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〜60万本のあやめがお出迎え〜
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しばたあやめまつり
（一社）新発田市観光協会（☎26-6789）

みらい創造課定住促進・婚活応援室（☎28-9531）
（株）トアイリンクスムルーブ事務局（☎025-290-7606）に電話で、

開催期間＝6月7日㊎〜30日㊐

または同社のホームページから申し込んでください

※あやめ園のライトアップは午後9時まで。
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五十公野公園あやめ園（入園時に協力金100円をお願いしています）
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「 結 婚や婚 活について、誰もが 気 軽に相 談できるカ
フェ」をコンセプトに相談会を開催します。
「仕事が忙しく
て婚活できない」
「出会いがない」
「うちの子どもが結婚
に興味ないみたい」など、専門カウンセラーがお話を伺い、
アドバイスします。
婚活を考えている方、結婚したい方、またはその家族の
方も、この機会にぜひご利用ください。
7月14日㊐、8月4日㊐の午前10時〜午後5時
イクネスしばた

のどかな田園風景が広がる米倉地区で、そば打ち体験や
ホタル観賞をしながら交流を深める婚活イベントです。
概ね25〜40歳の独身男女

▲申込み用

6月15日㊏・16日㊐・23日㊐午後2時〜
五十公野公園森林館

「物産販売」

7月6日㊏午後4時〜8時

6月7日㊎〜30日㊐の午前10時〜午後4時

有機の里交流センター（米倉）
▲申込み用

ん）

同森林館（☎22-1903）

「御開帳・秘仏御本尊大日如来」

「はたらく車体験コーナー」

2000円（アルコールの提供はありませ

6月15日㊏午前10時〜午後3時

6月8日㊏〜16日㊐の午前9時〜午後
4時30分。ただし8日は午前11時〜

「新発田よさこい物語 〜初夏の宴〜」

男女各12人（抽選）
※ただし、新発田市・胎内市・聖籠町在住で新規申込みの

6月16日㊐午前11時〜午後1時30分

法音寺大日堂（☎22-5239）

「法音寺大日堂『火渡り修行』」

「敬和学園大学パフォーマンス」

6月16日㊐午後2時30分〜

6月22日㊏午前10時〜午後2時

6月5日㊌〜25日㊋

令和2年2月まで、毎月1回開催します

「あやめまつりライブ」

公園内特設イベント会場で行います

方、男性で事前説明会に参加した方を優先します。

10人（1人あたり40分程度の個別相談）

詳しくは、同協会ホームページをご覧ください。

【各種催し】

男性対象事前説明会
6月27日㊍午後7時〜8時30分
地域交流センターきやり館
専門のアドバイザーによるコミュニケーション講座
や模擬練習

法音寺大日堂（☎22-5239）

「三都市交流会 〜加賀市（友好都市）×須坂市（姉妹
都市）×新発田市」

サン・ワークしばたを臨時開館します

6月22日㊏・23日㊐の午前10時〜午後3時

「サン・ワークしばた」は月曜日が休館日ですが、ま

【同時開催】
「あやめおごっつぉう祭り」

つり開催期間中は、臨時開館します。
臨時開館日＝6月10日㊊・17日㊊・24日㊊の午前

6月7日㊎〜30日㊐

9時〜午後5時（通常の開館時間とは異なります）

市内の参加店で「あやめ城会席弁当」が楽しめます
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「ハートマッチにいがた」は、県が導入した婚活マッチ
ングシステムを活用して、1対1の出会いを支援する事業
です。登録するとお相手の情報を閲覧できます。
結婚を希望し、自ら努力する20歳以上の独身男女
で、県内に在住・在勤している方または県内に移住を希
望する方
※利用に当たっては、インターネットやメールを使用でき
るスマートフォンまたはパソコンが必要です。

7月14日㊐、8月4日㊐の午前10時〜午後5時
イクネスしばた
登録料＝1万円（税込み、2年間有効）
※利用料は無料です。
「ハートマッチにいがた」のホームペー
ジから申込んでください

申請有効期間＝婚姻届提出から1年以内
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「あやめ茶会」

あやめの咲く季節にあわせて開催します

令和2年3月まで、毎月1回開催します

中央公民館事業係（生涯学習センター内、☎22-8516）
▲申込み用

にいがた出会いサポートセンター（☎025-3844151、火・金曜日は定休日）

⚿ᇕ⸥ᔨຠᐲߦߟߡ
新発田市・胎内市・聖籠町が主催・共催・後援する婚
活事業をきっかけに結婚し、引き続き三市町に居住する
ご夫婦に、居住地の市または町から結婚記念祝品を贈
呈します。まだ、申請をしていない方は、お問い合わせく
ださい。

サン・ワークしばた（☎22-8741）

参加店など、詳しくはお問い合わせください

※時間はいずれも午前9時30分〜午後3時30分（受付は午後3時まで）。

▼前売り券1200円（3席分）

新発田市からは
商品券または旅行券

3万円分

▼当日券1500円（3席分）・500円（1席分）
※当日のみ1席券の販売があります。
前売り券販売所＝生涯学習センター、市民文化会館、各地区公民館
その他＝無料臨時バスが運行します。詳しくは、お問い合わせください
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妊娠・出産に伴う費用助成

「しばた創業塾」受講者募集

健康推進課健やか育児支援係
（☎ 28-9211）

新発田商工会議所（☎ 22-2757）

6月は
間
環境月

みんなで取り組むごみの減量
環境衛生課資源リサイクル係（☎28-9115）

新たに創業する予定の方、起業に興味がある方
健康推進課健やか育児支援係（ヨリネスしばた2階）

8月15日・29日を除く7月4日〜9月19日の毎週木

【不妊治療費の助成】

曜日（全10回）。時間はいずれも午後7時〜9時（初日は

市内在住の夫婦で、市税の滞納がなく、医師が認める

午後6時30分〜8時30分、最終日は午後6時〜8時）

不妊治療を受けた方

※初日と最終日は新発田商工会議所。

の不妊治療にかかった❶❷の費用を助成します

グについてなど

金

中小企業診断士の渡辺 謙さん、井村吉孝さん ほか

❷保険適用外医療費の自己負担分

3000円（全10回分）

助成額＝❶❷の合計額の2分の1

30人（先着順）

※1年度につき1回、10万円を限度に通算5年間助成しま

初日と最終日の講義終了後に、交流会を行います

す。

6月28日㊎までに、申込用紙を郵送、ファックス、また

ページからダウンロードできます

出産児を含む18歳以下の子どもを3

5 8 8 5 、Eメール

人以上養育し、生計をともにしている方

cci@shibata-

出産費の金額から出産育児一時金など

cci.or.jp）

を控除した額で、上限額は15万円
出産日から1年以内に、申請書類を直接提出してくだ
さい。申請用紙は健康推進課にあるほか、市ホームページ
からダウンロードできます

女性が働きやすい職場環境をつくる企業を支援します
商工振興課商業振興係（☎ 28-9650）
市では、女性の働きやすい職場環境を整備するための費用の一部を補助しています。
申請を希望する場合は、事前にお問い合わせください。
市内に事業所・事務所を有する中小企業者・小規模企業者
▼交付の可否と交付額は、審査を行い、予算の範囲内で決定し

設置、改修、増設、入れ替えなどを行う場合の工事。これらの

ます

工事に付随した備品購入

▼交付決定前に補助対象事業の契約や備品購入をした場合

対象経費

は、補助対象外となります
申請書類を直接提出して

▼小規模企業者…20万円以上

ください。申請に必要な書類

補助率・上限額

は、商工振興課にあるほか、市

中小企業者…補助対象経費の3分の1以内

ホームページからダウンロード

小規模事業者…補助対象経費の2分の1以内

できます
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48,964円

11億9400万円
ごみを減量することで、焼却施設などの延命化にもつながり、経費を削減することができます。

具体的な取組

1 0 、F A X 2 3 -

▼中小企業者…30万円以上

4人家族の場合

年間経費

新発田商工会議所（〒957-0053 中央町4-10-

【第3子以降の出産費助成】

対象事業＝託児スペース、女性専用トイレ・更衣室・休憩室の

1人あたり

12,241円

会議所、市商工振興課にあるほか、同会議所及び市ホーム

課にあるほか、市ホームページからダウンロードできます

⑬

平成30年度

はEメールで提出してください。申込用紙は、新発田商工

申請書類を直接提出してください。申請書は健康推進

いずれも100万円

ごみ処理にかかる経費

創業に必要な準備、事業計画の必要性、マーケティン

❶不妊治療検査及び診察にかかる保険診療費の一部負担

▼上限額

ごみの量を減らすことは処理経費の削減だけでなく、地球温暖化の防止にもつながります。一人ひとり
ができる「ごみの減量」に取り組んでみませんか。

生涯学習センター

申請日の前1年以内（ただし、転入の方は転入日以降）

▼補助率

毎日の生活の中で出る「ごみ」。年間の排出量や、処理にかかる経費について考えたことはありますか。

■捨てればゴミ、分ければ資源！
燃えるごみの中には、ペットボトルや牛乳パック、紙類
など、リサイクル可能な資源物がたくさん混入していま
す。中でも、紙類は焼却場に搬入されるごみの3割以上を
占めています。
分別を徹底することは、ごみの減量化につながります。
さらに、資源物を売却することで
市の収入も増え、貴重な財源をよ
り多くの市民サービスに充てるこ
とができます。

「新発田市ごみガイドブック」
を配布しました
ごみと資源物の分別・収集方法
などについて、詳しく掲載してい
ます。ぜひ、ご活用ください。

生ごみ処理機器の購入費を補助します
家庭生ごみをたい肥化して活用し、ごみの減量化
につなげるため、市では生ごみ処理機器の購入費の
一部を補助しています。申請方法など、詳しくはお
問い合わせください。
補助対象＝コンポスト容器、EM容器、電動生ごみ処
理機（電動生ごみ処理機は1世帯につき1台まで）
補助金額＝コンポスト容器、EM容器…1個につき購
入費の3分の1（上限2000円）、電動生ごみ処理
機…1台につき購入費の3分の１
（上限3万円）

■「食品ロス」を減らそう！
「食品ロス」とは、食べ残しや賞味
期限切れなどで、まだ食べられるの
に捨てられてしまう食品のことです。
「もったいない」を意識して、食品ロ
スをできるだけ減らしましょう！

日本の食品ロス（総量）

年間

643万トン

（平成28年度）
国民1人
あたり

1日茶碗1杯
（約139g）

年間
約51㎏

各家庭で取り組めること
▼食品を買いすぎない
▼食品の消費・賞味期限の管理
▼食べ残しをしない
▼無駄なく調理する など

外食時に取り組めること
▼食べきれる量を注文をする など

商工振興課商業振興係（ヨリネスしばた6階）
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