
様式2（報道関係用）

◇新発田市
平成31年　4月　4日

　　　　スポーツ推進課

目指せ！2020東京パラリンピック出場！

「知的障がい者卓球日本代表指定選手強化合宿」in新発田市

　障がい者が真摯にスポーツに取り組む姿が、どれだけの人に勇気を与えているのか。

パラアスリートの「夢」、そして同じ境遇の障がい者の皆さんが「夢」や希望を持てる

よう、支援する必要があります。

　2020東京パラリンピックまで約500日となり、パラリンピック種目団体におい

ては、2020東京パラリンピックを目指す選手の強化を行っています。
　当市では、全国の皆様からパラスポーツ応援のためご支援いただいた「ふるさと納

税」を活用し、パラアスリ・一一・－Eトへの支援を行うとともにくその姿を多くの皆様からご覧

いただくことで、障がいへの理解を深める機会として、標記合宿を誘致いたしました。

【ここがポイント！】

①新発田市在住ρパラア，Xリート「美遠さゆり」選手が合宿に参加します。

②県内初！東京パラリンピック出場を目指す日本代表選手が15名合宿に参加します。

③市長表敬訪問後には、ヨリネスしばた札の辻ラウンジでデモンストレーションと竹俣

特別支援学校生徒と卓球交流を行います。

【概要】

「知的障がい者卓球日本代表指定選手強化合宿」in新発田

　　　　　　　　　　　　　1
○期　　日

○内　　容

○会　　場

平成31年4月10日（水）～4月12日（金）まで
・ 市長表敬訪問

・ デモンストレーション、卓球交流、必勝祈願

・ 強化合宿

・ 市庁舎501会議室、札の辻ラウンジ

・ カルチャーセンターアリーナ　　（詳細は別紙チラシ参照）

問合せ先：スポーツ推進課　　担当：見田

　　　　　　　　電話：0254－22　一　3030（内線1671）
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様式2（報道関係用）

匡i亟コ　　　　　　磯謬新発田市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成31年4A牛日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収納課

　　　　県内自治体初ヤフー公式アプリ納付はじめました。

　税金や料金などのコンビニ収納用納付書のバーコードをスマートフォンで読み取って

支払いができる「ヤフー公式アプリ納付」を4月1日から開始しました。

【ここがポイント！】

　払込手数料がかからず（パケット通信料は利用者負担）、金融機関

登録も含めてスマホの操作のみで登録でき、店舗に出かけずに24時

間いつでも納付できるのが特徴です。

【概要】

　自身のスマホにインストールした無料のヤフー公式アプリを使い、市から送付される

バーコード付のコンビニ納付書（不納令書・督促状含む）をカメラで読み取り、自身で

登録した金融機関口座からチャージした電子マネーで支払います。

　納付書があれば、出かけることなくいつでもどこでも納めることができ、納付の利便

性が高まることによる納期内納付の向上を期待しています。

《対象科目等》

●コンビニ収納のバーコードが印刷されている次の科目（督促状・不納令書含む）

　市県民税（普徴）、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、

保育園保育料、幼稚園保育料、し尿処理手数料、市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用

料、県営住宅使用料、県営住宅駐車場使用料

※ヤフー公式アプリ納付では、領収証や納税証明書は発行されないため、納税証明書が

必要な軽自動車税にっいては新発田市は対象外としました。　　、

問合せ先：収納課収納管理係　担当：齋藤

電話：0254－22－3030（内線1302）



様式2（報道関係用）

巳輕］　　　　　　　　　　辛新発田市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成31年4A4日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務課

　　　　　　天皇陛下御即位奉祝記帳所の設置について

　市では、天皇陛下の御即位に際し、市民の皆様の祝意をお受けするため、記帳所を設置

します。

緬〆
問合せ朱：総務課　　担当：井上

電話：0254－22－3030（内線1571）



様式2（報道関係用）

◇　　新発田市

　　　　平成31年4月4日
　　　　　　　　観光振興課

「天皇の即位」に伴い、市観光施設を無料開放します。

【ここがポイント！】

　　「天皇の即位」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。

i期　　日

2該当施設

3開館時間

4問合せ

2019年5月1日（水・祝）

（1）蕗谷虹児記念館　　　　　　　（血23－1013）

（2）市島邸　　　　　　　　　　（咀32－2555）

（3）旧県知事公舎記念館　　　　　（量23－2525）

（4）刀剣伝承館・天田昭次記念館（血32－1121）

午前9時から午後5時（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

蕗谷虹児記念館 市島邸 旧県知事公舎記念館 刀剣伝承館・天田昭次記念館

問合せ先：新発田市観光振興課

担当：本間　電話：0254－28－9960



様式2（報道関係用）

◇新発田市
平成31年4月4日

　　　観光振興課

新発田台輪新天皇即位に伴う奉祝台輪運行について

【ここがポイント1】

　毎年8月に開催される新発田まつりの華である新発田台輪が、新天皇即位を

祝し各町内で奉祝台輪運行を行います。

　新発田台輪は平成2年「平成天皇即位奉祝お祭りパレード」、平成11年「天

皇陛下即位10周年奉祝祝賀パレード」、平成21年「天皇陛下即位二十年をお

祝いする国民祭典パレード」にご招待いただき、節目節目の奉祝を行ってきま

した。

　この度も、新天皇即位を迎えるにあたり、新発田台輪の勇壮なあおりで奉祝

を行います。

　見学は自由ですので、是非、新発田台輪と一緒に即位をお祝いください。

～概要～

主　催：新発田台輪連絡協議会

日　時：2019年5A1日（水・祝）※雨天決行

　　　午前10時　各町内出発（四之町台輪、上町台輪、下町台輪）

実施内容等：四之町台輪　町内奉祝運行

　　　　　　上町台輪　　町内奉祝運行

　　　　　　下町台輪　　町内奉祝運行

　　　　　　泉町台輪　　奉祝台輪展示（格納庫前）

　　　　　　三之町台輪　奉祝台輪展示（格納庫前）

　　　　　　※両町台輪は修繕中

問合せ先：観光振興課観光振興係　高橋

電話：0254－28－9960



様式2（報道関係用）

報道資料
◇新発田市

平成31年4月4日

　　　　　建築課

住宅リフォーム支援事業を継続して実施します

住宅のリフォームをご計画の方は是非ご利用ください。

【ここがポイント！】

　当該事業については平成24年度より、多くの市民の皆様からご好評をいただ

いているところです。今年度は10月に消費増税を控えており、市内建設業の景

気が冷え込むことのないよう、また市民の皆さまの支援となるよう引き続き継続

して実施します。［予算：50，000千円］

《　事業の変更点　》

◎補助工事の対象範囲を拡大（以下の要件を追加）

　道路等に面した宅地のブロック塀等で高さ1．Om以上のものを高さ1．Om未満にする

一部撤去工事、または全撤去

◎一定要件枠の対象範囲を拡大（以下の要件を・変更、追加）

子育て3世代同居世帯

【変更】 三世代同居世帯

（年齢を問わない3世代が同居している世帯　とした。）

【追加】 子育て世帯

（15歳未満の子がいるまたは妊娠している方がいる世帯）

◎添付書類の簡略化

　　申込時点で市内にお住まいの方の納税証明書の添付省略

《　過去3箇年の実績【平成28～30年度）　》

申請 補助金交付実績 経済効果

平成28年度 465件 258件 約6．8倍

平成29年度 421件 242件 約6．6倍

平成30年度 419件 339件 約9．3倍

◎平成24年度より7箇年の補助金交付実績は、2，517件です。

遍〆
問合せ先：建築課施設管理係　担当：植田

　　電話：0254－22－3030（内線1767）



新発田市内にお住まいの方、新発田市内に転入をご計画の方へ

　NA－・．A．W・ヘハ．Av’・．・N．・NNへA／4・．t　VN／’　NA！tN　N．n　f　へ！V’N／NA’VNA．　Lヘノtt　　・X・’　シへ　　Xvヘノ　Lヘハ　Vノ　　vヘノ

　　　お住まいのリフォーム費用の一部を補助いたします
　　　　　　　　K2019年度　新発田市住宅リフォーム支援事業】
　　　　　　　ノWノ▽W’㌧＼い／tt．V＼／、　　Y＾ジ　　ー、／ノ’ノ　＞＞’ハ・’Oノ　’〉＼ノV　　　tvへL　t・V＞　　　’Aン・v’／〉　・　＼ハノ　　」VNv

　新発田市では、現存する住宅の長寿命化等を進め、空き家の発生抑制及び市民の住環境の向上並び

に緊急経済対策として地域経済の活性化を図ることを目的に、「新発田市住宅リ．フォーム支援事業」

を継続実施いたします。

　この制度は、市民が自ら居住している持ち家の住宅または定住を目的に取得した空家を、新発田市

内の施工者に依頼してリフォームする場合に、工事費の一部を補助金として交付するものです。

　募集は、今までに当事業の補助を受けていない方及び住宅を対象に実施します。また、事前に工事

着手した箇所や既に工事が完了している箇所、市の他の補助と重複した工事内容の申請は、補助対象

外となります。

　概要は下記のとおりです。詳しくはお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

○補助対象者：新発田市民で、市内の住宅に居住しており、満15歳以上で、市税を滞納していな
　　　　い方。新発田市に転入される方で、当該補助の申請日より前2年の間に当市に住所を有して

　　　　おらず、完了実績報告前までに当市へ転入し、市外へ転出する見込みがなく、現在の住所地

　　　　において税を滞納していない方。

○補助対象となる建物：市内において、申請者本人若しくは同居する2親等以内の親族が所有し、

　　　　自ら居住する戸建て住宅、または店舗・事務所等との併用住宅の住宅部分で、別荘は除く。

　　　　また、2020年3月16日までにリフォームを完了して実績報告の書類を提出できること。

○施工者の条件：市内に本社若しくは本社の機能を有する法人事業者または市内に住所を有する
　　　　個人事業者です。本社が新発田市外で、新発田市内に営業所を有する法人事業者または個人

　　　　事業者は対象外です。

募集形式、申請受付期間等　　　　　　　　　　　　　　補助の金額

募集形式・［i睡剛

受付期間：5　10日（金｝～5月17

　［土曜日・日曜日も受付しています］

受付時間：8：30～17：15

ご家族や施工者の方の代理申請も可能です。

　税込10万円以上の住宅のリフォームエ事で、

［一般枠］工　費の15％で、上限金額は15万円。
ただし、下記似1、から⑦のいずれかに該当する場合は、　　　　　　　　　　・

［一定要件枠］工事費の20％で、上限金額は20万円。

　　　募集は予算の範囲内で実施いたします。

①三世代同居世帯：15鳶以よ¢ほがおり、その父または臥祖父または祖母の3世代が同居している世帯。

②高齢者世帯：　　〔髄またはその方とPt，JX．1．ZS，！blt！tlff，－N

③障がい者世帯：　身体臆書煮手帳1級及蔓一2級若しくは療1竃壬帳Aを所績重る方、または壬の方一と同居しヱ虹る世熟一

④面澱修を実施する世帯・謬撚‡璽麗耀灘雛難‡歴彊縮騨勤酎蹴工9と併せ

⑤下水道接続を実施する世帯：下樋（農業集勘｝丞を←続工蔓をす綱または麹エ蔓と併せてリフォームす灸世帯し

⑥新細市外から転入する世帯・ 甦讐セ薯鑛墓欝琶襟慧讐篇窯撒鑑瓢¶罐に住醗
⑦子育て世帯　：　　　　　　　　　15歳未壷の子坦ゼる世●ま左蛙妊損して』、る方がいる世壼。

　　0補助対象工事や必要書類等については、裏面をご覧ください。

【申請窓ロ、お問合せ先】

新発田市役所　建築課　施設管理係　　（ffO254－26－3557）

新発田市中央町5丁目2番13号　地域整備庁舎2階（旧法務局庁舎）



○住宅リフォーム支援事業の補助対象となる工事

1．屋根・外壁などの外装に関するもの。張替え取替え、塗装　他。（下地含む。）

2．屋内の床・壁・天井の内装に関するもの。張替え取替え、塗装　他。（下地含む。）

3．トイレ、台所、風呂、洗面所等の水回り改修及び給排水配管に関するもの。（水回り改修に伴う便器・

　暖房便座・温水洗浄便座・洗面化粧台・台所シンク・ユニットバス設置や取替え）

4．公共下水道または農業集落排水施設に接続する配管工事。

5．土台・柱等の構造材の腐食した部分の補修工事で、市の木造住宅耐震改修等支援事業補助の工事内容
　と重複がないもの。

6．シロアリ対策に関する工事。（住宅部分で、屋内に限る。）

7．電気の床下・壁・天井内の配線、漏電防止工事。

8．屋内及び玄関ポーチの手すり及びスロープの設置その他バリアフリー化工事。

9．道路等に面した宅地のプロック塀等で高さ1．Om未満にする一部撤去工事または全撤去。

○住宅リフォーム支援事業の補助対象外となるもの
・　増改築に関するもの。（10㎡（3坪）以丙a）小規模な増築

　も含め、対象外）

・ 　移転に関するもの。

・　玄関ポーチより屋外側の通路等。

　　（玄関へのアプローチも含む）

・　外構工事、造園工事、屋上緑化等。

　合併処理浄化槽の設置・撤去に関するもの。　　　　　1

　市場相場と掛け離れた見積額によるもの。

　設計費、調査費等。

　住宅以外の別棟車庫・物置、庭、塀等。

　電気機器。（テレビ・洗濯機・照明・エアコン等）

・　電気あ引込幹線、機器設置に伴う配線：電話及びインター，

　ネットに関するもの。

・　省エネ製品を含めた空調機器設備・ボイラー設備・蓄熱暖｛

　房機器’床暖房機器・給湯設備・薪ストーブ等n

・　カーテン、ブラインド、造付家具、その他家財。

・ 　太陽光発電等の、環境に配慮した発電にかかる設備を設置

　するもの。

・ 　建築基準法及び関係法令に適合しなくなるリフォーム。

・ 　完了時、実績報告及び必要な添付書類を提出しない場合。1

交付申請時の必要書類等

口　交付申請書　　　　　　　　　口　対象となる住宅の案内図　　口市内施工者による見積書の写し

・申酬認鶏報漂，口7瓢霧『た印苧※納税証明書の添付は省略します・

［一定要件枠］　①②③⑥⑦のいずれか該当により申請する場合に、上記と併せて必要となる書類

①三世代同居世帯　に該当する方

口※1眠票縫で繍の…己鋤あるもの［本庁舎1階市貼活課及び各蜥で発行］（手数料3・・円）

　　（※1申請日前3箇月以内に発行されたもの。）

②高齢者世帯に該当する方
平成31年4月1日現在において75歳以上の高齢者であることまたはその者と同居じている三とが確認

口　できる※1住民票謄栄で議『構の記載のあるものもしくは健康保険証等の写し

（※1申請日前3箇月以内に発行されたもの）

③障がい者世帯　に該当する方

口　障害者手帳1、2級または療育手帳Aをお持ちの方がいる世帯であることが確認できる手帳の写し

⑥新発田市外から転入する世帯に該当する方

口

口

口

⑦子育て世帯

申請者が居住している新発田市外の住所地の※1納税証明書

同上の住所地の※2住民票臆栄で壽ie捕の記載のあるもの

※1、※2

　硯在の住所地のもので、申請日前3箇月
　以内に発行されたもの。

　　補助対象となる建物の登記簿謄本若しくは不動産売買契約書の写し

　　　　　　　　に該当する方（H31．4．1現在において15歳未満の者または妊娠している者がいる世帯）

　　　　　　ヒうほん　　つづきから
　　※1住民票謄本で続柄の記載のあるもの［本庁舎1階市民生活課及び各支所で発行］（手数料300円）
口　　（※1申請日前3箇月以内に発行されたもの。）または、

　　母子健康手帳の表紙及び氏名・住所が確認できる部分の写しまたは妊娠証明書の写し

④耐震改修を実施する世帯、⑤下水道接続を実施する世帯は、併せて必要となる書類はありません。

交付牢請時の書類に、図面等の追加資料を求める場合がありますので、ご協力願います。



様式2（報道関係用）

◇新発田市
平成31年4月4日

　　　観光振興課

新発田の春まつり

春色　花色　満開しばた
新発田の春の風物詩である『新発田の春まつり』を今年も開催します。

【ここがポイント！】

市内の桜の名所である新発田城±d公園・加治川治水記念公園・大峰山

の桜まつりを連携して行うことで、期間中花見客が新発田のまちに賑

わいをもたらします。市の木“サクラ”が郷から川へ、山へと移りな

がら春欄漫の城下町新発田を市民及び観光客に伝え、誘客促進するこ

とで地域の活性化を進めます。

【概要】

　　“日本百名城”

窃新発田城趾公園桜まつり脅

　期間：4月5日（金）～14日（日）

　主催：（一社）新発田市観光協会

　会場：新発田城趾公園

（期間中のお城のライトアップ・城趾公園内ぼんぼり点灯18：00～21：00まで）

《13日（土）・14日（日）のイベント》

・ 飲食物の販売（観光協会会員）10：00～16：00

・ 13日（土）のみのイベント　はたらく車体験コーナー　10：00～15：00

・
14日（日）のみのイベント　高所作業車体験コーナー　10：00～15：00

　　　　　　　　　　　　　市内の桜の名所を巡るお花見シャトルバス運行！

※同時開催※　白壁兵舎広報史料館　特別展示「歩兵16連隊の記録」



様式2（報道関係用）

　“長堤十里二千本　加治川堤桜”

　　脅加治川桜まっり脅

　　期間：4月5日（金）～14日（日）

　　主催：加治川桜まつり実行委員会

　　会場：加治川治水記念公園・派川加治川周辺

　　（4月5日（金）～14日（日）：ぼんぼり・ライトアップ22：00まで）

　　　《13日（土）・14日（日）のイベント》

　　　紫雲の郷「越後姫デザートフェア」　11：00～なくなり次第終了

　　　〈14日（日）のイベント〉

　　　　・ステージイベント　～踊りと奏で～　10：00～14：00

　　　　・しばた紫雲寺“うまいもの”再発見フェアin2019春10：00～15：00

　　　　・れんぎょう・さくらお花見ウォーク　問合せ先／紫雲寺地区公民館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加治川地区公民館

　“国指定天然記念物　橡平サクラ樹林”

　窃大峰山山桜まつり脅

　　期間：4月28日　（日）29日　（月・祝）

　　主催：加治川商工会

　　会場：道の駅加治川、大峰山周辺

　　《4月28日（日）のイベント》

　　　・道の駅加治川　アスパラみどりカレー一一400食無料配布　12：30～

　　　　　　　　　　　　（問合せ先：市農水振興課）

　　　　　　　　　　　物産品販売、お茶会、大峰山スタンプラリー

　　《4月29日（A・祝）のイベント》

　　　・春の大峰山ハイキング　問合せ先／加治川地区公民館

緬〃・
問合せ先：新発田市観光協会

担当：井上

電話10254－26－6789



様式2（報道関係用）

報道資料 ◇新発田市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成31年4月4日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民まちづくり支援課

大字佐々木町内会がこいのぼりを掲揚します。

太田川と佐々木太子堂に色とりどりのこいのぼりを掲揚します。

【ここがポイント！】

太田川と佐々木太子堂にそれぞれこいのぼり約30匹を掲揚します。

【概要】

　平成31年4月10日（水）～平成31年5E20’日（月）（予定）までの間、太田川（大

字佐々木地内）と佐々木太子堂にそれぞれこいのぼりが約30匹掲揚されまt。町内を

活気づけようと企画したもので、今年で3回目。住民に呼びかけ、大きさ色とりどりの

こいのぼりが集まります。こいのぼりの風景を感じ楽しんでもらいたい、また水害災害

のない安心安全な佐々木地区なるよう願いを込めています。，

　なお、4月15日（月）には、佐々木太子堂で春まつりも開催されます。

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）



様式2（報道関係用）

［iiPtl］
◇新発田市

平成31年4月4日

　　　農林水産課

さかなまつり2019「ワンコインでさかな詰め放題1」

毎年好評をいただいている「さかなまつり」。今年は、4月・5月・9月・10月に開催。「さ

かなまつり」の開催に合わせて新企画として、「さかなまつり2019スタンプラリー」．

を実施します。

【ここがポイ．ント！】

新鮮おさかな市場のオープニングイベント！

ハタハタや宗八カレイなどがワンコイン（500円）で詰め放題！

【概要】

　日　時　　平成31年4月7日（日）午前9時～なくなり次第終了

　場　所　　新鮮おさかな市場（藤塚浜3585－464）

　参加費　　さかな詰め放題：1回500円

4　その他（さかなまつり2019スタンプラリーにっいて）

　4月・5月・9月・10月（計4回）に開催される「さかなまつり」で、500円以上の

　お買い物をしていただいた方に、各月1つスタンプをプレゼント。合計4つあるスタ

　ンプのうち、3つ以上スタンプを集めると、月岡温泉ペア宿泊券などが当たる大抽選

　会（10月6日開催）へ参加することができます。

纒〃
問合せ先：農林水産課生産振興係　　担当：日水

　　　　　　　　　　　電話：0254－33－3108



新鮮おさかな市場 2019

4～10月の毎週土・日、新鮮おさかな市場営業中！（9時～12時）

2019年度オープン！

4月7◎

9時～
なくなり次第終了

ワンコイン（500円）で、さかな詰め
　　　　　　　　　　　　（宗八カレイ、ハタハタ、

■販売品目／鮮魚、干物、炊き込みご飯、ほか

　　　ご　　　　トロか

㌫放第終了ヒラメまつ、・ny！J’tt”r：．llil．eMykk’”””’s

あんこう・ヒラメの即売会　　　、　ノ＜　　＿

酩

　や〉
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　ぐラ

シ
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＝
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¶

●

先着50名様に、カナガシラの無料配布あり！（8時30分から整理券配布）

■販売品目／あんこう、ヒラメ、干物、ほか旬の鮮魚、炊き込みご飯、イ力焼きの販売 ・．N

麓、J次第終．ワタリガ

■販売品目／ワタリガニ、干物、炊き込みご飯、ほか旬の鮮魚

※なくなり次第終了となりますので、お早めにご来場ください。

イベントは天候等により中止または内容が変更となる場合があります。

イベントを中止する場合は、市公式ホームページにてお知らせします。

　　　　　士

r．遡

：

1

10月のイベントは裏面にO

lll1iiiil＄：！

llli

松塚漁港、・

●1

会場前に広い駐車場があります！

新鮮おさかな市場

灘場

　曇妾欝寺1

　　　　　●
　　　　セフンイレブン

　　㊨｝



l」

　　9時～
　　毒くな厚次第終了

1

■

1∫1

ト

1’・一ヤ

口販売品目／旬の魚、干物、炊き込みご飯、イ力焼き、ほか

　　　　　　　　　　　　　吉かなまつり2019スタンフラリ己

スタンプを集めて豪華景品をゲットしよう！
　　　　　　4月、5月、9月、10月に開催されるさかなまつりで、500円以上のお買い物をしていただい

　　　　　　た方に、スタンプを各月1つ押印いたします。合計4つのうち3つ以上スタンプが押してあ

　　　　　　る方を対象に、10月6日開催のさかなまつりで豪華景品が当たる大抽選会を開催します。べ，一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一、　　　　　　、
※対象となる商品は、新鮮おさかな市場部会が販売する商品に限ります。

※商品お買い上げ後、会場内にあるスタンプ押印場所へ購入した商品と応募スタンプ台紙をお持ちください。

．i（3b

ζンこ〔〉

※応募箱は、10月6日開催のさかなまつり会場内に設置しますので、抽選会が始まる11時までに応募スタンプ台紙を応募箱へ入れてください。

月岡温泉

旅館ペア宿泊券
（1泊2食付き）1名様

※商品写真はイメージです。

新発田のおいしい

お米コンテスト2019

金賞米（30kg）2名様

全国共通すし券
（3，000円）5名様

41

深層湯温泉
紫雲の郷入浴券
（5回分無料券）7名様

・……………一一一一…・
）鴫｝・一・…………一一…・…

松塚漁港漁師
自慢の干物

詰め合わせ10名様

∧：〉（≧，，山　　寸　　已、戸

∵翼

ス5月
ンち台　冷／二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嵯　　　　　，〆・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　　　’三．　　　　　　　　L㌧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、一　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。ンー＿

フリガナ

氏　名

←・「

電r 話（” ）’

　　一　　　’”
　　　　　※日中ご連絡がとれる番号をご記入ください。

住　所 〒　　　　　一

※お預かりした情報は、この抽選以外には使用いたしません。

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

お問い合わせ／新発田市農水振興課※ftO254－33－3108　受付時間9：00～17：00（平日のみ）　※4月1日以降は農林水産課となります。



様式2（報道関係用）

れんぎょうフェスタ

新発田市

平成31年4月4日

　　　商工振興課

春に咲く黄色い花「れんぎょう」を様々な形で楽しめるイベントです。

【ここがポイント！】

・昨年大好評だった「れんぎょうフェスタ」の第2弾

・「見て、香って、食して楽しむ」をコンセプトに様々な

ブースを休験できます。

・ 装飾も工夫し、れんぎょうでいっぱいの春らしい会場が

来場者をお出迎え！

【概要】

1、日

2、場　　所：

3、内　　容：

④　⑲

1・顯・

　qo

1『弱’
　　弓㌔d9・i

時：

　▼れんぎょう茶CAFE
　　（れんぎょう茶のアレンジティー、ブレンドティー等）

※昨年の様子

　　　　　▼れんぎょう茶を使ったリジナルスイーツやランチ、お総菜の販売

　　　　　　▼ワークショップ各種（れんぎょう茶葉を使用したオリジナルソルト作り、

　　　　　　　　　　　　　　　ヨガ教室（要予約）、レジンアクセサリー作り、など）

　　　　　　▼吹き矢体験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・e

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　魯　■葡
　　　　　膿産物などの各勧販など　　　　　6竃

4、問合せ先：連翅茶研究会企業組合　小川（メール：goldenbel．rengyo＠9皿ail．com）

縄〆
問合せ先：商工振興課まちなか活性化係　担当：窪田

　　　　　　　　　　　　　電話：0254・28・9650
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at．新発田市役所

札の辻広場

ト．・・

ご存知ですか？れんぎょう茶。
れんぎょうは春先の町を黄色で陽気に包んでくれるお

花です。旧紫雲寺町では、可愛くって力強いれんぎょ

うの力に着目し、日本で初めてれんぎょう茶の生産を

はじめました。

eXt

　／・

〃

　●●

ガねゆミニ

い

　i
句

診

」　　　　　　　．

　　れんぎょう茶

試飲コーナー
ご購入先着20名様

　粗品プレゼント1

　　＼本部までお声がけください♪／

ln5†ogromまたはfacebookに、

『＃れんぎょうフェスタ』タグ付

　アップでプレゼントあり1

1　　　、

　／戸・＞

よ

1．e

t

t

／

　．）

ゴシ

／・

竃ン父

陣がはなせない1

縦

　ノ，ジ’ れんぎ
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レ
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れんぎょう茶cafe

　　　　　　　　　　　　　，し／

　キッズスペースや

吹き矢体験など
お子様も楽しめます！

れんぎょう茶とブレンドTEA

　れんぎょう茶甘酒割

　れんぎょう茶ラテ

　　1杯100yen～
　　　　　　　　川

：・ご

　　　4
口／x
　　　　＼§

戦

hld

　ムラか済

●θ㌧
‖・°・°・

0③O③●

　　COLOR　CODE

黄色モチーフを身につけて

ご来場の方にプレゼントあり！

　先着50名様限り
　　　（本部にて受付）

　　　　15：30～

れんぎょう無料！

　　Take　Free
　イベント終了後、会場装飾用に

　　用意したれんぎょうは、
ご自由にお持ち帰りいただけます！

　●●
8・°θ％

il　QQ●●

t‘、／多ごロ＜：

フードブースや

出店情報は裏面へ

主催・連麹茶研究会企業組合
田イベントページhttps：／／www．facebook．com／events／1074980192708617／

後援／新発田市・街角こんぱす株式会社

協賛／OLI　OLI　FLOWER　・Designstudio　Mago・町屋敷蔵

　　　ギャラリー栞・wagoro－・metissa　metissa



Workshop
コーナー

．・あれもこれも！体験できるっ！、

Aromar；um
アロマリウム．

　　観て香る癒しのインテリアで人気の‘’アロ

　　マリウム「1イエローのお花でオシャレに手

　　作りします。ギフトやご自身へのご褒美に。

　　●開催時間：①11：00～②14：00～

　　　それぞれ先着20名
　　●講師：伊藤美波（OLI　OLi　FLOWER）

’　●対象：3歳児～

　　参加費（材料費込み）1，000yen

Resin　accessories

レジンアクセサリー
●開催時間：受付順（道具の関係上2名ずつ）

●講師：福原久美（Tiny　happy）

⑫対象：5歳位～

参加費子供500yen大人1，000yen

やってみたかったか盛りたくさん！

こ家族ご友人と一緒に楽しみませんか？

篶ぽう茶入れて⑧

こねこねアロマ石けん

⑳開催時間：受付順先着10名
●講師melissa　melissa高島智子

●対象：6歳位～

参加費（材料費込み）500yen

Food
コーナー

‖

漕
　　xT・・

　　　　一
　　　　　、三

lj」’－
1炉，
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．

♂

PatisserieLe’Trene＿

wagoro・…れんぎょう茶シフォンケーキ

マーメイドカフェ…れんぎょう茶葉クレープ（仮）

寿堂…イベント限定！助太刀最中れんぎょう茶ver．

・ピ

㌃〔
　　．，1

メ堪

ぷ

’｝

δ

Mizuhiki　accessories

水引アクセサリー

水引を使用したアクセサリー作りが体験できま

す。自分で作ったアクセサリーを身につけてイ

ベントを楽しんでください♪

●開催時間：受付順
晶講師：宮本恵（Grace）

⑬対象：お子さまから参加可能

参加費（材料賀込み）500yen

鰐ソルト⑧
　　『日本古来の和ハーブの特性と効能を学び
　　ながら、オリジナルソルトを作りましょう。お

　　料理にもお風呂にも使えます』イベント限

　　定で、れんぎょう茶葉も、お好きにブレンド

　　出来ます。

　　●開催時間：随時受付

一　　●講師：和ハーブ協会認定講師松尾ともみ

　　参加費（材料費込み）500yen

れんぎょうの蒸気蒸留デモンストレーシ・ン

●開催時間：午前午後一回っつ
　　　　　　　　　　　　　　ご自由にご見学ください！
●講師meli∬a　meli∬a蕎島智子

れんぎょう茶葉を使ったイベント限定メニュー

ほかでは味わえない人気店のメニューをお楽しみください1

れんぎ。う茶プリン．れんぎ、うと桜のマドレーヌスーパー今川
　　　　　　　　　・紫米れんぎょう茶葉入りおにき』り＆れんぎょう味唱汁

2C逗…ランチBOX（紫米を使用してマタロピランチBOX）

v、㌍緬、（滅、，、、…輸3色タイカレー　　て．

ソ臆三…れんき、う茶ケーキ他　　；・C｛K．

R

Workout
コーナー

　　ヨガクラス要予約　1

ヨガクラスご予約方法：goldenbelLrengyo＠gmaiLcom
までメールでご予約ください。

㌧1－lr　　・’，r：「：　　iO55

ヨガ1。組

英語で楽しくヨガを楽しみましょう♪2才前後からOK！

赤ちゃんおんぶでの参加もできます♪お孫さんと一緒に

お祖父ちゃん・お祖母ちゃんもご参加ください！

　午前10：15～11：00（45分）兄弟参加可

　講師：ふくまこづえヨガインストラクター

紫米れんぎょう茶殻ふりかけおにぎり

＆れんぎょう味噌汁つき

参加ff　1，000yen（兄弟一人追加毎＋300yen）

Yogo　class

ヨガdeリフレッシュ2・名
初めての方も身体の硬い方もyoga大好きな方も春は
身体が開いていく季節です。身体をほぐしてリフレッシ

ュしましょう！

　午後14：00～14：45（45分）

　講師：水澤睦ヨガインストラクター

　　　　　　　　　　　　　　　　　鴇．
　甘酒れんぎょう茶割付き

参加費500yen

期間限定！新発田市内の各店舗で

れんぎょうメニューが楽しめます！

扇

寧

　ShOP
　コーナー

1

れんぎょう茶

ご試飲あり！

紫雲寺で生まれた

れんぎょう茶の味を

ぜひお試しください！
P欝s・一

ご，c”　．1　・Y『

　㎡　　1

、‘印

OnIya平飼有精卵たまご
町屋敷蔵紫雲寺産うこん

キンぱあが作ったれんぎょう味噌

斉藤さんちの紫古代米

％

紫雲寺在住の世界的陶芸家

　佐藤公平先生作
　　　五鬼原窯
イベントのTlめに三宝リシナル■昨

口1戸岡1レ、きょう㌻㌃呂均円

　　　r　　　　　　　　　’　　
　　1　．－1，．．⌒‘

NPO法人はとの会れん3、う，．．型。クリルたわし他

pnsmハンドメイドァクセサリー

Tiny　Happyハンドメイドアクセサリー

監認：1㌫，雑．壁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L

・ La　Gemma
・ ついしん手紙
・ Sanashi⊂afeれんぎょう茶ジェラート、他

、t雪、

一

5
ノ

　　　　　　　　　　　※写真はイメージです。当日の商品と違う場合がございます。

・ Patisserie　Le　Trefleれんぎょう茶パンケーキ
・ Vanninng　Kit⊂hen春の3色タイカレー
・ スーパー今川紫米れんぎょう茶殻おにぎり・れんぎょう茶飯



様式2（報道関係用）

報道資料 ◆新発田市
平成31年4月4日

　　　健康推進課

「20万歩チャレンジ」の実施、健康ウォーク手帳の紹介

　市では、健康のための運動として、誰も気軽にできるウォーキングをすすめています。この

度、運動の継続をサポートする取り組みとして「20万歩チャレンジ」を実施します。また、ウ

ォーキングに役立つ冊子「健康ウォーク手帳」の2019年度版も作成しました。

【ここがポイント！】

歩けば歩いただけお得になる20万歩チャレンジ！

1・6・12回目達成時に達成記念品を贈呈します。

【概要】

　【20万歩チャレンジ】　＊詳細は添付資料参照

◆30日間．20万歩に毎月チャレンジします

　参加方法：①個人で参加登録します。（一年中いつでも可能）

　　　　　②毎日の歩数を健康ウォーク手帳に記録し、市健康推進

　　　　　　課窓口に報告します。

　　　　　　1か月20万歩を達成することにスタンプを押します。

　　　　　　又はパソコン・スマートフォンから電子申請で報告し

　　　　　　ます。

　　　　　③1・6・12回目達成時には達成記念品を贈呈します。

　窓口：健康推進課（ヨリネス新発田2F）

　　＊インターネット（電子申請）を利用した受付や報告もできます

　その他：新規参加者に歩数計を貸出します（無料、1か月間）

　　　　　　　　員

　　　　　　　　　

1：叉籔1『三：当
t：へ　ゆがこ　　

1灘蒜羅籔
▲20万歩チャレンジ

　チラシ



様式2（報道関係用）

【健康ウォーク手帳】

◆ウォーキングに役立つ手帳を無料で配布しています。

　内容：カレンダー形式の歩数記録表、市内ウォーキングコース等

配布場所：市内公共施設、健康推進課窓口等

添付資料：なし

運〃
問合せ先：健康推進課めざせ100彩推進係担当：居城

　　　　　　　電話：0254－22－3030（内線1265）



様式2（報道関係用）

◇新発田市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成31年4．月4日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文化行政課

　　　　　　　　　本物で学ぶ「縄文時代のくらし」

　　　　　　　　（平成31年度　小学校6年生　社会科出張授業）

　市の専門職員が、市内の各小学校に出向き、本物の土器a石器など

を使って、小学校6年生に社会科の授業を行います。

【ここがポイント！】

　歴史の授業として、小学生が、市内出土の本物の土器に触れるチャ

ンスです。

【概　要】

1日　時　平成31年4A　10日（水）～5月10日（金）　（土・日は除く）

　　　午前9時30分～午後3時40分（2～6時間目）

　　　1クラスにつき45分間（実施時間は、各校のクラス数により変動あり。）

2場　所　新発田市内の各小学校

3王　催　新発田市教育委員会

4その他　各校での実施時間は、

　　　　4A9日以降に決定しま

　　　　す。見学・取材等を希望

　　　　される場合は、下記まで

　　　　お問い合わせください。

緬〃
問合せ先：文化行政課埋蔵文化財係

　電話：0254－26－2163

担当：渡邊



様式2（報道関係用）

「高橋多佳子ピアノリサイタル」

◇新発田市
平成31年4月4日
　　市民文化会館

市民文化会館では、（一社）日本ピアノ調律師協会信越支部との共催で

「高橋多佳子ピアノリサイタル」を開催します。

【ここがポイント！】

ショパンコンクール入賞歴を持つ実力派ピアニスト・高橋多佳子さん

を迎え、ショパンなどの名曲の数々を演奏します。また、コンサート

ではショパンコンクールについてのトークもあります。どうぞお楽し

みください！

【概要】

　主　催　　　（一社）日本ピアノ調律士協会信越支部、新発田市民文化会館

　　　時　　平成31年4月14日（日）　14：00開演（13：30開場）

3場所　新発田市民文化会館大ホール

4演奏曲　　ショパン：ノクターン第8番、英雄ポロネーズ、バラード第4番ほか

5入場料　　全席指定2，000円、高校生以下1，000円　（当日券は各500円増）

　　　　　　※各プレイガイドで発売中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　※詳しくは、別添のチラシをご覧ください。

縄〆
問合せ先：市民文化会館　業務係　担当：小荒井

　　　　　　　　　　電話：0254－26－1576
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新潟県新発田市

新発田市民文化会館
【全席自由】　　　　　　　　　　　　　　　占二

◎一般／2，000円　◎高校生以下／1，000円

※当日券は＋500円
・未就学児の場は保諸のこ唖をおねが・・します　◆＾

◎チケット発売開始2月14日［木］
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■主催：一般社団法人日本ピアノ調律師協会信越支部　　■共催：新発田市民文化会館　　■後援：新発田市音楽文化協会

■プレイガイド：新発田市民文化会館内喫茶「紫音」0254－22－5726／下越地区（一社）調律師協会会員

　　　　　　わたじん楽器新発田店／新潟県民会館チケットセンター　　　　　　　　［］tiESEilp・7　atiコ高澤Te［．090．2426．7511
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艦亘運　

高橋多佳子（ピアニスト）Takako　Takahashi，　pianist

1990年第12回ショパン国際ピアノ・コンクールで第5位に入賞し、一躍楽壇に飛び出したピアニ

スト。ショパン国際コンクールのほか、ボルト国際コンクール（ポルトガル）第2位および現代音楽最

優秀演奏賞、ラジヴィーウ国際コンクール（ポーランド）第1位、第22回日本ショパン協会賞受賞な

ど、輝かしい受賞歴を有する。桐朋学園大学音楽学部卒業、国立ワルシャワ・ショパン音楽院研究

科を最優秀で修了。加藤伸佳、J．エキエル、下田幸二の各氏に師事。またV．メルジャノブ、H．チェ

ルニー＝ステファンスカ等の名ピアニストからも薫陶を受けた。現在、桐朋学園大学非常勤講師。

ソロ・リサイタルやオーケストラとの共演など、演奏活動は日本とポーランドを拠点にほぼ全ヨーロッ

パに及ぶ。世界の著名な国際音楽祭にも多数出演。オーケストラとの共演は国立ワルシャワ・フィ

ルをはじめ各国にわたり、日本では東響、東京都響、東京フィル、日本フィル、新日本フィル、神奈

川フィル、大阪センチュリー響、札幌響、京都市響、アンサンブル金沢、名古屋フィル、仙台フィル、

山形響、群馬響、九州響、広島響、兵庫芸術文化センター管弦楽団、中部フィル等の主要オーケ

ストラと数多く共演を重ねている。2010年はSEより5カ月連続で《ショパンの旅路》Box（7枚組）、《ショ

パン：バラード＆スケルツォ集》、《リサイタル「ショパンwithフレンズ」～奇跡の年～》、《ショパン：

エチュード全曲》、《シューマン：謝肉祭＆クライスレリアーナ》のCDをリリース。全18タイトルのCD

の中で、オクタヴィアよりリリースされているショパンの作品を時代ごとに取り上げた《ショパンの旅

路》（全6タイトル）、ロシアの2大作品をカップリングした《ラフマニノブ：ピアノ・ソナタ第2番＆ムソ

ルグスキー：展覧会の絵》、《リサイタル「ショパンwithフレンズ」～奇跡の年～》は”レコード芸術

誌特選盤”に選ばれた。2006年からはソロ活動に加え、宮谷理香とのピアノデュオ・ユニット「Duo

Grace」を結成。2011年に発表したCD《グレイス》、2014年3月発売のCD《ストラヴィンスキー：ペト

ルーシュカ》は共にレコード芸術誌特選盤”に選ばれた。2015年7月に発売されたONTOMO　MOOK
《ショパンの本》（音楽之友社）ではDVD演奏を担当し、発売と同時に大きな話題となった。

2010年1月からは《茂木大輔の生で聴く「のだめカンタービレ」の音楽会》全国ツアーに参加。同

年3月より浜離宮朝日ホールにて全4回に亘る《ショパンwithフレンズ》～奇跡の年～シリーズを開

催、各会ともに優れた企画と高い音楽性で絶賛を博した。2014年10月からは主要ソナタをプログ

ラムの中心に据えた自主企画シリーズ《名曲達の饗宴》を開催するなど、ますます意欲的な活動

で大きな注目を集めている。

一一一一⊂＝＝＝＝＝＝　一般社団法人日本ピアノ調律師協会信越支部在籍会員＝＝＝＝＝＝：トー一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新潟県】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　下越地区
有路富彦／石川正行／石田由紀夫／今井勝彦／岩本隆／漆山律直／大西幸夫／大山修一
　　　小倉功／加藤和幸／川崎久雄／栗林聡／倉石政和／後藤盛一郎／佐藤裕治
　　　信濃佳美／渋谷恵一／下村了／杉本茂樹／鈴木五郎／高澤芳広／田才博
　　　　　田中哲明／富樫正樹／鳥本智／中村一明／堀内資子／渡辺純子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上越地区
川村賢司／片所大輔／小林忠義／小山功奈栄／高橋喜由／土井保人／長谷川正幸／増井健一／綿貫英紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中越地区
　　　　池田靖啓／稲雅之／猪股光則／小熊和彦／勝見信裕／蒲原博／坂井幸雄／清水典子
　　　　　　　　　高橋裕二／土田清七／庭山伯宗／根立清／張山律／本多一隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【長野県】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北信地区
秋山桂一郎／内山義啓／熊木庸之／越山陽登／霜田広明／鈴木千恵子／田幡建治／中野幸直
　　　二村多一／野口智世／原耕平／松林博美／宮崎美恵子／宮沢基一／宮沢友博
　　　　　　　　民部弘／柳沢秀光／柳沢隆二／米山宏貴／和久井輝夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南信地区
　新井克太郎／池田勤／小口視郎／市原千秋／大蔵克久／大槻康一／大槻将紘／小嶋計一
　　　　　　田中弘重／名取春光／平野真也／福島貴之／牧田稔／山口美早

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中信地区
伊藤晃／熊田晋／倉科周司／小池和人／小池淳／小池由実／古池汎／児玉勇／小林栄一

　　　　　下里誠人／鈴木日出夫／田村眞一／遠山優樹／中嶋拓路／中田美千
　　　　　　　　　平林実／伏見尚士／古川里香／山口郁夫／山下吉美

　　　　　　　　　　　　　東信地区
青木美枝子／森屋佳代／小栗潤一郎／小林洋／小林直人／小山里美
　　　　　中川鉄夫／花見義孝／宮下修一／宮原敏明

　　　　　　　　　　　　　【賛助会員】
　　　　　　（株）ゴトウ／（株）サンピアン／（有）松本ピアノ輸送


