
様式2（報道関係用）

匡璽i］　　　　　　　　　◇新発酬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年10月9日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みらい創造課

　　　　蔵春閣移築工事・安全祈願祭の開催について

　大倉喜八郎の別邸の一部である『蔵春閣』が、生誕の地・新発田市に移築復元され

ることから、下記の日程・内容で安全祈願祭が実施されます。　　，

　なお、当日の取材については、三つの密を避けるため事前申込制とさせていただき

ますので、お手数でも、10月15日（木）正午までに下記へ連　います。取材時に

はマスクを着用願います。事前申込がない場合は、取材をお断りすることがありまの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　「で、予めご了承願います。

■日時令和2年10月19日（月）

■場所新発田市東公園内

　　　　　　　　※車はありません。

午前11時から　一時間程度

辺の有料駐車　をご利用　います。

■参列者

■内　　容

■その他

（公財）大倉文化財団　村上理事長、大倉理事（喜八郎のひ孫）

　　　　　　　　　　澁谷常務理事

　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　、
大成建設㈱　山内代表取締役会長、岡田北信越支店長ほか

大倉喜八郎の会　坂井会長、藤田顧問　　　　　　1

新発田市議会　比企議長、総務常任委員長

新発田市　二階堂市長、みらい創造課長

神事（鍬入れの儀、玉串奉莫ほか）

式典終了後、関係者によるぶら下がり取材を予定しております。

【問合せ、取材申し込み先】

みらい創造課：山口課長　⑳0254－28－9535



様式2（報道関係用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇新発田市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年10月9日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民生活課

　　　　　　　　　　おくやみコーナーの設置について

　ご親族等が亡くなった際に必要な手続きを、新たに設置する案内（おくやみコーナー）

で聞き取りをし、サポートします。

【ここがポイント！】

死亡に伴う各種手続きについて、必要書類や窓口などを案内する

「おくやみコーナー」を設置いたします。

【概要】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼1　事前予約

　　死亡届の提出時に市民生活課で「おくやみコーナー」の案内を渡します。希望す

　るご遺族から予約をしていただきます。

2　ご遺族の来庁時

　　来庁したご遺族に、亡くなった方の聞き取り調査をして、必要な手続きを

　説明し、他課の手続きでも市民生活課で対応できるものは、「おくやみコーナー」で

　手続きを行い、専門性が必要とされる手続きについては該当課にご案内いたします。

3　設置時期

　　令和3年2月から試行し、4月から本格始動いたします。

纈〆
問合せ先：市民生活課窓口係　　担当：丹羽

　　　電話：0254－22－3030（内線1107）



様式2（報道関係用）

報道資料
新発田市

令和2年10月9日

　　　　　建築課

空き家特措法に基づく特定空家等の行政代執行について

　倒壊等により近隣住民や通行人等への被害の危険性が高まっている三日市地内の危険

空き家（特定空家等）を略式代執行で除却するための予算が9月定例会で可決されました。

　解体工事は11．月中旬を予定していますが、詳細が決まり次第改めてお知らせします。

【ここがポイント！】

　本市初　略式代執行による除却を見据え、特定空家等の除却命令を公告

　平成25年度から地域要望を受けている三日市の危険空き家については、所有者等を確知

できず、これまでにも倒壊部位を市で除去するなどの緊急安全措置を実施してきましたが、

倒壊等により周辺住民及び通行人等に対し甚大な被害を与える危険性が高まっているため、

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく行政代執行（略式代執行）による建築物

の除却を見据え、令和2年9月25日付けで除却命令の公告を行いました。

　本市においては、1例目の行政代執行に係る公告となります。

特定空家等の所在地等

所在地　X新潟県新発田市三日市地内

構　造　　木造・セメント瓦葺

　特定空家等の状態

　そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態であり、周辺の住

民及び通行人等に対し甚大な被害を与える危険性が高いと判断されるもの。

措置の期限

令和2年10月25日

錨〃
問合せ先：建築課空家・住宅対策係　担当：遠藤

電話：0254－22－3030（内線1768）



様式2（報道関係用）

◇新発田市
　　令和2年10月9日

　　　　　　教育企画課

市内5小学校の閉校記念式典

学校統合により令和3年3月で閉校となる小学校の閉校記念式典が執り行われます。

【ここがポイント！】

閉校する小学校の歴史を振り返り、新たな門出を祝います。

【概要】

1　日時、場所

校　　名 日　、時 場　　所 問い合わせ先 備　考

本田小学校
10月11日（日）
10：00～11：00

本田小学校

体育館

本田小学校閉校記念事業事務局
本田小学校　教頭　尾矢　貞雄　　　r電話　0254・32・2603 9150～

記念碑除幕式

菅谷小学校
10月17日（土）
9：30～10：45

菅谷小学校

体育館

菅谷小学校閉校記念事業事務局

菅谷小学校　教頭　前田　哲

電話　0254・29－2018

11：00～11：20

記念碑除幕式

天王小学校
10月24日（土）

9：30～10：10

天王小学校

体育館

天王小学校閉校記念事業事務局

天王小学校　教頭　渡邊　正博

電話　0254－32・3101

荒橋小学校
11月1日（日）

9：30～10：00

荒橋小学校

体育館

荒橋小学校閉校記念事業事務局

荒橋小学校　教頭　前澤　隆史

電話　0254・22・3501

10：10～11：10

児童発表等

中浦小学校
11月7日（土）
10：30～11：10・

中浦小学校

体育館

中浦小学校閉校記念事業事務局

中浦小学校　教頭　田村　稔

電話　0254・22・2034

2　主催　各小学校閉校記念事業実行委員会

3　その他

　　　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、式典は、内容および参加数等、各

　　校とも当初の予定より規模を縮小して実施されます。

藩が
問合せ先：教育企画課　事業調整係　担当：小島

　　　　　電話：0254－22－3030（内線2276）



様式2（報道関係用）

令和2年10．月9日

　　　教育企画課

荒橋小学校閉校記念事業　気球搭乗体験

令和3年3月の荒橋小学校の閉校を記念して、「気球搭乗体験」を開催します。

／〉

【ここがポイント！】

　閉校という節目に、気球に乗って、ふるさとを見つめ、学校への感

謝の気持ちを表します。

【概要】

1　日　時　令和2年10月10日（土）　12：30～15：30
　　　　　　※天候がそぐわないとき（雨天，強風等）は1頂延

2　会　場　　新発田市立荒橋小学校　グラウンド

3　主　催　　荒橋小学校閉校記念事業実行委員会

　　　　　　　（地域、学校、PTAで組織）

4　参会者　　在籍児童37名とその家族　合計約130名

5　内　容　・閉校という節目に、家族で眼下のふるさとを見つめ、これまで

　　　　　　の思い出や今後の夢などを語る機会にします。

　　　　　　・稲刈りの終わった田園や二王子岳などを眺め、自分たちが生まれ

　　　　　　育った地域のすばらしさに触れます。

　　　　　　・バルーン部分に、児童がデザインした大型バナー（約3×4m）

　　　　　　を設置し、学校への感謝の気持ちを内外に表します。

6　問い合わせ先 新発田市立荒橋小学校　教頭前澤　隆史

電話0254－22－3501

緬〆
問合せ先：教育企画課　事業調整係　担当：小島

　　　　電話：0254－22－3030（内線2276）



様式2（報道関係用）

◇新発田市
　　　　令和2年10月9日

文化行政課　文化芸術振興室

夏井いつき「句会ライブ」

　市民文化会館では、テレビなどでおなじみの俳人・夏井いつきさんによる

「句会ライブ」を開催します。

　当事業は、令和2年度からスタートした「しばたの心継承プロジェクト」

の一環として、市内小中学生の100名を招待いたします。

【ここがポイント！】　　　’　　　　　　　　　　　　　　1

「句会ライブ」は、夏井先生のご指導により、参加者がその場で俳句を作ったり

優秀な句を選んだりする参加型のイベントです。

　文化芸術などを通して、ふるさと新発田への愛着と誇りを育んでもらう教育プ
ラン「しばたの心継承プロジェクト」として、市内のこ希㎏される小中学生を招

待します。

【概要】

1　開催日時

　　　1

2　会1場

　　　｜

4　参加対象

令和2年12月6日（日）14時開演※終演16時予定
　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

新発田市民文化会館大ホール

新発田市在住で小学生以上の方（市外の方は参加できません）

5　定　員　　市内小・中学生の希望者100人、一般市民　300人

6　入場料　　無料（ただし参加申込みが必要です。別添チラシ参照）

※「しばたの心継承プロジェクト」とは・・新発田の歴史や文化、自然、産業など、住む街

の良さや課題などへの理解を深める学習を通じて、子どもたちに郷土愛を育む新発田市独自

の教育プランです。

緬〆
問合せ先：文化行政課文化芸術振興室（市民文化会館内）

　　担当：文化芸術振興係小荒井　　電話：26－1576



、！1絆汀翻lll間ll紬ll毅1川類紬ll頬川1｛ll腱lll！1

14：00開演（13：30開場）

会場／新発田市民文化会館

主催／新発田市文化行政課文化芸術振興室（市民文化会館内）

一

※申込が必要です

ξ1翔“汀暮賎‖汀汀‖‖汀竃1震1量191量1匿8屑‖き18■18‖IH抽“‖H
●■■■■■■■●●●●司■■■■■■一■b　●●●　■■■■■■■一■一　●●●　㊨■■■■■■■一■●●●口■■■■■■■■■’■■　一■

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《参加申込書》

【参加対象】新発田市在住の方で小学生以上の方（新発田市外の方は参加できません）

【申込方法】下記に来場者氏名・住所・連絡先を記入のうえ、10月30日（金）までに市民文化会館へ直接お申込みください。

　　　　　　（郵送、FAXも可）ただし、申込は2名までとし、応募多数の場合は抽選で決定します。

【参加決定】11月中旬までに申込者に入場整理券を送付します（応募多数による抽選となった場合、落選の方には結果のみ

　　　　　　をお知らせします）。なお、コロナウイルス感染防止のため座席は全席指定とします。（座席の指定はできません）

【申込・問合せ先】文化行政課文化芸術振興室（市民文化会館内）

　　　　　　　　〒957－0053新発田市中央町4－11－7TEL　26－1576　FAX　26－2500

　　　　　　　　　　一『1　・細蜘醗慈函旗紗
．

　一　一一　　　　　　一一一一　　　鱗臼繊蠕繊雛限穆＃1 　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　．、　　緯織磁
〒　　　　一

新発田市 一

〒　　　　一

新発田市 一

※主催者の都合により、内容の変更または中止する場合がありますので、予めご了承ください。

※感染症拡大防止のため、必要に応じて申込書に記載の連絡先を保健所等の公的機関に提供する場合があります。



様式2（報道関係用）

報道資料 ㊨一新発田市

　　　　令和2年10月9日

文化行政課　文化芸術振興室

市民文化会館で「会館ピアノ」をはじめました

市民文化会館では、「駅ピアノ」や「ストリートピアノ」などで知ら

れる“街角ピアノ”を「会館ピアノ」としてはじめました。

【ここがポイント！】

　文化会館では、ロビーに設置されているピアノを皆さんに演奏していただき、

その音色を楽しんでもらおうと、街角ピアノならぬ「会館ピアノ」を始めました。

　ピアノは昭和53年製のコンサート用グランドピアノで、味わいのある音色が

魅力のピアノです。ぜひ演奏してみませんか♪

【概要】

1　実施期間　　10月1日～当面の間

2　設置ピアノ　　昭和53年製カワイグランドピアノ（フルコンサートピアノ）

3　使用可能日時

　　休館日（毎月第3月曜日および年末年始）を除く9：00～16　30

　　ただし、文化会館で催物がある日などは使用できません。

4　利用方法

　　演奏を希望する方は市民文化会館へ直接お申し出ください（使用料は無料）。ただし、

　　コロナウイルス感染防止対策を含む演奏上のルールを守っていただけることを条件と

　　します。詳しくは市民文化会館へお問合せください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※添付のチラシも参照ください

運〃
問合せ先：文化行政課文化芸術振興室（市民文化会館内）

　　担当：文化芸術振興係小荒井　　電話：26－1576
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康はじめました♪
　　　　　　　」　∫コ

新発田市民文化会館では、現在ロビーに設置しているグランドピアノを一般に開放

して皆さんに演奏していただき、また、その音色を多くの方に楽しんでもらうため
“街角ピアノ”ならぬ「会館ピアノ」をはじめました。

ピアノは昭和53年製のコンサート用グランドピアノです。古い楽器ですが味わい

のある音色が魅力のピアノです。ぜひ演奏してみませんか♪

拍』覆』覆月』覆』Sh』誇』覆』5』5』5』Sh』覆』ヨ』覆月』ヨh』ヨ』覆月日』覆』ヨ」ヨ日』ヨhh』ヨ」ヨ」覆』覆』ヨ

【演奏を希望される方、鑑賞される方へ】

♪演奏を希望される方は、必ず文化会館の事務所窓ロへ直接お申し出ください（予約は出来ません）

♪演奏される方には演奏上のルールについての説明と、簡単なアンケートにご協力をいただきます

♪演奏できるのは休館日を除く9：∞～16：30です（ただし催物がある日などは使用できません）

♪鑑賞する場合は、演奏者や他の鑑賞者との距離を保ってください（鑑賞用のイスはありません）

♪演奏者に無断で録画・録音・撮影などは絶対に行わないようお願いします

《お問い合せ》　文化行政課文化芸術振興室（新発田市民文化会館内）

　〒957－0053新発田市中央町4－11－7tel　O254－26－1576　fa×0254－26－25∞
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様式2（報道関係用）

一e新発田市
　令和2年10．月9日

　　新発田地区公民館

「文芸しばた」第46号を発刊します

【ここがポイント！】

子供から大人まで幅広い世代の文芸作品を掲載！

【概要】

　小学生から大人まで、131名の創意あふれる文芸作品（詩・短歌・

俳句・川柳・随筆・小説の6部門）352点を掲載しています。

1　発刊日　　令和2年10月16日（金）

2　価　格 1，000円（税込）

3　販売場所 生涯学習センター、市民文化会館、各地区公民館、

市内書店（万松堂書店、高木書店、コメリ書房新発田店、

HIRASEI遊新発田店・HIRASEI遊TSUTAYA豊町店）

遍〆
問合せ先：新発田地区公民館　事業係　担当：淺香

新発田市中央町5－8・47　電話：0254－22－8516
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●HlRASE1遊新発田店
●万松堂書店

●HlRASE1遊TSUTAYA豊町
●コメリ書房新発田店

●高木書店
｝●新発田市生涯学習センター

●市民文化会館

●各地区公民館

〈以下の書店・施設で販乱ています〉嬉乙齪

　　　　　　　　　　　　　　　　　鰯



様式2（報道関係用）

◇新発田市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年10．月9日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生涯学習課

成人式中止に伴うレンタル衣装キャンセル料助成金について

【ここがポイント！】

　新型コロナウイルスで成人式が中止となった新成人を、レンタル衣

装のキャンセル料を助成することで支援します。

【概要】

○対象者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　令和2年新発田市成人式中止に伴い、成人式で着用するためにレンタルし

　た衣装のキャンセル料等を負担し、次の①～③の要件をいずれも満たす方

　①　前撮りなどをしておらず、新成人が一度も衣装に袖を通していない

　②　支払ったレンタル料が全額返還されない、またはキャンセル料を支払っ

　　ている

　③キャンセルに伴い、レンタルした衣装の贈呈を受けていない

○交付金額

　キャンセル料等の2分の1（上限2万円）

　※新成人1人につき1回限り

○申請方法

　郵送で市生涯学習課へ申請

○申請期限　　令和2年12．月28日（当日消印有効）

遍〃・
問合せ先：生涯学習課生涯学習推進係　　担当：高橋

　　　　　電話：0254－26－7191



様式2（報道関係用）

◇新発田市

　令和2年10月9日
市民まちづくり支援課

ようこそ荒川地区！ようこそ荒川剣龍峡へ！

～ 11月1日（日）荒川剣龍峡紅葉ウォーク～

　紅葉深まる秋、荒川剣龍峡付近の自然を満喫できる地域イベントが開催されます。

　登山コースと眺望（ウォーキング）コースの2つをご用意し、初心者から中級者まで楽し

め、終了後は地元野菜などを使ったカレーの提供、地場産品の販売が行われます。

【ここがポイント！】　　’

　立地・距離・所要時間すべてが“ちょうど良い”。遠くに行かなくて

も日本海や飯豊連峰などを一望できる、そこが荒川剣龍峡！

●主催／里山を活用した地域活性化事業実行委員会

　　　　（構成／荒川地区里山を育む会、新潟県新発田地域振興局企画振興部地域振興課、新発田市観光

　　　　　1振興課、新発田市農水振興課、新発田市まちづくり支援課、新発田市地域5“くり支援センター）

●日にち・；一ス等／11月1日（日）

　　　　　　　　　　①登山コース（初級者～中級者向け、中学生以上）

　　　　　　　　　　②眺望コース（初心者でもOK、小学生以下は保護者同伴）

●参加費等／両コースとも、参加費1，000円、定員15名（先着）

●申込先／新発田市観光振興課まで　0254－28－9960

●問い合わせ／里山を活用した地域活性化事業実行委員会

　　　　　　　　090－4701－7518

事務局　宮崎　光夫

※参考資料／別紙「チラシ」

問合せ先　市民まちづくり支援課　吉田

　電話：0254－22－3030（内線1652）
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　　　　　　　　荒川剣龍峡登山道の紹介　　　壊
　　　　　登山シーズンは、4月中旬から11月中旬まで。　　g

　　　　　距離は一周6km、起伏に富みアツプダウンが連続　導

　　　　するポイントもあり、初級者から中級者まで春夏秋冬　著
　　　　楽しめる・一スです．・一スにはブナ、ナナカマドの群生喜

　　　　林があるほか、四季折々にエビネ、ツツジ、カンアオイ、　祷

　　　　ドウダンツツジ等が咲き、野鳥や川のせせらぎを聞きな　華

日　　　　がら山歩きができるので、自然の美しさをたくさん感じ　嫁

　　　　ることができます。剣龍峡登山道の頂上コマタは、東京　s

　　　　スカイツリーの高さと同じ（634m）ことから、標柱凄

　　　　　（標高点）が設置されています。コースを通じて眺め　著

　　　　がよく、特に登山道頂上から見下ろす越後平野や十

　　　　日本海は絶景で、穴マクリ展望台からは飯豊連峰　祷

　　　　を一望でき、大パノラマの景色を楽しめます。　　　挙

＋養華　　赤　牢煮赤券宇＼k鴇

登山コー7C
★荒川剣龍峡豊山道全線踏破1

★全線6km所要時間約6～7時間

★集合7：30出発7：45

★参加対象中学生以上

眺望コース
★広域基幹林道南部線ウォーク1

★行程6km所要時間約4時間

★集合9：00　出発9：15

★参加対象小学生以下はs保護者同伴

　　　　　　　　　　　　　★各］一スともガイドが付きます

粟募集定員各］一ス先着15人
輝参加費1，000円感お酬繍込み）
荒皿剣龍蝶罐緬葉椛袖一劾葱楽修糎衰幽湖卿

お申込み方法等詳細については、裏面をご覧下さい


