき、笹だんごづくり体験、竹とんぼ・縄文の火起こし体験

●新潟大学学生によるクイズ大会

●新発田市地域おこし協力隊による活動発表ブース

●いたやまの食を楽しむ（やろまんま・いたやま汁等）、その他農産物、錦鯉販売

　※別紙　チラシ添付

【間合せ先】

　主催　夢づくりいたやま　総合案内　　佐藤富一（0254－25－2923）

絶〆
問合せ先：市民まちづくり支援課市民まちづくり支援係　　担当：宮崎

　　　　　　　　　　　　　　電話：0254－22－3030（内線1653）
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ふれあい広場

　　ステージ

・阿賀野市出身サントピアワールドの㎝ソング

を歌っています活動を始めて10年目

えいじまりゅうにいがたたるきぬた

永島漸潟樽話ヂ7蹴繍ク

ふれあい広場

　　ステージ

新潟市民文化遺産に認定された　　　　　z

大迫力・圧巻の樽砧と下駄総踊り

※軽登山・健康ウォーク参加者は、9時1．5分集合（服装は、長袖服・帽子・手袋、持ち物は、タオル・飲物・雨具）小雨決行

※お問合せ先：夢づくりいたやま総合案内　佐藤富一　TEL．　FAX．　0254－25－2923
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E－mai　l　　　　ita　ama－sunda　＠bbmi　i　ata．

～ 緑が爽やかな季節となりました～　　　　　　　　　　　実行委員長　石山和史

　　　　　　　ぽお一っとできる幸せ　のどかな板山　のほほんのほほん

　　　　　　　　　　　　こんな一日も　たまにはいいかあ



様式2（報道関係用）

◇新発田市
令和元年5．月8日

　　観光振興課

荒川剣龍峡登山道山開き安全祈願祭

【ここがポイント！】

　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：令和元年5月19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

纒〃
問合せ先：新発田市観光振興課観光施設係

　担当：水島

　電話：0254　一　28－9960



様式2（報道関係用）

　　　　　　　　　二王子岳山開き安全祈願祭

日本二百名山「二王子岳1

◇新発田市
令和元年5月8日

　　観光振興課

新発田市観光協会

【ここがポイント1】

日本二百名山の一つに挙がっている二王子岳の安全祈願祭が二王子

神社にて行われ、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：令和元年5月26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

緬〆

」■lil

問合せ先：（一社）新発田市観光協会

　担当：井E、湯浅

　電話：0254－26・6789



様式2（報道関係用）

◇新発田市
令和元年　5月　8日

　　　　　　観光振興課

えほんミュージアム清口×蕗谷虹晃記愈館特別交流展

イメージの魔術師「工ロール・ル・カイン展」一

【ここがポイント！】ついに世界的な絵本作家の作品が新発田にやってくる1

　　　　　　　　　　　新潟県内初のコレクション展です。

【概要】エロール・ル・カインは、　1941年シンガポールに生まれ、インドで幼少の一時期を過ごしました。

68年、最初の絵本『アーサー王の剣』が出版され、85年には『ハイワサのちいさかったころ』でイギリス

で最も権威ある絵本賞ケイト・グリーナウェイ賞を受賞しました。40冊以上の絵本を手掛け、イギリスを

代表する絵本作家として高く評価されています。今回県内初のル・カイン展となる本展では、えほんミュー

ジアムjt里の所蔵品から選りすぐった絵本原画のほか、未使用原画、アニメーション原画、初版本など、濃

密な美しさを湛えた作品の数々を2期に分けて展覧いたします。

●日　時：【前期展示】2019年5月21日（火）～2019年7月21日（日）

　　　　　【後期展示】2019年7月27日（土）～2019年10月20日（日）

　　　　　※7月22日（月）～7．月26日（金）は展示替のため休館

　　　　　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：蕗谷虹児記念館

●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

緬〃
問合せ先：観光振興課観光施設係

電話10254－28－9960

担当：宮村



様式2（報道関係用）

新発田市

平成31年5月8日

　　　　中央公民館

令和元年度市民釣り大会

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鋤大会でt－。

「『　一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　＿　＿

　【ここがポイント1】

　　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

12揚　　所
　3　部門／参加費

4

5

6

7

8

9

10

競技規則

対　　象　魚

　　賞

持　　ち　物

申　し込み

主

協

催

賛

遥ぽ

令和元年5月19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》令和元年5月13日（月）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）

　　　　　　　問合せ先　中央公民館事業係一
　　　　　　　　　　　（生涯学習センター事務室内）担当

　　　　　　　　　　　T957－0053
　　　　　　　　　　　TEL：
　　　　　　　　　　　FAX：

　　　　　　　　　　：奥村
　　新発田市中央町5－8－47

0254－22－8516
0254－22－1977



釣り好きあつまれ！

iiiiiZ　III　ii

　　　　　　　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）
　ぷ　　ぽぽユ　　ム　ヘロア　ユがレエ　　ジみピ　えヱニや　ユジマノニヨまじのもじぽキニスだ：－　7・　・・エエトぬにヨロだへ　で

◆部門／参加費：一般の部（高校生以上）　　500円　　　　　1

　　　　　　　　　手竿2本まで、投げ釣り禁止
◆対　　象

◆　　賞

◆持

◆申

◆主

◆協

ぢ

込

導銀到胞咋工没㎜江一亮・疏．烹皆だ：担｛一！－rr・丁了一

魚、：フナ、コイ

　：目方賞、大物賞、外道賞

賛：（株）サンライン・（株）モーリス（VARIVAS）1

　　　　　　　　　　　　　’こ一一：’－1マ＝ε霧⌒s＝t・’・茎≡’臼類畿一」Y一烈

11

睦雪升潟でたくさ礁を釣りた川

　　しかけ作りのコツを紹介します♪

　 　　ヨ　　　　　　　　パリ　5　6　9

1・糸…19　・ハリス・σ5号

L竺”ζ竺諮鴛；し）

【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
TEL：22－851　6　FA×：22－1　977

申込締切　5月13日（月）



様式2（報道関係用）

◇新発田市
令和元年5月8日

　　市民文化会館

　　　　　　　　　　　　琴・三絃・尺八演奏会

市内団体による琴・三絃・尺八の演奏会を開催します。

縄κ
問合せ先：市民文化会館　業務係　担当：小荒井

　　　　　　　　　　電言舌：0254－26－1576



様式2（報道関係用）

報道資料
’

レ 新発田市

平成31年5月8日
　　　　中央公民館

令和元年度第49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！】

　2週連続開催！　11日・12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。

18日・19日に

【概要】

1　日

2　内

3　場

4　主

5　共

ここ≦＼

時

容

所

催

催

午前9時～午後4時

（1）令和元年5月ユ1日（土）・12日（日）

（2）令和元年5月18日（土）・19日（日）

（1）山野草の展示

（2）盆栽、自採石の展示

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

ー司　賠τ’
ド

きL：．

工

／⊇劃苦鰯 ＼

※入場無料

※写真は、昨年度の様子です

懸万

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：栗原

　　　　〒957・0053　新発田市中央町5・8・47

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



令和元年度

fiiillttlelgee

　　｝1
　　　　　．　xロ　l
　　・　1・！1，・i・：

第49回新発田市芸術祭

　　　　　　Φ

～春に咲く可憐な山野草をどうぞご覧ください～

グ：も場ttLk・k・gas

：0　～　　：0 当 セ、ター

主催／趣味◎展示会運営委員会・新発田市中央公民館

共催／新発田市亥化団体連合会　　【Maせ制mtamfi中蛙朗糠係
　　　　　　　　　　　　　’（生涯学冒センター事描所内）



様式2（報道関係用）

報道資料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新発田市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成31年5月8日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央公民館

　　　　　　　　　「文芸しばた」第45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新発田の文芸誌！

テーマは自由で、近年は小中学生の募集、応募もあり。

【概要】

1募集期固

　平成31年5月13日（月）～6月28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（童話を含む）

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。

溺〆
問合せ先：中央公民館　事業係　担当：坂井

新発田市中央町5－8－47　電話：0254－22－8516



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　慮
4

！1

1i

」

募集期間：5月13日（月）～6月28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45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 次のうちから1人2部門まで応募できます。

⑤随筆【エッセイ】　⑥小説（童話を含む）

［liillE］ll

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　　［共催］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　0254－22－8516



様式2（報道関係用）

◇新発田市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年5月8日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観光振興課

月岡温泉に新たな魅力スポツト『実（MINORI）』オープン！

温泉街の街歩きスポットとして新たなお店がオープンしました。

【ここがポイント！】

　新潟産や国産にこだわったフルーツや野菜を使ったジエ

ラート、スムージーなどを販売！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟菜果

1オープン日　　　　　　　　pr●mlum　AGRI
　　4月27日（土）9時OO分

2場所

　　月岡温泉566－5

　　（新潟地酒premium蔵（KURA）隣り）

3店名

　　新潟菜果premiumAGURI実MINORl

　　合同会社ミライズ

　　※旅館の経営者たちで創設した会社で、温泉街内の空き店舗を活用して2014年度より

　　5店舗を経営し、今回6店舗目となります。
　　「嘉地瀦（KURA）」「新潟地物旨（UMAMI）」「新潟米菓田（DEN）」

　　　「新潟飲物香（KAORI）「新潟粉物米（BEI）」」

5その他

　　ハスキージエラートと「FRENDSHIP　SHOP」として提携し新発田で初のショップ

問合せ先：月岡温泉観光協会　渡辺、飯田

　　　　　電話：0254－32－3151
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