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聖火リレーが市内を走ります!

感染症対策にご協力をお願いします
▼沿道で応援する場合は、マスクを着用し、隣の人との間隔を空けてください。また、
大きな声での声援はご遠慮ください
▼NHKホームページで、インターネットライブ中継を視聴できます。沿道以外の観覧方

福島県からスタートした聖火リレーは全国を巡り、新潟県では6月4日㊎・5日㊏に実施
されます。市内では、5日に13人のランナーが聖火をつなぎます。

新発田市聖火リレーの
コンセプト

聖火リレーのルート
新発田城址公園（午後4時40分頃出発）〜
ヨリネスしばた（午後5時13分頃到着）の約2.7km

「いにしえ（歴史）から未来へ
受け継がれる『しばたの心』」

※進行状況により、出発時間が前後する場合があります。

【スタート】
新発田城址公園

法としてご活用ください

当市在住の聖火ランナーを紹介します
東京パラリンピック卓球競技への
出場を目指すアスリート

ノルディックスキー競技でパラリンピック
4大会連続出場しているアスリート

新発田の歴史を発信する新発
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市民文化会館

新発田郵便局
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新発田市での聖火リレーの実施をお祝いしよう！

式典「ミニセレブレーション」を開催します
【ゴール】
ヨリネスしばた

下町交番
石川小路

とき＝6月5日㊏午後4時50分〜5時20分（予定）
ところ＝ヨリネスしばた札の辻広場
内容
▼しばたパフォーミングキッズによるパフォーマンス

本町交差点

▼最終ランナー到着

寺町通り

▼納火（聖火を聖火管理者であるオリンピック組織委員会へ渡し、ランタン
に納めます） など
【観覧の申込み】

諏訪神社

大栄町交差点

感染症の拡大防止のため、観覧は全席指定です。観

新発田駅
清水園

※当日は、上記のルート及びルートに接続する道路で車両の通行ができません。
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接連絡するほか、市ホームページでお知らせします

覧を希望する方は、事前に申し込んでください。

申込方法＝4月19日㊊〜5月7日㊎（必着）に、申込用

対象＝県内在住の方

紙を直接、郵送またはＥメールで提出してください。申

定員＝100人（抽選）

込用紙はヨリネスしばた1階案内、各支所、イクネスし

その他

ばた、カルチャーセンター、サン・ビレッジしばたにある

▼抽選結果は5月中旬に郵送でお知らせします

ほか、市ホームページでダウンロードできます

▼当日は、マスクの着用や手指消毒、健康チェックシー

申込み先・問合せ先＝スポーツ推進課スポーツ・カ

トの提出などにご協力ください

ルチャーツーリズム係（ヨリネスしばた6階、〒957-

▼オリンピック組織委員会の決定などにより、中止また

8686 住所記載不要、☎28-9660、
Ｅメール sport

は変更となることがあります。その場合は、当選者に直

s@city.shibata.lg.jp）
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対象者
日時
場所・会場
内容
講師
料金
定員
持ち物
その他
申込方法・期間など
申込み先・問合せ先 ■料金の記載のないものは無料 ■申込みの記載のないものは申込み不要

お知らせ

情 報ピックアッ プ

問合せ先

新発田地区公民館のギター・英会話講座

お知らせ

市指定ごみ袋の外袋に掲載する広告を募集します

新発田地区公民館（生涯学習センター内、☎22-8516、月曜日は休館日）

環境衛生課資源リサイクル係
（ヨリネスしばた１階、☎28‐９１１５、FAX26-2296）

はじめてのアコースティックギター講座

掲載期間＝11月頃からおおむね１年間

高校生以上で初心者または初級程度の方（これま

※在庫がなくなりしだい、新しい広告に切り替えます。

で生涯学習センターのギター講座に参加したことが

5月17日㊊までに、申込書を直接またはファックスで提

【日程・内容】

ない方を優先します）
新発田地区公民館（生涯学習センター）

毎回金曜日（全12回）。

出してください。申込書は、環境衛生課にあるほか、市ホー

ロックバンド「S ound S leep」ギタリストの

時間はいずれも午後7時30分〜8時30分

ムページでダウンロードできます。また、掲載する広告の見

サ

ウ

ン

ド

ス リ ー プ

さんぐうこうだい

三宮広大さん

ギターにふれてみよう

5月21日

1万２０００円（全12回分。初回に集めます）
10人（先着順）
※参加者が3人未満の場合は開催しません。
アコースティックギター、ピック、クリップ式チュー
ナー、筆記用具
4月22日㊍〜5月6日㊍の午前9時〜午後5時

6月4日・18日、7月2日・16日 コードを弾いてみよう
7月30日、8月20日、9月3日

4つのコードで曲を弾いてみよう

9月17日、10月1日・15日

グループで曲を合わせてみよう

10月29日

生ドラムに合わせて弾いてみよう

はじめての英会話

藤田裕美子さん

日程など、詳しくは市ホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。

７５００円（全15回分。初回に集めます）
※別途テキスト代が必要です。

18歳以上（高校生不可。これまで生涯学習センター
の英会話講座に参加したことがない方を優先します）
5月19日〜9月8日の水曜日（全15回）。時間はい
ずれも午後7時〜8時30分

20人（先着順）

本がある場合は、申込みの際に添付してください
掲載位置は応募の先着順で指定できます。掲載の決定
方法や広告データなどについて、詳しくは市ホームページを
ご覧いただくか、お問い合わせください
掲載種類

広告規格

作製
セット数

募集枠数

年間掲載料
（1枠）

可燃外袋
（大）

縦5cm
×
横10cm

約160,000

2枠

90,000円

可燃外袋
（中）

縦5cm
×
横10cm

約140,000

2枠

70,000円

可燃外袋
（小）

縦4cm
×
横8cm

約100,000

2枠

50,000円

※参加者が3人未満の場合は開催しません。
筆記用具
4月22日㊍〜5月12日㊌の午前9時〜午後5時

新発田地区公民館（生涯学習センター）

健康・福祉

▲広告の掲載イメージ

後期高齢者人間ドック健診費用を助成します

お知らせ

ふるさとしばた応援寄附金のお礼品を公募しています

保険年金課高齢者医療・年金係（ヨリネスしばた3階、☎28-9312）

総務課ふるさと応援係（ヨリネスしばた５階、☎２８‐９５４０）

費用の一部を助成します。受診する健診機関によって、申請方法が異なります

るさと納税をされた方へ贈呈するお礼品を募集しています。申請方法など詳しく

のでご注意ください。

は、募集要項をご覧ください。募集要項は総務課にあるほか、市ホームページでご

新発田の地場産品の魅力や品質・技術力の高さを広くＰＲするため、当市にふ

覧いただけます。
次の全てに該当する方

次のとおり、保険年金課または各支所で手続きして

▼人間ドック健診の受診日に、新潟県後期高齢者医療広

ください

域連合の被保険者で、市内に住所を有する方

▼下越総合健康開発センターまたは労働衛生医学協会

▼後期高齢者医療保険料を滞納していない方

で受診する場合…健診の予約後、受診日の１週間前ま

▼今年度、市の健康診査を受けていない方

でに、保険証を持参のうえ申請書を提出

助成金額＝人間ドック健診費用のうち、上限１万円（年度

▼上記以外の健診機関で受診する場合…令和4年3月

内に1回限り）

31日までに、保険証と預金通帳、領収書、健診結果を

希望する健診機関へ直接予約してください

持参のうえ、申請書を提出
※申請書は、保険年金課及び各支所にあるほか、市ホー
ムページでダウンロードできます。
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【事業者の主な応募要件】
▼市内に事業拠点を有する法人・その他の団体・個人事
業主であること
▼お礼品の提供に関する問い合わせ・事故・トラブルに、
事業者の責任で対応できること
【お礼品の主な応募要件】
▼市内で生産、製造、サービスなどがなされていること
▼食料加工品の場合は、原則、主たる原材料が市内産で
あること。または、加工などの工程のうち、主要な部分が
市内で行われていること
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