
様式2（報道関係用）

三墓〉・新発田市

令和元年10月3日
　　　観光振興課

天皇陛下の御即位をお祝いする国民祭典へ「しばた台輪」が参加

皇居前で実施される祝賀パレードに全6台輪が奉祝運行します。

【ここがポイント！！】

全国の数ある郷土芸能の一つとして「しばた台輪」に出演依頼1

皇居前で全6台輪がパレードに参加！
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日　　時　11月9日（土）午後1時45分～4時までの30分程度（予定）

場　　所　皇居前内堀通り（約600m）

主　　催　天皇陛下御即位奉祝国会議員連盟（伊吹文明会長）

　　　　　天皇陛下御即位奉祝委員会（三村明夫会長）

　　　　公益財団法人日本文化興隆財団（田中恒清理事長）

参加内容　　【「国民祭典第」1部「奉祝まつり」祝賀パレード】

　　　　　「上町」「下町」「三之町」「四之町」「両町1「泉町」の6台輪が運行

参加人数　360名（1台輪60名）

行程（予定）▼出発式　　11月8日（金）20時00分

　　　　　▼台輪出発　　　　〃　　　　22時00分頃

　　　　　▼先発隊出発　　　〃　　　　23時00分頃

　　　　　▼本隊出発　11月9日（土）　5時00分頃

　　　　　▼パレード　　　　〃　　　　13時45分～16時00分（うち30分）

実行委員会　・名称：天皇陛下奉祝行事参加新発田市実行委員会

　　　　　　・人数：26人（会長新発田市長二階堂馨）

そ　の　他 ・今回で4回目の参加

※平成　2年「御即位」

　　　11年「御即位10年」

　　　21年「御即位20年」

御即位20年奉祝の国民祭典に参加した「しばた台輪」

問合せ先：観光振興課観光振興係　担当：田中

　　　　　　　　　　電話：0254－28－9960



様式2（報道関係用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年10月3日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観光振興課

　天皇即位礼正殿の儀に伴い、市観光施殴を無料開放します。

【ここがポイント！】

　「天皇即位礼正殿の儀」に伴う慶祝事業として、市観光施設を無料

で開放します。’ ぜひ、この機会にご来館ください。

1　期　　日

2E 該当施設

3　開放時間

4　問合せ

令和元年10月22日（火）

（1）市島邸（32－2555）

（2）旧県知事公舎記念館（23－2525）

（3）刀剣伝承館・天田昭次記念館（32－1121）

　※　蕗谷虹児記念館については、展示替え作業を行うため、

　　　10月21日（月）～28日（月）の間、閉館いたします。

午前9時から午後5時まで（最終入館は午後4時30分まで）

個別の問い合わせは各観光施設へ

ノ

市島邸 旧県知事公舎記念館 刀剣伝承館・天田昭次記念館

緬〃・
間合せ先：新発田市観光振興課観光施設係

　　担当：水島

　電話：0254　一　28　一　9960



様式2（報道関係用）

　　　　　lO”21ieC＄？　　　　　　　令和元年・・朋日
　　　　　　　　27日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商工振興課

靹挺2
　　　　　　　　　　　食まち新発田ラーメン緑日

　　　　　　　　なかなか食べに行けない県内外有名店の味が新発田に集結！

【ここがポイント！】

●昨年の来場者4千人！3年目の今年も県内外の有名店6店舗が出店

●綿菓子やポップコーンなども出店し市役所が縁日会場に大変身

●“食のまち新発田”で全国の名店の味をご賞味ください！

当日商店街では「まちなかハロウィンパーク」を同時開催1

新発田市ならではの「ハロウィンxラーメン」の夢のコラボ

【概要】

1目

2会

3内

4主

時：10月26日（土）

　　午前10時～午後8時

　　10月27日（日）

　　午前10時～午後4時
：場：ヨリネスしばた

　　「札の辻広場」

容：・県外の有名店4店舗のラーメン店が出店

　　「マタドール（東京都）」、「麺屋NOROMA（奈良県）」、

　　「花やラーメン（山形県）」、さらに兵庫県からもう1店舗出店を予定。

　　・その他にも上越、糸魚川からも出店あり

催：新潟拉麺協同組合

5問合せ先：中野（8080－5430－1461）

緬〆
情報提供に関する担当：商工振興課 まちなか活性化係長島

電話：0254－28－9650



様式2（報道関係用）

◇新発田市
令和元年10月3日

　　　観光振興課

第50回全国うまいもん横丁

しばた発～日本を旅しよう～
　　　　　　　うま　　　　うま
全国各地の“「美味い」「巧い」もん”を一堂に集め、「全国を旅する気分」を味わえる伝統

ある物産展を今年も開催します。

【ここがポイント！】

お陰様で半世紀、今回で50回目を迎えた全国うまいもん横丁。お馴染みの全国駅弁空弁

コーナーや全国スイーツコーナーなど行事が目白押しです。

【概要】

・ 日　時：11月1日（金）～4日（月）午前10時～午後4時30分
・ 会　場：新発田市カルチャーセンター

・ 入場料：無料

：糠㌶㌶1㌶樽L量限定販売謡ミ
・ スタンプラリーがリニューアル！どこまでスタンプを

集められるかな？　　　　　　　　　　　　　　　　　　t－．s

・ 主催：一般社団法人　新発田市観光協会

※昨年度来場者数：約20，000人

《同時開催》

・ 植木市

会場：新発田市カルチャーセンター前

主催：みどりの会
販売品目の一部

イチゴ大福、本ずわい蟹

問合せ先：（一社）新発田市観光協会

担当：井上

電話：0254－26－6789
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新発田市

令和元年10月3日

　　　みらい創造課

　　　　　しぱk食の循環によるまちづくり

《。　メグリめぐるスマホスタンプラリー開催

　当市が推進する「食の循環によるまちづくり」に関連するイベントは、年間通じて数多

く開催されていますが、「何が」、「どのように」関連しているか、参加者の方々の認知度

は低いのが現状です。市民やイベント参加者の皆様に対し、「食の循環」が身近にあるも

のであるとの理解を深めていただくため、スマートフォンアプリを活用し、関連イベント

をめぐるスタンプラリーを初めて開催します。

【ここがポイント！】

今年初の取組！

市主催イベントに加え、民間団体等主催イベントも対象です！

達成者の中から抽選で5名に新発田産野菜セットをプレゼント！

【目的】

・ 市民やイベント参加者の「食の循環によるまちづくり」への認知度を深める。
・ 庁内関係各課や民間団体等、主催者間またはイベント同士の連携を深める。

【実施概要・参加方法】

開催期間
対象イベント

参加方法

達成特典

応募期限

令和元年10月1日（火）～令和2年3月1日（日）
上記期間内に開催される「食の循環各段階」に関連するイベント

（主催は官民間わず、新発田市内で開催されるもの）

①スマートフォンアプリ「00COARココアル）2をダウンロードす
　る（ダウンロード無料。通信料は参加者負担）

②アプリを起動し、対象イベント会場内に掲示する「ラリーポイン

　トマーカー」をスキャンする。

③スキャン後、各イベントに割り当てられたスタンプが獲得できる。

3種類のスタンプを集めると達成者プレゼントに応募出来ます。達

成者の中から抽選で5名様に「おいしい新発田産野菜セット」をプ
レゼントします。

令和2年3月6日（金）

【対象イベントを随時募集・追加します】

本スタンプラリー対象イベントは随時追加し、

市ホームページでお知らせします。民間団体等

主催であっても食の循環に関連するイベントで

あれば対象とさせていただきます。詳細は下記

担当にお問い合わせください。
回e・、，：

趨レ
問合せ先：みらい創造課企画政策係　　担当：山田・齊藤

　　　　　　　電話：0254－22－3030（内線1543）
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新発田市

令和元年10月3日

　　　みらい創造課

隅賀北青隼ネツトワークによる地元PR事業
　　　　　　　　　さいとうご　ま　く

　菅谷不動尊柴燈護摩洪火渡s）修行

　毎年4月28日に実施されている菅谷不動尊の火渡り修行ですが、この度、阿賀北青年
ネットワークの地元PR事業として、特別に開催されることになりました。

　当日は、菅谷不動尊近くの菅谷コミュニティセンターにて「菅谷マルシェ　新米まつり」

が開催されることから、菅谷地区を存分に楽しめる1日となります。

【ここがポイント！】

阿賀北で柴燈護摩火渡り修行を行う寺院はほとんどなく、屋外で行う

大掛かりなものは菅谷寺でも年に1度のみで、今回は特別開催。

【概要】

　日　時　　令和元年10月13日（日曜日）午前10時30分～
　　※参加者集合は午前10時。
　　※実際に火渡りが出来るようになるのは、概ね午前11時30分前後

会　場　　菅谷不動尊　菅谷寺（菅谷860）　本堂前柴燈護摩道場

参加者　　100名程度を想定

その他　　雨天決行

問合せ　　菅谷寺（TEL：0254－29－2022）

【阿賀北青年ネットワークとは】

　新発田広域（阿賀北地域）で活動する6つの青年団体（新発田JC、新発田YEG、

　紫雲寺・聖籠・豊浦・加治川の各商工会青年部）で構成される組織で30年ほど
　の歴史を持つ。主な目的は各団体の連携と異業種交流。

遍〆
問合せ先：みらい創造課企画政策係　　担当：山田・齊藤

　　　　　　　電話：0254－22－3030（内線1543）



様式2（報道関係用）

新発田市

令和元年10月3日

　　　みらい創造課

今隼も菅谷地区のおいしい秋が大蟻奮！
　すカ》是にマルシエ新米寵つり闘催！　　∵

　昨年度から新発田市食の循環によるまちづくりの一環「モデル地区推進事業」として、

地域単位での食の循環実践に取り組む菅谷地区において、今年も収穫の秋を楽しむ「すが

たにマルシェ新米まつり」が開催されます。今年は菅谷不動尊の「火渡り修行」も同日

開催となり、菅谷地区を存分に楽しめる1日となります。

【ここがポイント！】

菅谷産新米コシヒカリをはじめ、菅谷の秋の味覚が大集合！

昨年話題になった菅谷りんご汁や、今年流行したあのドリンクも！

【概要】

　日　　時

会　　場

出店等

令和元年10．月13日（日）午前10時～午後2時
　（入場無料、雨天決行）

菅谷コミュニティセンター（菅谷3350番地）
新発田産新米こしひかり100％　釜炊きご飯
菅谷りんご汁

限定　菅谷りんごタピオカジュース

ジェラート（なちゅらるじえら一と）

しいたけ唐揚げ（ごんべえ農園）

ジャム・コンポート（高橋農園）

はちみつ（橋元養蜂）

加治川マカロン・越後姫バター（加治川さくらピクニック）
…　　他

その他

問合せ

すがたに野菜市も同時開催します（りんご、新米、野菜など）。

三条プロレス参戦決定！会場を熱く盛り上げます！

ABODE菅谷　相馬（090－4010－8001）

（添付資料）すがたにマルシェ　チラシ

運ぼ
問合せ先：みらい創造課企画政策係　　担当：山田・齊藤

　　　　　　　電話：0254－22－3030（内線1543）
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・ 菅谷地域の名産品の開発中！！（アップルシードルの試作／在来種の里芋のブランド化）

・ 菅谷地域で生産された新鮮で安全な農産物の販売・PRすることで地場産農畜産物等の消費拡大と

イメージ向上に努めるとともに、菅谷地区の歴史と文化をピーアールしていくことを目的としています
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e新発田市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年10月3日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スポーツ推進課

　　　　　「第58回新潟県スポーツ推進委員大会」が新発田市を中心に開催されます

「障がい者スポーツとスポーツ推進委員の関わり」をテー’マに、現場で活躍されている

方々を講師に迎え、新潟県内のスポーツ推進委員の資質向上を図ります。

【ここがポイント！】

新潟県内のスポーツ推進委員約250名が新発田市ii集＊り・2’日間研

修を行います。

【概要】

　日時　令和元年10月5日

　　　　5日　13：30～

　　　　　　　14・：10～

　　　　6日　　　9：00～

轟断

5日

6日

（土）、6日（日）

開会式・表彰式

講演

実技（3会場）

ホテル清風苑

聖籠町町民会館（障がい者スポーツ）

サン・ビレッジしばた（障がい者スポーツ）

月岡温泉周辺（ウォーク）

問合せ先：スポーツ推進課スポーツ推進係　　担当：出来島

　　　　　　　　電話：0254－22－3030（内線1684）



　　　　　　　　　　　　　令和元年度

第58回新潟県スポーツ推進委員大会実施要項

兼下越地区スポーツ推進委員冬季研修会実施要項

大会テーマ

『障がい者スポーツとスポーツ推進委員の関わり』

1趣旨地域住民の多様なスポーツニーズに対応した生涯スポーツの普及振興と定着を図

　　　　　　　るために必要な知識と技能を研修し、スポーツ推進委員としての資質の向上を図

　　　　　　　る。

2　主　　催　　公益社団法人全国スポーツ推進委員連合、新潟県

　　　　　　　新潟県スポーツ推進委員協議会

3　共催予定　　新発田市、聖籠町教育委員会

4　主　　管　　下越地区スポーツ推進委員協議会

5　期　　日　　令和元年10月5日（土）・6日（日）

6　会　　場　　（1）開会式・講演・情報交換会・宿泊

　　　　　　　　　月岡温泉「ホテル清風苑」』（新発田市月岡温泉278－2TEL：0254－32－2000）

　　　　　　　（2）実技研修　1：障がい者スポーツA（聖籠町町民会館アリーナ）

　　　　　　　　　　　　　　21障がい者スポーツBL（サン・ビレッジしばたアリーナ）

　　　　　　　　　　　　　　3：月岡温泉ウォーク　　（月岡温泉周辺）

7　参加対象

8　研修内容

（1）講演

　　　・演題

　　　・講師

（2）講演

　　・演題

・ 講師

新潟県内スポーツ推進委員、市町村生涯スポーツ行政担当者及び市町村教育委員会

が認める生涯スポーツ関係者

『障がい者とスポーツ～新潟県の現状とこれから～』

新潟県障害者スポーツ協会常務理事　丸田　徹　様

『スポーツ推進委員と障がい者スポーツとの関わり

　　　　　～車椅子バスケットボールから見た経験～』

新潟県バスケットボール協会障がい者部会部長　肥田野　篤史　様



（3）実技研修

種　目 種目概要 会　場 講　師

1

障がい者

スポーツA

［2種目体験］

ボツチヤ

フライングディスク
聖籠町町民会館

障がい者

スポーツ指導員

2

障がい者

スポーツB

［3種目体験］

車椅子スラローム

視覚障害者マラソンの伴走

卓球バレー

サン・ビレッジ

しばた

障がい者

スポーツ指導員

3

月岡温泉ウォーク

［荒天時：1また

は2に参加］

月岡温泉周辺を約6km歩き
ます。

※ポール持参可

月岡温泉周辺 新発田市スポーツ推進委員

※申し込み人数が多い種目については、調整させていただきます。

※ウォーク希望者は、必ず第2希望を記入してください。

9　日　　程
　　　　　12：30　　　　13：30　　　　　　14’：10 15：10　 15：20　　　　　　　16：20　　 18：00

1日目 受付
開会式’

表彰式等
講演 休憩 講演 休憩 情報交換会

08：30 09：00 11：30

2日目 受付 実技研修
閉会式

解散

10　経　　費

区　　分 金　　額 内　　訳

1 宿泊される方 1人　16，500円

資料代　　　　　　　　　2，500円
情報交換会費　　　　　6〆000円

宿泊費（朝食付き）　　8，000円

2 宿泊されない方 1人　　8，500円
資料代　　　　　　　　2，500円

情報交換会費　　　　　6，000円

3 研修会のみ参加 1人　　2，500円 資料代　　　　　　　　　2，500円

11参加申込

（1）申込締切

（2）申込先

（3）申込方法

令和元年8月23日（金）必着　　巻塑旦岐宣でお願いしま去＿

第58回新潟県スポーツ推進委員大会事務局（担当：出来島、伊藤）

〒957－8686　新発田市中央町3－3－3　新発田市スポーツ推進課内

TEL：0254－28－9’660　　FAX：0254－28－9670
E¶aillsports＠city．shibata．　ig．jp

別紙参加申込書により、各市町村単位でとりまとめて、上記宛にメールでお申し

込みください。メールが不可能な場合は事務局までご連絡ください。



様式2（報道園係用）

新発田市

令和元年10月3日

　　　みらい創造課

大倉喜八郎講演会開催

　大倉喜八郎向島別邸「蔵春閣」が東公園に移築されることが決定したことを記念し、新
発田中央ロ・一一一タリークラブが主催する「大倉喜人郎講演会」が開催されることとなりまし

た。大倉喜八郎がどのような人物であったか、蔵春閣がどのような建物だったのかなどを

有識者の講演から学び、蔵春閣を活用した新発田の未来を一緒に考えませんか。

【ここがポイント1】

大倉喜八郎の生涯、蔵春閣の価値についての講演があります。

パネルディスカッションでは高校生など若い世代がパネラーとして

登壇し、新発田の未来を考えます。

【概要】

日時：令和元年10月12日（土）午後1時30分～4時（予定）
会場：新発田市役所4階議場
定員：300名（要事前申込）

【プログラム】

　（第1部　講演）

　　「大倉喜八郎の生涯について」

　　　講師：（公財）大倉文化財団理事長　村上勝彦氏
　　「歴史的建築物『蔵春閣』について」

　　　講師：大成建設㈱設計本部専門設計部伝統・保存建築室室長　松尾浩樹氏

（第2部パネルディスカッション）
　「蔵春閣を活かして、私たちに出来ること」

【主催】

　新発田中央ロータリークラブ

く藩〆
問合せ先：みらい創造課企画政策係　　担当：齊藤

　　　　　　　電話：0254－22－3030（内線1543）
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RI2560地区ロータリー財団補助金支援事業

　　　　　　　　　〆1．‘㌔，
主催／Rotary；三：1ξ：新発田中央ロータリークラブ

　　　　　　　　　”t：t””

後援／大倉喜八郎の会　新発田市

〈申込・問合せ先〉

新発田市みらい創造課
TEL　O254・28・9530（直通）

裏面が申込書に

なっています。〉レ



蔵春閣移築記念大倉喜八郎講演会　申込用紙

【申込・間合せ先】

新発田市みらい創造課　企画政策係

TELO254－28－9530（直通）

FAX　O254－22－3110

Mail　mirai＠city．shibata．lg．jp

N
O
⊂
○力

工

⊂

Z

＞

⊂

参加団体名

　　（※）
※団体でお申込の場合は必ずご配入ください

氏名

フリガナ

TEL

氏名

フリガナ

TEL

氏名

フリガナ

TEL

氏名

フリガナ

TEL

氏名

フリガナ

TEL

氏　名

フリガナ

TEL

氏名

フリガナ

TEL

氏　名

フリガナ

TEL

フリガナ

氏　名 TEL

フリガナ

L二二⊥＿＿＿＿＿＿＿L∴
氏　名 TEL

※記入欄が不足の場合は用紙をコピーしてお使い下さい。

※ご記入いただいた個人情報は、当講演会の受付業務にのみ使用し、他の目的には使用しません。



様式2（報道関係用）

ちなかハロウィンパーク

◇新発田市
令和元年10月3日

　　　商工振興課

まちなか商店街でハロウィンを楽しもう1

【ここがポイント！】・

●ハロウィンパネルで写真＆スタンプラリー（エリア内4か所）

　期間中設置されるハロウィンパネルを巡り、スタンプを集めよう！

　ハロウィンコスプレで各パネルの前で思い出の一枚を撮影しましょう！

●商店街でお菓子をゲット！（小学生以下限定／参加無料）

　「トリック・オア・トリート」を合言葉に商店街の各店舗でお菓子をゲット

　各店舗にも子ども達がデザインしたお化けの顔出しパネルが出現します！

事

』

26・27日は札の辻広場で「食まち新発田ラーメン縁日」を同時開催

新発田市ならではの「ハロウィンXラーメン」の夢のコラボ

【概要】

〈ハロウィンパネルで写真＆スタンプラリー〉

日時：10月21日（月）から27日（日）（パネル展示期間）

会場：ヨリネスしばた、イクネスしばた、諏訪町たまり駅、セキカワカナモノ（パネル殴置場所）

内容：上記4か所のハロウィンパネル前で写真を撮リスタンプを集めよう！

　　　　（すべて集めると、26日、27目開催の「食まち新発田ラーメン縁日」の割引券と交換できま

く商店街でお菓子をゲット！〉

日時：10月26日（土）、27日（日）

　　　　パスポート配布蒔間：10時から15時／お菓子配布時間：各店舗営業時間内

会　場：パスポート配布場所：ヨリネスしばた／お菓子配布場所：商店街各店．

　　　（配布店舗は駅前通り商店街、中央商店街、上町・中町・下町商店街の各店）

その他：「商店街でお菓子をゲット！」には当日配布するパスポートが必要となります。

主催：まちなかワイワイプロジェクト実行委員会

間合せ：上記実行委員会事務局（新発田市商工振興課内）（60254－28－9650）

基

t

緬〆
情報提供に関する担当：商工振興課 まちなか活性化係長島

電話10254－28－9650



様式2（報道関係用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年10月3日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水道局

　　　　　　　　　　　水道まつりの開催について

　日頃、水道水を御利用いただいているお客様に、『しばたの水道水』にっいて、より理

解と関心を深めてもらうことを目的に、今年も水道まつりを開催します。

【ここがポイント！】

　水道まつりでは、毎日の生活に欠かせない「水道」について、体験

型プログラムを通じて、子どもから大人まで楽しめる企画を展開しま

す。

【概要】’

1日　時

2会　場

3内　容

　（予定）

4参加費

5主　催

令和元年10月14日（月／祝日）10時～16時

PIOすとり一と（新発田コモタウンPIO内）

（1）『水道局のおしごと体験』

　　①浄水実験　②漏水修理実演・漏水調査体験　ほか

②ウォーターバー（県内外の水道水を飲みぐらべ体験）

（3）水道管を使った水鉄砲遊び

（4）下水道PRコーナー　　ほか

無料

水道まつり実行委員会

〈水道水飲みくらべ〉

緬〃
問合せ先：水道局業務課

電話：0254－23－7190

担当：福地



様式2（報道関係用）

報道資料 鴫鎗』新発田市

令和元年10月3日

新発田駅前複合施設

かわいいデコレーション肉まんを作ろう！

　小学生を対象とした料理教室で、新潟調理師専門学校の学生と交流しながら肉まんを作

ります。

新潟調理師専門学校の学生と一緒に、パンダやブタなどのかわいいデ

コレーション肉まんを作ります

【概要】

　【日時】11月23日　（祝）

　　　　①午前10時～正午

　　　・②午後2時～午後4時

　【場所】新発田駅前複合施設（イクネスしばた）2階キッチンスタジオ

　【対象】①小学1～3年生

　　　　②小学4～6年生

　【内容】動物の顔にデコレーションした肉まんを作ります（2個）

　　　　1個はその場で食べ、1個は持ち帰ります。

　　　　午前・午後の共通作業として「生地づくり」「包み」、

　　　　午後は包丁を使った「具作り」も行います（午前は講師が行います）

　【料金】800円

　【講師】新潟調理師専門学校　渡辺篤講師

【持ち物】エプロン・バンダナ（三角巾）・手拭き

【定員】①24人

　　　　②12人

【申込方法】下記のいずれかから申込

　　　・新発田市電子申請サービス

　　　・イクネスしばた1階総合案内にて用紙を記入（10／17除く9時～21時30分）

【申込締切】11月10日　（日）

【備考】

　　　・各調理台に新潟調理師専門学校の学生が補助として1名ずっ付きます。



様式2（報道関係用）

　　　　　・申し込み多数の場合は抽選とし、、当選者へは11月14日（木）頃に郵送にて

　　　　　連絡します。

　　　　　・広報しばたによる告知および申し込みの開始は10月15日（金）です

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



　様式2（報道関係用）

匡璽］　　　　　　　　　　◇　　新発田市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年10月3日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新発田駅前複合施設

　　　　　　　　　イクネスしばたこどもセンター子育て講座

　　　　　　　　　「パクパクおいしい幼児食」を開催します

1歳から3歳までのお子さんと保護者を対象に、幼児食の調理実習と試食の講座を開催します。

【ここがポイント！】

大人のメニューを食べやすくアレンジした幼児食を紹介します。

調理中はお子さんを無料で預かり、調理後は親子で試食をします。

【概要】

日　時：【1歳向け】10月26日（土曜日）　午前9時30分～午後12時30分

　　　　【2、3歳向け】11月9日（土曜日）　午前9時30分～午後12時30分

場所：イクネスしばた2階キッチンスタジオ、多目的室2

対　象：【1歳向け】満1歳のお子さんと保護者

　　　　　【2、3歳向け】満2～3歳のお子さんと保護者　　　各12組（抽選）

参加費：親子1組800円（お子さん1人追加につき300円）

講　師：市の栄養士

内　容：1歳から3歳向けの幼児食の調理と試食（無料託児付き）

申込み：以下のいずれかの方法で申込み。

　　　　①申込書をイクネスしばたこどもセンターへ提出

　　　　②電子申請（市・イクネスしばたのホームページ、チラシについているQRコードから申請

　　　　　できます。）

　　　　※電話での申し込みは出来ません

※別紙チラシもご参照ください。

縄〆

問合せ先：新発田駅前複合施設

　　電話：0254－28－9952

こどもセンター係　　担当：内田
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又
～「新発田市食の循環によるまちづくり」関連事業　　スタンプラリー対象イベント　～

Y

イクネスしばたこどもセンター子育て講座

　’　　　　　　　へ

　　●　A　●
　　（一）
．　・＜う

（、

　　　　　　　　　剛
癒

o・日
　　　●場

　　　●対

時：

所：

象：

●参加費：

●持ち物：

40月26日（±）　午前9：30～12：30
イクネスしばた　2階　キッチンスタジオ　　　●講　師：市の栄養士

満1歳のお子さんと保護者（定員12組・抽選）

※調理中はお子さんを無料でお預かりします。

親子1組　800円（お子さん1人追加につき300円）

エプロン、三角巾、手拭き、筆記用具

●申込方法：10月15日（火）午後6時までに、別紙申込書をこどもセンターへ提出または、

　　　　　　　　市のホームページから電子申請で申し込みください。
回　　　洞
’ 　．　　i　　　←こちらのQRコードからも申込できます。

■

※電話での申込みは出来ません

回・ ※抽選結果は当選者にのみ、開催日の1週間前までに電話でお知らせします。

新発田駅前複合施設（イクネスしばた　こどもセンター）

住所：新発田市諏訪町1－2－12

電話　：0254－28－9952（こどもセンター直通）

イクネスホームページ　：http：／／www．ikunesu－shibata．jp
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～「新発田市食の循環によるまちづくり」関連事業　　スタンプラリー対象イベント　～ Y
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● ●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；　　　，
　　　　「野菜を食べてくれない」「もっと色々なものを食べさせたい」

　　　「いつもメニューがマンネリ…　　」　そんな悩みにお答えすべく、

　　　　　大人も満足！栄養満点の幼児食メニューを紹介します！

　　　　　　　　　　　　　　　　【メニュー】

パエリア風炊き込みご飯、揚げないコロッケ、白菜と玉子のスープ、皮ごとりんごのジュレ
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●日　時：　11月9日（土）　午前9：30～12：30　　　　　　　　　　　　　　　　§

●場所：イクネスしばた2階キッチンスタジオ　　●講師：市の栄養士　　　’一

●対　象：　満2～3歳のお子さんと保護者（定員12組・抽選）

　　　　　　※調理中はお子さんを無料でお預かりします。

●参加費：　親子1組　800円（お子さん1人追加につき300円）

●持ち物：　エプロン、三角巾、手拭き、筆記用具

●申込方法：10月29日（火）午後6時までに、別紙申込書をこどもセンターへ提出または、

　　　　市のホームページから電子申請で申し込みください。
” ㌔里　　←こちらのQRコードからも申込できます。

　　E ※電話での申込みは出来ません

※抽選結果は当選者にのみ、開催日の1週間前までに電話でお知らせします。

新発田駅前複合施設（イクネスしばた　こどもセンター）

住所：新発田市諏訪町1－2－1　2

1話　：0254－28－9952（こどもセンター直通）

イクネスホームページ　：http：／／www．ikunesu－shibata．jp



様式2（報道関係用）

報道資料

壁新発田市
　　令和元年10月3日

　　　　　健康推進課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こうよう
　　　　　　　　　　めざせ100彩「紅葉ウォーク」

家族や仲間と自然にふれながら歩くことにより、歩く効果や楽しさを体感し、運

動習慣の定着を図ることを目的に開催します。

【ここがポイント！】

菅谷のりんご園、新発田のパワースポット菅谷不動尊菅谷寺や色づき

はじめた美しい里山を巡ります。ウォークの後は、地域のボランティ

ァによるあたたかい菅谷汁のふるまいがあります。

【概要】

1

2

3

4

5

6

日　時　10月27日（日）午前9時30分スタート（午前9時受付開始）

場所菅谷コミュニティセンター（新発田市菅谷）

内　容　5．　5　kmと8’kmの2コース

参加賞　菅谷りんごと新米コシヒカリおにぎり

参加費　1人200円（当日徴収）

申込方法　10月21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

・ 新発田駅～菅谷コミュニティバスが運行しています。ぜひご利用ください。

・ 少雨決行

・ 添付資料あり（1枚・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　　　　　　　　rk

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　懸⊇・肝

蟹ぱ

　　竃1

頴　ζ）

轟断
問合せ先：健康推進課めざせ100彩推進係　　担当：須貝

　　　　　　　　　電話：0254－22－3030（内線1266）
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　　　　　ご用意しています！
　　　　　　会場ではふるまい汁と
　　　　　　特産物販売もあります。

橘

≡…論

架〕

橋

↑胎内市

　加治川菅谷小学校

↓新発田市街

　　　：T・siヨ

鷲杜

コミュニティバスもご利用ください。

新発田駅発　　菅谷昔　　　菅谷発　　新発田駅着

8：55　　9：15　　12：32112：51

運賃／片道200円

t’．9‘



様式2（報道閏係用）

報道資料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一．∴．’　新発田市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年10月3日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康推進課

　　　　　　　　20万歩チームチャレンジについて

　市では、健康長寿を目指し、「めざせ100彩」を合言葉に、地域の健康づくり組織・団

体との協働により、「食」「運動」「健康管理」の3本柱から市民の健康づくりを推進して
います．

　働き盛りの人や運動経験のない方の運動習慣のきっかけづくりとしていただくために、

仲間と楽しみながら行える歩く習慣作りをする事業です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一1
【ここがポイント！】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

『めざせ100彩』を合言葉に、職場仲間や家族、友人と一緒に参加し，

て、健康とクオカードをゲットしましょう！　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［

【概要】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　2人以上5人以下でチームを作り、実施期間内の継続した30日間

分でチーム平均20万歩を目指します。目標歩数を達成したチームの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト中から10チームに1，000円分クオカードをメンバー全員に差し上げ

ます。

11　登録期間：10．月6日（日）～11月7日（木）

　2　歩く期間：10月6日（日）～12月9・日（H）

i3　報告締め切り：12月16日　（．月）

，4　抽選会：めざせ100彩健康づくり実行委員会で行います。

発表・賞品引渡：当選者決定後、1週間以内に対象へ連絡し、窓口で

順次お渡しします。

運㌢

　　　　　　　　　　　　　　　　一」
問合せ先：健康推進課めざせ100彩推進係　担当：山本

　　　　　　電話：0254－28－9214　（内線1264）
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（・【参加資格】市内在住又は檀

　　【参加方法】①メンバーを集めて参加登録！頚期周：10R6日（日）～1’月7日（木｝

　＊1チーム＜2～5人で1チームとなります。

②チームの目標歩数を目指して、連続する30日間の歩数を各自記録

　＊チームの目標歩数：30日間で「チームのメンバー人数X20万歩」

　＊歩く期間：10月6日（日）～12月9日（月）

　＊記録方法：裏面「歩数記録票」、　「健康ウォーク手帳」または

　　　　　　HP掲載「歩数記録票（計算機能付き）」を御利用ください。

③チームの合計歩数を報告！●告締働切‘い12月76日（月）

＊チーム目標を達成したチームの中から抽選でIO千一6◎千一bメシlt・・一全員に

ぞ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「　歩数計を　　…
i貸し出します！il

i璽　ii
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

i★無料・1か月間　i

：★希望者は健康推：

：進課の窓ロへ　　　i

1．OOO円分ウオカードを贈呈　＼（＾o＾）／

※鎚・■告鯵、市健康推進■◎意口、脂、

　ヌ鯵電子申踏壱◎鮒ε尊‘陪写。
i
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様式2（報道問係用）

報道資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．搬シ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　W警㌔新発田市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年10月3日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉課

　　新発田阿賀北地区更生保護サポートセンターの開設について

　10月1日に・新発田阿賀北地区保護司会が・市役所別館3階に新発田阿賀北地区更生

保護サポートセンターを開設しました。

【ここがポイント！】

　新発田市、阿賀野市、胎内市、聖籠町を対象範囲とする、「新発田

阿賀北地区更生保護サポートセンター」が10月1日、当市に開設さ
れました。

　かねてより新発田阿賀北地区保護司会から、対象地区の中心である

当市へ設置要望があり、このたび市役所別館の一室を改修し、開設し

たものです。

【概要】

1　趣　旨

　　更生保護サポートセンターは、保護司と保護観察対象者等との面談場所や、保護司

　会が、地域の関係機関・団体と連携しながら、地域で更生保護活動を行うための拠点

　となる施設です。

　　当市に開設した更生保護サポートセンターは、プライバシー保護に配慮した防音壁

　を採用し、保護司と保護観察対象者等との面談が安心して行える環境となっています。

2　運営について

　　新発田阿賀北地区の保護司が、火・水・金曜日の午前10時から午後4時まで交代

　で1名常駐し、個々の保護司の処遇活動に対する支援や更生保護に関する情報収集等

　を行います。

3　開設場所

　　新発田市役所別館3階（新発田市中央町4丁目8番11号）

4　開所式

　　10月9日　（水）午前10時より、市役所別館3階の会議室にて開所式（主催：新

　発田阿賀北地区保護司会）を行います。

5　新発田阿賀北地区保護司会について

　新発田市、阿賀野市、胎内市、聖籠町を担当区域とし、法務大臣から委託された保

護司（64名）で構成されている。

纒児〆
問合せ先：新発田阿賀北地区サポートセンター　電話：28－8440

　　　　　市社会福祉課庶務住宅係　担当：伊藤28－9220



様式2（報道関係用）

報道資料
◇新発田市

令和元年10月3日

　　　地域安全課

令和元年度新発田市消防団総合消防訓練

新発田市消防団による総合消防訓練です。計72台の消防団車両に加え新発田消防署から

はしご車、タンク車が出動し、山林火災を想定した消火訓練を行います。

　その他、出動全団員による分列行進や女性消防隊による応急手当訓練等、消火から救命

に至るまで大変見応えのある訓練となっておりますので、是非ご来場ください。

【ここがポイント1】

　地域に貢献し、市民の安心・安全を守っている消防団が一堂に会す

る訓練です。出動分隊による一斉放水は迫力満点！

【概要】

日日寺　　　10月20日　（日）　9：00～12：10

場所　　五十公野公園大駐車場

目的　　消防団員の資質向上及び消防機能の習得により消防団任務を的確に遂行

　　　し市民の安全確保及び財産の保護を図るべく、災害の複雑多様化に対応する

　　　ための総合的な消防訓練を行う。

　　　　機動部隊出動訓練、放水訓練（一斉放水）、負傷者応急手当訓練、分列行

　　進ほか
　　　　新発田市消防団・新発田市

1耳蕎1吃

　　ltl

瑚齢
＼v魂▲

問合せ先：地域安全課消防防災係　担当：山森

　　　　　電話：0254－28－9510（内線1513）



様式2（報道関係用）

［illliE］
口1∫1：　新発田市

令和元年10．月3日

　　　　観光振興課

小林かいちと『日本のアール・デコ』展

【ここがポイント！】

「目本のアール・デコ」の代表的作家・小林かいちの作品を中心に、当時の小物

と蕗谷虹児の作品とともに展示を行います。

【概要】1925年、パリ装飾博覧会をきっかけに流行した、流線的で幾何学的なアール・

デコ様式。小林かいちは「日本のアール・デコ」を語るうえで重要な作家といえます。

蕗谷虹児もまた、アール・デコ様式を取り入れた画家の一人です。今回、小林かいちの

作品を中心に、蕗谷虹児の作品を展示することで「日本のアール・デコ」の魅力を紐解

く企画展を開催します。

●日時2019年10月29日（火）～2020年3月1日（日）　　　　　　　　　1

【11月1日（金）は入館無料】

小林かいちの誕生日である11月1日（金）は入館無料とします。

【担当学芸員による「女性の視点からひも解く」解説会】

2019年12月14日　（土）午後2時～

2020年1月13日（月祝）午後2時～

2020年2月11日（火祝）午後2時～

【新たな子年を祝って絵葉書を限定プレゼント】

2020年1月7日（火）朝9時から小林かいちの絵葉書を限定プレゼントします。

藷〆
問合せ先：観光振興課観光施設係

担当1宮村　電話：0254－28－9960
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　　　2019年　　　　　2020年
会期：10／29（蓉）→3／1㊨

会場：蕗谷虹児記念館

開館時間：午前9時～午後5時　　　　　・
　　　　　　　　　　（入館最鶴受付は午後4時30分まで）

休館日：毎週月曜定休胆し、視祭日の場合は翌火曜が休館・

　　　　　　年末年ta　t2！29（日）～翌年1！3｛金〕まで休館）

入館料：一般・大学生500円、高校生200円
　　　小・中学生100円（税込）

主催：新発田市・蕗谷虹児記念館

協力ニセガコレクション、新潟ハイカラ文庫

適OJrrmma　　』m－o●且1図丁

蕗谷虹児記念館
〒95ア0053新潟県新発由市中央町4丁目11・7電eSSFAX　O254・23・10t3
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日本のアール・デコ展

協力　■門■

セガコレクション

　　　早
　　　　■

　会期：2019年10／29⑭→2020年3／1⇔会場：蕗谷虹児記念館
入館時間：午前9時～午後5時（入館受付4時30分まで）　休館日：月曜日（祝祭日の場合は翌火曜日）、12／29～1／3

入館料：一般・大学生500円、高校生200円、小・中学生100円（税込み）

今回の展覧会の見どころ＝＝ここに注目1

異国情緒と
京都の伝統

京都さくら井屋が
「かいち」を起用し、

社運をかけて制作
したのが『現代的版

画持情絵葉書』シ
リーズでした。

悲劇のヒロイン

停い乙女の美しさ

▲絵葉書「クロスワードの謎」（第17集より）

船のイメージは

見知らぬ国

「かいち」の作品に

登場する傍い後ろ
姿の乙女像は「恋に

悩む私」。自分の悩

む姿と揺れる想い
を投影しています。

▲絵葉書「祈りのタ」（第3集より）

J，，，．L－，モダンガールの

日本のデコは

情緒とモダン

1小粋な誘惑

大正～昭和の初め
に女性の社会進出
や自由な風潮と共
に出現。流行に敏感

なかいちはいち早く

tモガも絵封筒に表
1現。

欧米の美術コレク
ター達がいち早くか

いち作品を評価。初

めて日本に紹介さ
れたのは海外から
逆輸入された美術
展でした。

▲絵葉書「灰色のカーテン」（第31集よリ）

歌って踊って
恋をして…

いつかどこかで見た
ような、しかしどこに

も存在しない場所。
時空を超えた異国
情緒が漂う。帆船の

影絵が効果的にし
ている。

▲絵葉書「君待っ宵」（第38集より）

“一。rlSV・e’ 蒜踏ラブ

▲絵葉書「二号街の女」　　（第37集よリ）

異国情緒と
京都の伝統

▲絵封筒「蜻蛉」

「かいち」が活躍し

た時代、大都市では
カフェやダンスホー
ルが誕生し、異性と

の恋愛も自由に新
たな社交文化が花
開きました。乙女た

ちが燈めいた時代
を象徴的に描きまし
た。

▲絵封筒「カフェーの看板・モガ」

当時の女学生の間
では、ときに恋愛
感情にも似た友達
関係が育まれまし
た。甘く切ない思
いを託した手紙の
封筒の絵柄は正に

秘めた思いのこ
もった表現でし
た。“

かいちは絵葉書を
手掛ける前から着
物の図案家として
活躍していました。

大きな絵柄や派手
目の反物柄に人気
があったことから斬

新さと伝統を同時に

併せ持つ作風が見
える。

▲絵封筒「舞妓・提灯」

◆11月1日（金）は入館無斜デー
かいちの鷹生日です。皆さんで祝いましょう。

……∀學ぎ道に工る搾甜欝説螢…

0201g年11月1日⇔午後2時～
②201g年12月14日㊤午後2時～

③2020年1月13日⑧午後2時～
④202眸2月11日⑭午後2時～
※諸事情によリ変更ある場合はご容赦ください・

日本のアール・デコ
1925年、パリ装飾博覧会をきっかけに流行し
た、直線的で幾何学的なアール・デコ様式。大正

末期の日本では個の尊重と自由な風潮と共にそ
の斬新なデザインは生活に浸透していきました。
インテリアから食器・化粧用具まで紹介。

　　　　　　　　　　協力：新潟ハイカラ文庫

　　　　　　◆小林かいち略歴
　　　　　　1896年（明治29年）11
　　　　　　月1日、京都生まれ．本

　　　　　　名、嘉一郎《かいちろ
声　　’；’う）。大正etigi－－wavaの

’

　　　　　’初期まで絵葉書・絵封筒
　　　　、　　　　　　のデザインを手掛ける。

　　　　　　1968年（昭和43年）死

　　　　　　去、72恥
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報道資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年10月3日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民文化会館

　　　　　　　第22回全国「花嫁人形」合唱コンクール

本市出身の持情画家・蕗谷虹児が作詞した唱歌「花嫁人形」を課題曲

とする全国合唱コンクールを開催します。

【ここがポイント！】

今年は全国から22団体が参加し、全国コンクールにふさわしいレベ

ルの高いハーモニーを楽しむことができます。

【概要】

　・王　催　　全国「花嫁人形」合唱コンクール実行委員会

　・日　時　　10月20日（日）12時開演（11：30開場）

　　　　場新発田市民文化会館大ホール

　・入場料　　無料（ただし未就学児の入場不可）

　・出演等　　別紙チラシを参照

問合せ先：市民文化会館　業務係　担当：小荒井

　　　　　　　　　　電言舌：0254－26－1576



塾四罰，体議ぽ

◆SUONO・⊂ONBRIO
　（長野県長野市）

◆埼玉栄高等学校コーラス部
　（埼玉県さいたま市）

◆福島県立湯本高等学校合唱部
　（福島県いわき市）

◆雲の劇団雨蛙合唱部
　（神奈川県川崎市）

◆アンサンブル向日葵
　（東京都渋谷区）

◆福島室内合唱団
　（福島県福島市）

◆合唱団amore
　（埼玉県春日部市）

◆若’s　Kitchen
　（神奈川県横浜市）

◆アンサンブル・ロゼ
　（新潟県新潟市）

◆M．L．R．

　（茨城県水戸市）

◆クール・シャルマン
　（東京都世田谷区）

◆男声合唱団トリンクリート
　（福島県福島市）

◆羽黒高等学校合唱部
　（山形県鶴岡市）

◆アンサンブル1．G．
　（神奈川県川崎市）

◆アンサンブル歌日和
　（千葉県千葉市）

◆Ensemble　Muses
　（新潟県新潟市）

◆ムジカンテン・コア・ふくしま
　（福島県福島市）

◆アンサンブルみここいここ
　（新潟県新潟市）

◆Wings
　（埼玉県さいたま市）

◆アンサンブル鴻音一tone－
　（東京都葛飾区）

◆法政大学第二中・高等学校教養学校

　合唱団
　（神奈川県川崎市）

◆Sparkling　a　Live！

　（埼玉県朝霞市）　　　　　　　　　　　◆主催

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆共催

蕗谷虹児記念館

午前9時～午後5時
午後4時30分までに
入館をお願いします

※文化会館と隣接していますので、

合唱コンクールと併せてご覧ください。

◆後援

◆協賛
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　　　塑謹奏曲．騨

◆課題曲「花嫁人形」
　　　　　（無伴奏またはピアノ伴奏付）

　　　　　作詞／蕗谷虹児
　　　　　作曲／杉山長谷夫

　　　　　編曲／池辺晋一郎

◆自由曲任意の合唱曲

全国「花嫁人形」合唱コンクール実行委員会

新発田市・新発田市教育委員会・新発田商工会議所・（一社）新発田青年会議所・新潟日報社

新発田市合唱連盟・新発田市音楽文化協会

新潟県・（公財）新潟県文化振興財団・新潟県合唱連盟・NHK新潟放送局・朝日新聞新潟総局

読売新聞新潟支局・毎日新聞新潟支局・産経新聞新潟支局・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　79．0・エフエムしばた

新発田ニューホテルプラザ・新発田ライオンズクラブ・新発田菖城ライオンズクラブ
（一社）新発田市歯科医師会・新発田ガス株式会社・新発田市建設業協会・新発田管工事業協同組合

菖城電設協同組合・北越後農業協同組合・株式会社志まや・株式会社コバヤシ写真機店

佐藤食品工業株式会社・ビアンベール新発田店・株式会社NKSコーポレーション・新潟照明技研株式会社
株式会社福島印刷

10月1日～31日　市内割烹料理店にて　問合せ／（一社）新発田市観光協会 TELO254－26－6789



様式2（報道関係用）

◇新発田市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年10月3日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央公民館

第49回新発田市美術展覧会（併催：第47回ジュ＝ア展）開催

今年で49回目を迎える新発田市美術展覧会（市展）を開催します！

【ここがポイント！】

芸術の秋、さまざまな分野の作品が一堂に会する、市内最大規模の美術展覧会で

す。また、期間中は運営委員による市民鑑賞会もあります。皆様のご来場をお待

ちしています。

【概要】

【主　催】　新発田市、新発田市教育委員会、新発田市美術展覧会運営委員会

【と　き】　10H19日（土）～23日（水）午前9時～午後6時（最終日は4時まで）

【ところ】　新発田市カルチャーセンター

【展示内容】　市　　展：日本画、洋画、版画、彫刻、工芸、書道、写真、造形、華道

　　　　　ジュニア展：市内の幼稚園、保育園、小・中学校、特別支援学校の児童・生徒の

　　　　　　　　　　絵画、工作、書道

【賞　】　市展賞、奨励賞、新潟日報美術振興賞

【料　金】　入場無料。出品者名や受賞作品をカラー写真で掲載した目録は、会場入り口に

　　　　　て販売します。（1冊200円）

【市民鑑賞会の日程】　　　　　　　　　　　’　　．　　　　L－≡　‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　‘　　　　　　Pt

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．鷲

部　門 日　　時

書　道 19日（土）11：00～正午

工　芸 19　日　　（土）　13：00～14：00

日本画 19　日　　（土）　14：00～15：00

写　真 20日（日）11：00～正午

版　画 20日　（日）13：00～14：00

洋　画 21日（月）11：00～正午

緬〆
問合せ先：中央公民館事業係　担当：奥村

電話：0254－22－8516（内線　無　）
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日本画・洋画・版画・彫刻・工芸・書道・写真・造形・華道

日～ 日

　　　　　（本町4丁目16番83号）

　　　　午前9時から午後6時（最終日は午後4時まで）

主　催：新発田市・新発田市教育委員会・新発田市美術展覧会運営委員会　　　　　　　　　　出品申込み期限

㌫jl（麟翻㌶1麟㌶会　　　　　　　　9／20⇔まで
後援：エフエムしばた・折潟日報社・毎日新聞新潟支局・朝日新聞新潟総局・読売新聞新潟支局
　　　産経新聞新潟支局・NHK新潟放送局・BSn新潟放送・nl三〒・T⑨NYテレビ新潟・磁鰐テ虻2ノ

問い合わせ先　新発田市中央公民館事業係（新発田市生涯学習センター事務室内）奮22・8516



様式2（報道関係用）

◇新発田市
令和元年10月3日

　　　中央図書館

読書週間講演会「ベストセラー作家が語る図書館超活用術」

ベストセラー作家が図書館の上手な活用方法についてお話します。

【ここがポイント！】

独自の情報整理術を語った「情報は1冊のノートにまとめなさい」の

シリーズ3冊が累計50万冊を超えるベストセラー作家が図書館の

上手な活用方法について語ります。

【概要】

1　日　　時

2　場　　所

3　定　　員

4　講　　師

5　申込方法

令和元年11月9日（土）　午後2時～4時

イクネスしばた　1階多目的室1

80名（抽選）（中学生以上）

著作家　奥野　宣之　氏

①新発田市電子申請サービス

②はがき（10月21日（月）必着）

③1階総合案内に直接申込

①二③いずれかの方法で10月21日（月）までに

申し込んでください。

問合せ先：　中央図書館

電言舌：0254－22－2418

担当：寺尾



様式2（報道関係用）

◆新発田市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年10月3・日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央図書館

　　　　　　　　　　　　　新発田市立図書館

　　　　　　企画展「ラグビー祭～ボールに夢をのせて～」

　日本で開幕したラグビーワールドカップにちなみ、ラグビーの起源やルールがわかる本

や雑誌の展示と貸出を行います。ラグビーボールやユニホームの展示もあります。

【ここがポイント！】

展示の他に「世界ヘトライ！ラグビーワールドカップ2019優勝予想」

や、「ワールドカップを100倍楽しく！ラグビークイズ」を行います。

【概要】

　　時：令和元年10月1日（火）～令和元年11月24日

　　　木曜日を除く平日　午前9時から午後8時

　　　　土・日・祝日　　　午前9時から午後5時

休館日：毎週木曜日

場　所：イクネスしばた（中央図書館）2階展示室

対象：どなたでも

【問合せ先】

新発田市立中央図書館（新発田市諏訪町1－2－12　イクネスしばた内）

TEL：0254－22－2418　　　EAX：0254－28二9951

纒万
問合せ先：中央図書館　　担当：宮下

電話：0254－22－2418
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様式2（報道関係用）

報道資料
㌧㌧’新発田市

令和元年10月　3日

　　　　　中央公民館

　　　　　　　令和元年度「市民茶会」開催のご案内

清秋の好時節、下記のように市民茶会を開催します。

【ここがポイント！】

心穏やかな秋の一日、美しい庭園を眺めながら一服のお茶をお楽しみください。

どなたでもご参加いただけます。どうぞお気軽にお越しください。

【日　時】令和元年10月13日（日）

　　　　午前10時00分～午後3時30分（最終入席は午後3時00分まで）

【会　場】清水園・武家屋敷・石泉荘

【茶席券】

　　　　大人（2席）：前売券　1，300円、当日券　1，400円

　　　　子ども（2席）：前売券　　800円、当日券　　　900円

※当日のみ1席券（大人1，000円、子ども500円）の販売あり

※大人券入館料込　（子どもは入館無料）

　1枚の茶席券で2名入館の場合、別途1名分の入館料（500円）を頂戴します

【茶席券販売所】

　　　　・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　・清水園

【主　催】市民茶会専門委員会、新発田市中央公民館

問合せ先：中央公民館事業係　担当：松田

電話：0254－22－3030（直通　22－8516）



会場
　清水園
　武家屋敷
石泉荘

席主
　表千家同門会新潟県支部
　石州流翠濤会寸真会
　茶道石州流桂風会
　裏千家淡友会
　石州流翠濤会菖水会
　宗偏流清流会
　宗偏流芝蘭会

茶席券
　大人前売券：1．300円（2席）

子ども前売券：800円（2席）

　　当日券：900円（2席）・

※当日のみ1席券の販売があります

覆

3
時

当日券：1・4°°円（2席）’1・°°°円（1席）30

茶席券販売
　　席主
　清水園
　新発田市生涯学習センタL
　新発田市民文化会館
　　豊浦地区公民館
　紫雲寺地区公民館
　加治川地区公民館

500円（1席）
分
A最
終

入
席

午

後
3
き

日

（
日

）

1

1

年

主催：新発田市中央公民館（電話0254－22－8516）共催：新発田市爽化団体連合会

匡］嶽欝㌫㌶㌶篭㌶嶽燃ご利用くだふヰ

：：i：：：：：－a



様式2（報道関係用）

報道資料
そ新発田市

令和元年10．月3日

　　　歴史図書館

秋季企画展「本能寺の変を巡るふたつのしばた」について

10．月5日から12月22日まで、市立歴史図書館で秋季企画展を開催します。

【ここがポイント！】

　　　　　　　　　　　　　　みぞぐちはんざえもんけもんじょ
1　このたび市に寄託された「溝ロ半左衛門家文書」には織田信長側
　　　しばたかついえ
近の柴田勝家が本能寺の変の直後に送った書状が含まれています。

　この書状を初めて展示・公開します。

2　書状を受け取った溝口半左衛門と、後に新発田藩主となる溝ロ秀

　勝との関係について解説します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しばたしげいえ
3　信長に呼応して上杉氏と対立していた新発田重家も本能寺の変
で大きく運命が左右されました。市内に残る新発田氏をはじめとす

　る戦国武将が残した城館遺跡の出土品を公開します。

【展示資料】

　　「溝口半左衛門家文書」に含まれる「柴田勝家書状」、新発田重家

に関連する新発田城跡の出土品、五十公野館跡出土の「観音像」（新

発田市指定文化財）など

1　会　場　新発田市立歴史図書館1階展示室1（新発田市中央町4－11－27）

2　期　間　令和元年10，月5日　（土）～12月22日　（日）

　　　　．月曜日休館、祝日の場合は開館し、次の平日が休館

3　開館時間　午前9時から午後5時まで
4　イベント　期間中に歴史図書館発着の「城下町まち歩き」を2回実施します。また、

　　　　2階会議室で外部講師による講演会を2回実施します。期間中の7日間（1
　　　　日2回）、専門職員による展示資料の解説を実施します。

5　詳しくは添付のチラシをご覧ください。

遍豆〆
問合せ先：歴史図書館　担当：鶴巻副参事

電話：0254－24－2100
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令和元芦1瀧撒こ言『麓書留1　「本龍寺の麦」　を巡るふたつの「しばた」

当館専門職員による展示資料の解説（30分程度）

　【申込不要】　1日2回11：00～／13：30～

　10月　／13（日）・22日（火／祝）

　11月　／2日（土）・4日（月／祝）

　12月　／1日（日）・7日（土）・21日（土）

※上記以タトの日程で解説をご希望の方は、1階事務室に
　お申し出ください。（ご希望に添えない場合もあります）

■置『』

箱館跡発掘調査の様子

‘

上
髭

葉

扶

五十公野館跡発掘調査説明会の様子

ぜ
ひ

あ

機
会
を

お

見

逃
し

な
く

o

しの左
ま雄右ま　般今

　加新二　　　　　　し蓮
　　　　　　まロ　地発本
　氏田能元半

　せる”（　　を
　て阿命　　初
　紹賀運　　め
　介北が　　て

　とて乱　半新ご　文の

　　　　　　　たロ田　　市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1柴

　　　　関連イベント　講演会

参加申込要（電話可）／定員60名（先着順）／参加費無料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほうかん

「阿賀北の戦国時代と越後文書宝翰集」

　10／20｛日）午後1時30分～3時

　　　　　　※申込受付開始10／8（火）

「新発田童家の野望

　　　　～信畏・秀吉・景勝と越後の戦国社会」

　11／10（日）午後1時30分～3時

講師長谷1聯竃鑑㌶学芸員））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

好評体験イベント城下町まち歩き

　江戸時代の絵図を見ながら新発田の町を散策し、

　　　　　城下町の痕跡を探しませんか？
　　　　当館学芸員が同行解説いたします。

参加申込要（電話可）／各回定員15名（先着順）／参加費200円

●集合／歴史図書館（受付13：00～）　●解散／15：50（予定）

第5回「八軒町・寺町・札の辻」コース

10／19｛土）
　　　　　　　　　　　※昨年10／20実施
※申込受付開始10／8（火）　瑚2回と
　　　　　　　　　　　　同コースです．

第6回「外ヶ輪・二の丸一周」コース
　　　　　　　　　　　　　　　　　や　　ヰ　ド　　　
　11／9｛土）※申込受付開始10／22（火｝：竺票す

乱㌫。

且
至　7号■

｛t：LS＃w杵抱蓼

アクセス
　■バス：JR新発田駅から市街地循環バス（あやy）バス）で7分
　　　　　　『新発田カトリック教会前』下車3分
　■徒歩：JR新発田駅から徒歩約13分
　■お車：　図書館隣接の市第3・第4駐車場をご利用くださ
い。

　　　　※入庫時に発行される駐車券を、館内で無料処理します．、

新発田市立歴史図書館
新莞田市中央町4－11－27　　tel　O254－24－2100



様式2（報道関係用）

報道資料 ）

　せべ郵マ警一新発田市

　令和元年10月3日

　　生涯学習センター

新発田バンドフェス2019

【ここがポイント！】

新発田発、熱く繰り広げられるバンドの祭典！

ロック、ジャズ、ポップス等17団体が集結！

【概要】

　　日　時　令和元年11月3日（日）開場：午前10時00分

　　　　　　開演：午前10時30分　　終演予定：午後8時OO分

2場所新発田市生涯学習センター講堂

　　内容第8回となる新発田バンドフェス2019は、新発田市内及び近隣市町

　　　　　からのアマチュアバンド17団体が出演するバンドの祭典！

　　　　　　出演者による即席バンドのセッションタイムあり、ご期待ください。

その他　入場料　500円（全席自由）／定員300人

　　　　小学生以下無料　※要入場券　（生涯学習センター及び出演団体で販売中）

※詳しくは、別添のチラシをご覧ください。

轟〃
問合せ先：生涯学習センター

電　話：0254－26－7191

担当：菅井



様式2（報道関係用）

一，貢”1

q曳P新発田市　：s・二

　令和元年10月3日
　　　　　中央公民館

令和元年度第49回新発田市芸術祭・秋季趣味の展示会

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

します。

【ここがポイント！】

2回開催！！

秋にしか見ることが出来ない展示物多数あり！ぜひご覧ください。

【概要】

1　日　　　時

2　内

3　場

4　主

5　共

容

所

催

催

・ぽ
」

※入場無料

　午前9時～午後4時

（1）令和元年10A12日（土）・13日（日）

（2）令和元年10月26日（土）・27日（日）

（1）春蘭・おもと、山野草、バードカービングの展示

（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

※写真は、昨年度の様子です

纒〃・

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



新規参加

・祈バ

発
w　ド
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ば
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き

の　グ

会

時・・月・2日（土）・・3日（日）展

会場：新発田市

生涯学習センター

（新発田市中央町5－8－47）

担 鯨雲

ぎ〆

祈春
発薗
田
菌

萬

同

好
会

主催：趣味の展示会運営委員会　共催：新発田市文化団体連合会1問合せ先】

　　　　　　　　　　　　　　　　中央公民館事業係（生涯学習センター事務室内）　新発田市中央公民館
　　　　　　　　　　　　　　　　電話二22－8516



，1濃
’・ 」ノ　「
、A　　　　、 盆栽　新発田盆栽会

lrt　i，　．

　　　　　　　　h　　　ぱ　　　　　　嚢・’

　　　　　　　　貢

　　　　　　　　竃

自採石　新発田自採石愛好会

　　　　　　　　一

　　ε・

味T，．

　　の

　　　　　　　？“　か』3

　＼
　て島

～ 趣味の活動を通じてイ判育てた作品をどうぞご覧ください～

日時：10月26日（土）・27日（ε1）　　＿＿

午前9時～午後4時　　　　　　　　　　1入場無料）

会場：新発田市生涯学習センター　　　　　　　一

　　　　　　　　　（新発田市中央町5－8－47）

【主樹　　　　供催】　　　　掴合せ先】
趣味の展示会運営委員会　　新発田市文化団体連合会　新発田市中央公民館（生涯学習センター事務室内）

新発田市中央公民館　　　　　　　　TEL，22＿8516



様式2（報道関係用）

令和元年10月3日

　　　　中央公民館

令和元年度第49回新発田市芸術祭・らんちゅう展

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

します。

【ここがポイント1】

　「金魚の究極」と言われ、その造形美を競う事から、錦鯉とともに「泳ぐ宝石」とも

言われる「らんちゅう」をぜひご鑑賞ください。即売会も開催予定です。

【概要】

　日

場

主

共

所

催

催

令和元年10．月20日（日）

午前9時30分～午後3時（即売会は売り切れ次第終了）

カルチャーセンター

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

遍〃
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
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：参加団イ 錦友会

会場：新発田市カルチャーセンター

　　　　（新発田市本町4－16－83）

日時：令和元年10月20日（日）同時開催：新発田市美術展覧会

午前9時30分～午後3時（即売会は売切次第終了）

新発田市中央公民館

く共催〉

新発田市文化団体連合会



様式2（報道関係用）

報道資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年10月3日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民文化会館

　　　　　　　　秋を彩るバレエ・日舞・フラダンス

　バレエ、日舞、フラダンスの公演を市民などの出演により開催します。

【ここがポイント！】

　　さまざまなステージをお楽しみください！

【概要】

場　　所

入場料

出演団体

10月13日（日）第1部：午後1時～（開場：午後0時30分）

　　　　　　　　第2部：午後6時～（開場：午後5時40分）

新発田市民文化会館　大ホール

無料

第1部バレエ

　こまどり会（13：00～14：00）

　菖舞会　　　（14：00～15：00）

第2部フラダンス、日舞

‘Ohana　（18：00～19：00）

　若泉会　　　（19：00～20：00）

問合せ先：市民文化会館

　電話：0254－26－1576

担当：黒田



様式2（報道関係用）

報道資料 ◇新発田市
令和元年10月3日

　　市民文化会館

　　　　　　　　　　　　秋の民謡とおどり

市内団体による民謡と踊りの祭典です。

【ここがポイント！】

　　秋空に轟く歌声と艶やかな踊りをぜひお楽しみください！

【概要】

　　日　　時　　11月3日（日・祝）　正午～（開場：午前11時）

　場　　所　　新発田市民文化会館大ホール

　入場料　全席自由700円

　　　　　　　チケット販売所　喫茶「紫音」（市民文化会館内）

4　出演団体　　市文化団体連合会の民謡団体

問合せ先：市民文化会館

　電話：0254－26－1576

担当：黒田


