
様式2（報道関係用）

報道資料
◇新発田市
　　令和3年5月7日
　　　　　健康推進課

新型コロナウイルスワクチン高齢者接種申込状況について

75歳上の高齢者の接種予約を5月6日に開始しました。

【ここがポイント！】

75歳以上の方は5月6日から予約を開始しました。

65歳以上の方は5月17日から予約を開始します。

【概要】

1　接種券の送付について

65歳以上の方には、4月9日に接種券を郵送。

65歳以上の高齢者施設入所者は、3月下旬に発送済みです。

2　接種体制について

高齢者施設入所者は入所施設で接種、その他の65歳以上の方は、集団接種

（会場：コモプラザ・市保健センター）または、個別医療機関で接種を行います。

3　予約方法と予約開始日について

（1）集団接種を希望する方

　集団接種専用コールセンターに電話予約。

　予約受付時間午前9時～午後4時30分（土、日、祝は除く）
　・5月6日（木）～12（水）の平日については終了時間を午後6時まで延長

　・5月8日（土）、9日（日）、15日（土）、16日（日）については午前9時から午

　　後4時30分まで受付を行う。
（2）医療機関での接種を希望する方

　　医療機関に電話、または受診時に申し込み

4　接種開始について

集団接種については5月18日（火）から接種開始予定です。医療機関での接種に

ついては5月中旬から接種開始します。

7月末までに高齢者のワクチン接種を終了します。

問合せ先：健康推進課　保健予防係　担当：清野

電話：0254－22－3030（内線1231）
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様式2（報道関係用）

報道資料 づ～三…・・．r

ぺ｝｝’ 新発田市

令和3年5月7日

　　健康推進課

官民挙げて、オールしばたで新型コロナウイルに立ち向かう！

【ここがポイント！】

　新発田市では、いち早く「オールしばた」の体制で、緊急経済対策や感染拡大

防止策に取り組んでいます。今年度は、さらなる感染拡大防止の意識向上に向け

て、官民を挙げて、市民の皆様の命と暮らしを守る活動の一環として、PCR検

査を無料で実施しています。

【概要】

（1）既に実施している団体、今後実施予定の団体

　　　市民と接する機会の多い以下の団体に所属する希望事業所の皆さん

　　　・新発田市建設業協会

　　　・新発田管工事協同組合

　　　・菖城電設協同組合

　　　・新発田地区食品衛生協会新発田支部、豊浦支部、紫雲寺支部、

　　　　加治川支部

　　　・5／7　以降は、上記以外で5名以上の事業所（市外在住者含）の

　　　　うち希望する事業所を広報しばた等で募集します

（2）検査方法　検査容器に唾液を自己採取し、民間検査機関でPCR検査。

（3）実施期間　令和3年4月末から実施。上限になり次第、終了予定。

問合せ先：健康推進課めざせ100彩推進係　担当：西奈美係長

　　　　　　　　　電話：0254－28－9214（内線1264）
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様式2（報道関係用）

報道資料 r⑳新発田市

　　令和3年5月7日

　　　　　　新婚生活を応援！

新婚世帯に最大30万円補助します

【ここがポイント！】

　令和3年度から、結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯に対し、結婚に伴う住宅の取得費用

や家賃、新居への引越費用の一部を補助する事業を実施します。

　転入者は、「住宅取得補助金」やrU・1ターン促進住宅支援事業補助金（家賃補助）」との併用もで

きます。

◎結婚新生活支援補助金（令和3年度新規事業）

【対象世帯】

　　令和3年1月1日から令和4年3月31日までに婚姻し、次の要件をすべて満たす世帯

　　①夫婦共に新発田市に住民登録し、補助を申請する住宅に同居している

　　②夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下で、かつ、夫婦の年間合計所得額が400万円未満

　　③夫婦共に補助金の交付日から2年以上継続して新発田市に居住する意思がある

　　④その他市長が定める要件

【補助額】

　　1世帯当たり最大30万円

【補助内容】

　　結婚に伴い令和3年1月1日から令和4年3月31日までに支払った次の費用。

（1）住居費 住宅の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料

（2）弓1越費用 引越業者又は運送業者へ支払った費用

【申請受付期間】

　令和3年4月1日～令和4年3月31日（土曜日、日曜日、祝日を除く）

　　※事業の予算上限に達し次第受付を終了します。

畷耀’痘プ

〈問合せ〉みらい創造課　ライフデザイン係

　　　担当：内田・宮崎（電話0254－28・9531）



新婚生活を応援！

新生活のスタートアップの費用を補助します

令和3年度新発田市結婚新生活支援補助金

　新発田市では、結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅取得や賃借、引越費用を

補助します。

　補助の対象となる世帯、経費は下記の対象要件をご覧ください。

◇対象世帯

令和3年1月1日～A和4　3月31日に婚姻した以下の要件をすべて満たす世世
①夫婦共に新発田市に住民登録し、補助を申請する住宅に同居している

②夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下

③夫婦の年間合計所得額が400万円未満

④夫婦共に補助金の交付日から2年以上継続して新発田市に居住する意思がある

⑤夫婦の双方または一方が、過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがない

⑥夫婦共にこれまで市税を滞納していない

◇対象経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

令和3年1月t日～令和4年3月31日の間に支払った以下の経費　　　♂
①結婚に伴い賃借した住宅に係る費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　♪

　賃貸住宅の賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料が対象です。　　　　　’い

②結婚に伴い取得した住宅に係る費用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’亨　住宅の購入費（新築・中古）、工事請負費（新築のみ）が対象です。

③引越費用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e　　c・
　結婚に伴い賃借または取得した住宅や、夫婦の一方が居住していた住宅への引越費用の

　うち、引越業者または運送業者へ支払った作業費や運送費が対象です。

◆補助額

1世xx当たり30万円を上限に、実際に支払った経費を補助します。

◇申請方法

申請書に必要書類を添えて、新発田市みらい創造課ライフデザイン係へ提出してください。

（詳しくは市のホームページをご覧いただくか直接お問い合わせください。）

om請受付期間　　　　　　　詳しくはこちらから週罐．掴

令和3年4月1日～令和4年3月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」wy
（受付時間　8時30分～17時15分、土曜日、日曜日、祝日を除く）　　　　　　　　回i

※事業の予算上限に達し次第受付を終了します。

【問合せ先】　新発田市　みらい創造課　ライフデザイン係（新発田市役所5階）

　　　　　ao254－28－9531（直通）
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様式2（報道関係用）

報道資料
新発田市

令和3年5月7日

「健康ウォーク手帳」を無料配布しています

健康推進課

　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。

　ウォーキングを楽しく、安全に継続して行っていただくため、市オリジナルの「健康ウ

ォーク手帳」を作成しました。

【ここがポイント！】　　　　　　　　　，

ウォーキングは、生活習慣病予防のために、誰もが気軽にできる有酸

素運動の一つです。しかし、健康に良いことは分かっていても、なか

なか継続できないのが、ウォーキング。市オリジナル「健康ウォーキ

ング手帳」は、ウォーキング三日坊主の方にこそ、御活用いただきた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むいウォーキング継続アシストグッズです！無料で配布していま

す！！

【概要】

・ 手帳の中には、歩数記録票や歩くコツ、ストレッチ体操、市内ウォ

ーキングコースなどが掲載されています。

・市内公共施設や健康推進課窓口で無料配布しています。

溺〆
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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健康長撚醐姦「



様式2（報道関係用）

報道資料 ＜．ニン新発田市

　　令和3年5月7日
　　　　健康推進諜

「20万歩チャレンジ」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。

　歩いて貯まるスタンプで、記念品が貰える「20万歩チャレンジ」を実施しています。

ウォーキングを楽しみながら習慣化していただくための事業です。

【ここがポイント！】

1か月で20万歩歩く毎に貰えるスタンプを貯めましょう！

スタンプ数に応じた健康づくりお役立ちグッズの記念品が貰えま

す！！

【概要】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

・参加登録されると、登録番号が記載された健康ウォーク手帳が発行

されます。毎日の歩数を健康ウォーク手帳に記入し、1か月で20

万歩歩くと、スタンプが貰え、スタンプ数に応じて、健康づくりお

役立ちグッズの記念品が貰えます。

・ 希望者には1か月間歩数計を貸し出します

・ 参加登録、歩数報告は、健康推進課窓ロにお越しいただくか、’又は、

パソコン・スマートフォンからの電子申請となります。

溺万／
問合せ先：健康推進課めざせ100彩推進係　担当：山本

　　　　　　電言舌：0254－28－9214　　（F勺線1264）
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様式2（報道関係用）

報道資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年5月7日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康推進課

　　　　　「ウォーキングチームチャレンジ」第1弾について

　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。

【ここがポイント！】

『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

参加終了時には、仲間との暖かいつながりも手に入っています！！

【概要】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

・ 4月26日から12月までの間に、3回実施します。、

・ 2人以上5人以下でチームを作り、20万歩コース又はプチチャレ

コースのいずれかに登録します。実施期間内の継続した30日間で、

チームの目標歩数を目指して歩き、各回、目標歩数を達成したチーム

の中から10チーム（年間30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。

・ 職場のコミュニケーションづくりや働く人の健康づくり、家族の健

康づくりにお役立ていただいております。

《第1弾のお知らせ》

1　登録期間：4月26日（月）～5月17日（月）

2　歩く期間：4月26日（月）～6月16日（水）

3　報告締め切り：6月21日（月）

4　当選発表：抽選の後、当選チームへ郵送でお知らせしヰす。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
※令和2年度は、163チームの登録があり、131チームが目標を達成［
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L
　しています。

溺万
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】18歳以上の市内在住者、又は在勤者

【参加コース】 コース名

チーム目“：三歩数

20万歩チャレンジコース

30日臼で「20万歩xチームロ数」
t人芸たり1日6．500歩・－7．　OOO歩

プチチャレコース

30日口で「17万歩Xチームコ歎」
1人当たり1日5，500歩～6．000歩

≡品蜜だチーム歎 10チーム
【参加方法】 景品内＝ 1．OOO円分クオカードをチーム只全コに1人1枚

①メンパーを二める

　＊1チーム、2～5人で1チームとなります。

②ジ加するコースを決めて芭馴　　　　　：4月26日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～5月17日（月）

　　鐙三i縫のコース蜜蛭壼まぜんので、ご注意ノだ壷△L

③チームの目標歩数を目指して、逗続する30日間の歩数を各自記議

◆

冑，…k’tl’・t【チャレンジお助け11－】禽☆・☆自

①歩口’．学

　・1，000歩は…　10分で歩けます1（＾＾）1

　・1，000歩くと…鱒60●700m進みますth
　　少しの努力で目標こ成目指しましょう♪

②万歩計を貸し出します。

　・期間：無料で1か月間
　・問合せ：健康推進課窓ロ

　＊歩く期間：4月26日（月）～6月16日（水）の間の連続する30目間

　＊記録方法：窓ロでの登録者には、登録時、記録用紙を窓ロでお渡しします。

　　　　　　電子申誌の方は、HP掲載「歩数記録票（計算機能付き）」を御利用ください。

④チームの合計歩数を報告1　　　en切tl：6月21日（月）

　＊チー一ム目標を達成したチームの中から抽選で、lO手一6の十一6メンKi一全　に1，000円分ウオfi一ドを贈呈

　　当醗表は当選チームへの郵送1こより行いまe・・。一キ．，チ．ムチ。レンシロ楳　＼（～＾）／

【需鷹湖臥言基又は：子鯨頒付＿L’11iEillliltiEil：llkPlol，．＝ke／Xs！購1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔f：；：一・1∵：，

目，ご、ご㌍されたチーム名は市ホームページニで公表しますので、御了：ヨの上、御U，パださい。

主俗　めさV　100彩健康っくり堆逼尖行委臼会・軌発田市



Aウ諦一曝シ∀千一△帯やしシジ竃鎌議し鐵誘書
【登録コース】　　ロ20万歩コース⇒目標歩数：20万歩×チーム員数（　　人）＝

　　　　　　　ロプチチャレコース⇒目標歩数：17万歩xチーム員数（　　人）：

歩

歩

20万・プチ　　t

No．

チーム名 人⇒　　人 チーム目標歩1数

氏名 男・∋年⇒　　楡
代表者

住所 （魯　　　　　　　　）

1チームメンバーについて記入↓

氏名　　　　　　　　　1　年齢 1　　　　　　　氏名　　　　　　　　年齢
メンバー②i　　　　　　　　　　　l男．女　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　鵡

メ評④』 　　　　　1男・女’　箇
メン・ト③　　　　　悟・女1　趨 メンバ⇒　　　　　　；男・女1　苗
　ニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　＿　　　　　－　　＿　　　　＿　　　　　　　＿＿　　　　＿　　　　　　　＿　　　　　　　　　　－－－mu　　　ヘニ　　ご　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J　　　　　　　　　

　　　　言レン9　　　　　　　　．・’一ト20万歩チームチャレンジをよりよくするため、下記アンケートに御協力願います」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11．蹴子』ム醐∂ぽし廷か？一番近い項目にOを1つだけ付けてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
（　）家族　　　（　）職場仲間　　　（　）地域仲間　　　（　）サークル等の仲間　　　（　）その他＿

2．今国の手ヤしン夢鯵．初訪τ爾伽？該当する項目に○を1つだけ付けてください。

（　）全員初めての参加　　　（　）初めての参加者と2回目以上の参加者がいる　　（　）全員2回目以上の参加

3．今㈱ン夢｛｛⌒．何竃し鮒？一番近い項目にOを1つだけ付けてください。
1

「1（　）広報しばたを見て

1（　）職場に配られたチラシを見て

（　）新発田市ホームページを見て

（　）その他

4．目竺≡惑苧一ムに雌駈の「鍵鷺蚕」㊧｛蕊慧竺鱈窓口竃随しし審苛。必要なチtムは、「必要」に》’をしてください。

　（　）必要
L

アンケートにご協力いただきありがとうございますmし」m
　　　　　　－　　＿　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　v

1ウォー昨ンヴ手一ム手㊥しン多s轄竃量書

★第1弾チャレンジ

　　⇒手ヤレンジ終了後、6月21日（月）までに、ヨリネス（市役所）2階健康推進牒窓ロに御提出ください。

チーム名

で

チーム目標歩数

　　　　Ae を目指します。

【チャレンジ結果】

さん 歩

さん 歩

さん 歩

さん 歩

，

　　　　　　　　　　さん 歩

＿＿＿」・、

1合計〉
　　　　　レ’

20万・プチ

No、



日謡成チーム施続で捌3（s一ムに1・ooo酷のozn一ドがチ喧雌龍当遮ぱ罰　1

／

N・

N」　　　マー

）

］

健康と

　　、

＼　　！

e　　頃』

　　、、　寸

蓮コ　・

ピ、
　　l　t．ai

　　ll

　　己，－i

『

ぐ「
江　　　　．，．

后匂∨ン　　ロ

　　　玲一叉

ン育⌒巴

　　　健康しばた219
　　めざせ100彩

【参加資格】　18歳以上の市内在住者、又は在勤者

【実施期間】　年間、何回でも参加できます。

第1弾 第2弾 第3弾

登録期間 4月26日～5月17日 8月30日～9月21日 ll月1日～Il月22日

チャレンジ
　期　間

4月26日～6月16日の
　連続する30日間

8月30日～10月21日の
　連続する30日間

Il月1日～12月22日の
　連続する30日間

報告締切 6月21日→抽選は7月 10月25日→抽選はll月 12月27日（月）→抽選は1月

当還通知 当選チームへ8月中旬頃 当選チームへ12月中旬頃 当選者チームへ2月上旬頃

【実施コース】　どちらかを選んで参加してください。

【歩数雑学】

30日間で「20万歩×チーム員数」　30日間で「17万歩×チーム貝数」
1人当たり1日6，500歩～7，000歩　　1人当たり1日5，500歩～6，000歩

歩数1，000歩≒10分≒約600・・700m

毎日の生活に、少しの努力で目標達成を目指しましょう＼（＾o＾）／

三’馨　ぷご一ぽ両憲了癒華；三『⊂〔煕摩華ご〔≡警　⊂ 」

鷲『『



一　ンヴ　ー

2
ヤ ジ 零告

　令和2年度ウォーキングチームチャレンジが終了しました。今年度は通年の「20万歩コー

ス」に加え、17万歩を目標とする「プチチャレコース」を新設しました。就労世代や子育て世
代の方六～も、仲間や家族と協力して目標歩数達成を目指し、頑張ってくださいました！！参加チー

ムの皆様、お疲れさまでした！そして、当選チームの皆様、おめでとうございました。

【チャレンジ期間】第1弾：令和2年9月1日（火）～10月25日（日）

　　　　　　　　　　　第2弾：令和2年10月26日（月）～12月18日（木）

【結果】

第1弾 第2弾

20万歩 プチチャレ 20万歩 プチチャレ
参加チーム 54チーム 22チーム 53チーム 34チーム
参加人数 209人 83人 190人 116人

目標達成チーム 43チーム 18チーム 41チーム 29チーム

20万歩 プチチャレ

平均 最多 平均 最多
チーム歩数 248，652歩 463，118歩 210，925歩 339，618歩
個人歩数 249，150歩　651β82歩 206，973歩 540，457歩

【クオカード当選チーム】

第1弾 第2弾
20万歩コース ・ かすみ草 ・チームYOSHHARU

・ ウォーキングレディース ・ベイカーズ
・ さえずりクラブ ・ ヤクルト配送
・ リキ ・ みつば
・ 上向きい！ ・ 生菅1

プチチャレコース ・ すこぶるすごやかチーム ・ イジミノコスモスチーム
・ 散歩するってよ！？ ・ 新発田技サ2
・ 眠り地蔵 ・花安美脚部
・ チームかどる ・チーム学校
・ クツワダ ・ FS．H

来年も皆様の参加を

お待ちしています！！ ＼　　　　ノ

運動のヒーロー　100彩ブルー　・

「



様式2（報道関係用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年5月7日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商工振興課

　　　　新発田産の新商品が続々登場しています！！

　　　　　　　地場産商品のリブランディング事業についてご紹介します。

【ここがポイント！】

　・市の特産品が、装いを新たに生まれ変わりました！

　・寺町たまり駅で順次先行販売中！手に入るのは新発田だけ！

【概要】

　市特産品の商品力向上、国内・海外の販路拡大を目的として、昨年度に市内企業と

市が連携し、商品のパッケージ改良、リブランディングを行いました。

　コロナ禍の影響で社会経済や個人の消費活動が劇的に変化する中、時代に合った

“

選ばれる商品”を生み出すべく、今後も市では企業の取り組みを支援し、観光客への

訴求力向上、海外販路の更なる拡大を進めていきます。

　●春のピクニックや翁おうち時間にもいかがですか？

苧’
rこ

M≒．

　　さくら製菓（株）

　　　　　、PJ－’▲パ

　　　あられ商品

　　　　　パで了ご塚c
　　　　　Lny　　　　　　　　　　　　　　’

セキカワカナモノ・（有）佐々木食品

アウトドア向け商品（企業間コラボ）　※6月販売開始

㊨

㌧鞠ぎ

（有）宮村製麸所車麩商品

、ヰ

・4“～

錘－

’

㌔、

（有）正和練切り商品

　　　　　　※写真はイメージです。

纒〃 問合せ先：商工振興課　担当：阿部

電話：0254－22－3030（内線1678）
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1　㌧野㌻ローが…運：鐵｝1
！竺
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　　　1．’ライス汐ラッカ“（さくら製菓（株））

eqer
い一　．．』　　L，＿．、㌦二’．一

　i爵
。雇

轡
1

r二・　　二三』・＼二　㍑．．…〆ll’、已、

、三1“r 二．蒙㍉．，口1’；笥ご巳已：‘

■■■■口■■■■●■■■■●■■■■■■■■■●■■■■●■■■コ鎗一●一

3．くるま麩（（有）宮村製麸所）

　【改良コンセプト】

　・少量化で使いやすく。

　・＋い夫女　小人’の

｛lpa［llllL
㌫・レシピブヅク撮惑、

ξ遮獅愈啄税込副

　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　田
　　　　　　　　’　　1
【改良コンセプト】

　　　　　　　　　　　●・ プラ削減、保存性向上
　　　　　　　　　　　1
を意識した海鋤一

　　　　　　　　　　　ロ雑籠竺磐ク1
にこだわった品質。　　°

・
価格各350円（税込み）　1

　　　　　　　　　　　●
　　　　　　　　　　　t

　　　　　　　　　　　・■
　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　■
　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　■
　　　　　　　　　　　l

　　　　　　　　　　　o
　　　　　　　　　　　l

　　　　　　　　　　　●
　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　日　．
　　　　　　　　　　　f

　　　　　　　　　　　邑

4，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿

　t　　，｝、「’　　　　　　　　　　1　　　　　　＾　　　　　　　　　　　　　　　－

2．新発田つく’し（（有）正和）

’

／

乙轟籔
【開発コンセプト】

・業務用から個人向け
への業態転換。

・女性　　　W　向【。

　　　　　かわいらしさを演出。
　　　　・価格1，300円（税込み）

■■■■r　　　■　　　■■■■口　　　●　　　一　　　●　　　■■■■■　　　●　　　一　　　■　　　■■■■■　　　●　　　■■■■■　　　●　　　一　　　■　　　■■■■■　　　■　　　■一　　　●　　　一

4．Happy　Campシリーズ
　（セキカワカナモノ・（有）佐々木食品）

’．蕊｝認璽・

　1：三　　．，．

　【1・ユ・：籔≧

螢三苦：㌫漠簿詑雀㌻築潤

　　　　　　【改良コンセプト】

　　珂　　　・「調理のしやすさ」を
　eNいびトノひ



様式2（報道関係用）

報道資料 璽巨新発田市

令和3年5月7日
　　　農林水産課

　　　　　　　　「ふとっパラプレミアム」限定販売中

「太い！」「甘い！」「柔らかい！」幻のアスパラガス「ふとっパラプレミアム」発売中！

【ここがポイント！】

幻のアスパラガス「ふとっパラプレミアム」今年も期間限定販売！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薪灌Ψ療ζ討埣剖叩寒パちは

〔販売場所〕　JA北越後農産物直売所（新発田市島潟弁天1449－1）

〔販売金額〕　店頭でご確認ください。

　　　　　　※幻のアスパラガスのため、入荷しない場合があります。

〔内　　容〕

　5月のみに収穫され、50円玉ほどの太さがあり、太い、甘い、柔らかいの3拍子揃っ

た新発田産のアスパラガス「ふとっパラ」は、市内6店舗で販売中です。

　その「ふとっパラ」をはるかに超える大迫力の極太アスパラガスが『ふとっパラプレミ

アム』。魅力はなんといっても重さ70g以上で太さは500円玉ほどという驚きのプレミ

アサイズ。他のアスパラガスとは見た目で違いが一目瞭然です。

　一本でも食べ応え抜群なので、豪快にアスパラバーベキューも楽しめます。

　春先にごく少量しか採れないため、日によっては入荷しない場合もあるという、まさに

『幻のアスパラガス』。出会えた時がチャンスです！ぜひご賞味ください。

〔その他〕添付資料：詳細資料、パンフレット各1部

問合せ先：農林水産鼎 農業経営推進係　担当：1品野

　　’，　E言舌：0254－33－3108



男ijk氏言羊糸田資＊斗

　　　　　　　　　　　　　ふとっパラの概要

○「ふとっパラ」の特徴

　A品で重さにして40g～49．9gのアスパラガス

　　　　　　　　　　【太さ：直径L8cm～2．　O　cm（参考

○販売価格

○販売期間

○販売場所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：50円玉程度）】

店舗による

5月1日（土）～5月31日（月）

セキカワカナモノ　大手町1－1－1

JA北越後農産物直売所　島潟字弁天1449－1

ウオロク　緑店　　緑町3－3－23

ウオロク　東新町店　東新町4－21－24

ウオロク　住吉店　　住吉町4－1－21

ウオロク　コモ店　　舟入町3－12－11

　　　　　　　　　　ふとっパラプレミアムの概要

○「ふとっパラプレミアム」の特徴

　A品で重さにして70g以上のアスパラガス

　　　　　　　　　　　　　　【太さ：直径2．5cm（参考：500円玉程度）】

○販売価格　　店頭でご確認ください。

○販売期間　　5月1日（土）～5月31日（月）

○販売店舗　　JA北越後農産物直売所　島潟字弁天1449－1

【PRをしていただく際のご注意】

・ 「ふとっパラ」「ふとっパラプレミアム」いずれも、天候等により入荷しない場合が

あります。その旨もあわせてお伝え願います。

・ 「ふとっパラ」「ふとっパラプレミアム」いずれも、5月下旬になると収穫量が少な

くなるため、販売に関する掲載や放送等をしていただく際は、5月中旬までにお願い

します。

・「ふとっパラ」取扱い店を掲載する際は、予めご連絡ください。入荷状況などを確

認した上で、掲載をお断りする可能性もござV、ます。
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様式2（報道関係用）

報道資料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇新発田市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年5月7日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農林水産課

　　　　　春になったら新発田のアスパラガス　今年は和牛もね！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　ば　たうし
　　　　　「食のアスパラ横丁v味めぐりwith新発田牛」　開催中！

【ここがポイント！】

今年は、アスパラガスに加えて、繊苗吾味わうことができるキャンペ＿ン！

総勢58店舗の参加店がキャンペーンを盛り上げます。　　　，

【概要】

〔主　　催〕　　「食のアスパラ横丁、味めぐり」開催実行委員会

〔開催期間〕　　5月1日（土）～5月31日（月）

〔内　　容〕

今回で15回目を迎える春恒例の「食のアスパラ横丁、味めぐり」。今年は、県内ナンバ

一 ワンの　荷量を誇る新発田産アスパラガスに加え、この春地域ブランドデビューした話

題の新発田　を使った創作料理を味わうことができるキ　ンペーンです。テイクアウトも

充実しています！

　今年も「アスパラみどりカレー」をはじめ、和・洋・中のお食事系や一品料理、さらに、

アスパラガスと新発田牛のコラボメニューなど、様々な料理が味わえます。

　異なる参加店を3店舗めぐって応募すると豪華賞品が当たるスタンプラリーも同時開催。

　参加店やスタンプラリーなどの詳細は、新発田市内の公共施設等に設置してあるパンフ

レットNまたは新発田市公式ホームページで「アスパラ横丁」と検索してご確認ください。

今が旬で一番おいしい「アスパラガス」と極上の美味しさを誇る「新発田牛」を、是非

この機会にお楽しみください。

※参加店も感染対策を実施しておりますが、お客様も感染対策をお願いします。

※新型コロナウイルスに係る情勢を踏まえ、今年は市内向けのみのPRといたします。

〔その他〕添付資料：チラシ1枚

問合せ先二農林水産課　農業経営推進係　担当：横野

　　　　　　　　　　　　電言舌　：0254－33－3108
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様式2（報道関係用）

◇新発田市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年5月7日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文化行政課

　　　　　　　　　　本物で学ぶ「縄文時代のくらし」

　　　　　　　　　（令和3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・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1】

　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。

令和3年4A　12日（月）～7A中（土・日は除く、1学期中）の、

各校から希望のあった日時に実施します。

※令和3年度は5月末～6Aがピークの見込みです。

実施時間：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（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　見学・取材等を希望

　　　　される場合は、各校

　　　　での実施時間を下記

　　　　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　担当：酒井

　電話：0254－26－2163（埋蔵文化財整理室）
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