
様式2（報道関係用）

◇新発田市
令和3年12月6日
　　　　　こども課

子育て世帯への臨時特別給付事業の実施にっいて

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯に対し臨時給付金を

支給します。

【ここがポイント！】

　中学生以下の申請不要対象児童分は年内に給付金が振り込まれま
す。

【概要】

1　対象児童

　　平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童

2　養育要件（所得要件を満たす方）

　①令和3年9A分の児童手当受給者

　②高校生年齢以上の子のみ養育する世帯の主たる生計維持者

　③所属庁から児童手当を受給している公務員

　④新発田市に新生児（令和3年9月以降令和4年3H31日までに生まれた児童）

　　の児童手当の申請を行った方

3　支給予定日等

　　養育要件①　　　…　令和3年12月24日（申請不要）

　　養育要件②、③　…　令和4年IH下旬以降（申請必要。準備ができ次第申請書

　　　　　　　　　　　　を郵送します）

　　養育要件④　　　…　児童手当認定請求後　随時

4　事業費

　　　756，581千円
　　　　・給付金　7億5千万円（＠5万円×1万5千人分）

　　　　・他　システム改修費、事務費、通信運搬費　等

　　※財源：国庫補助金（子育て世帯への臨時特別給付事業補助金）補助率10／10

問合せ先　こども課　担当：沼澤　宮村

　電話：0254－22－3030（内線1901）



様式2（報道関係用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年12月6日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商工振興課

　　　　　　　　　「今・得プレミアム飲食券」追加販売！

　新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が落ち込む飲食店への経済対策として

実施する「今・得プレミアム飲食券」の追加販売を行います。

纒〆
担当：新発田市商工振興課　商業・まちなか振興係

電話：0254－28　一　9650（内線1662）

担当：山田



◇新発田市
　　　　　　　　Shibata　city
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新型コロナワクチン追加接種（3回目）にあたって

刷工一…”…脳………J’ 這、慶

　市民の皆様には、断型コロナウイルス盛染症の感染拡大防止に向けて、「三幽の解消」「手洗い」

「マスク若用の微底」など菖本的な取岨に日々ご努力いただいておりますことに心よリ感謝を申

し上げます。

　f里コロナウイルス対策の切り札とも言われているワクチン接■について、当市では、It月

29日現在、1回目は89，8％、2回目は88、t％にのほる市民の皆様が接種を終えられ、最終的

には9割に手が届くところまできています。
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　その中で、国より、断型コmナワクチン追加接口（3回目）の実施が示されたことから、今回は、

今年7月末までに2回目のワクチン接種が済んでいる65歳以上の市民の皆様、約3万人に対し

て、ワクチン3回目接檀の手引きと接榎券を送付いたしました。

　迫加接■は垣ね8か月の間配ということから、接種の閤始鴎期は年が明けた2月、冬季簡か

らの開始となります．1回目・2回目の捜種方法（個別接■・集団接種）を菖本としながらも、

接題予釣の負担を胞減するだけでなく、出来る限り身近な会場で接種いたE〈ことを目指し、

後日、接種会場などを記した案内ハガキを個別にお送りいたします．この手引き書と併せてこ

口いただき、追加接唖の内唇をこ理解したうえで実施いただきますようお績いいたします。

　しかし一方では、新型コロナワクチン按種をしたいと思っていても、体質や持病などの理由

により接種が叶わない方もおられます。このことから、捜種を希望されない方に対し、接種を

強要したり、差別などの不利益な取リ扱いなどが決しておこらぬよう心よりお順いいたします。

令和4年1月

撫靴二苫聖芦

※なお、令和3年8月以降に2回目の接■を終えられた市民の皆橡の接項につきましては、

　令和4年2月15日号広報しばたにて、接種実施内曹などをあらためてお知らせいたします。
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　1回目・2回目の接
租を、個別医　樋関

　（かかりつけ医，で接

種された方

予約が

1回目・2回目を接　し
た伺じ■用匿療　　での

侵羅となります
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②　　　1回目・2回目の接租を市保健セン
　　　ター、新発田リハビリテーシ∋ン病
　　　院（旧豊浦病院｝、北超病院、コモプ

　　　ラザで接種された方

　　　　　予約は　、　てす

・案内ハガキに接■会堤、日時が指定さ

れています

・日程変更などが必要な方は、お手元に

接■鯵（クーポン券）をご用taいただ

き、市専用コールセンターへこ相頭く

ださい

002㍗レ2《トア771

　儲膿日のぞく月～鑓89：00～16：加｝

斬型コロナワクチン接種は予防接種法に基づき実施するものです。

接種を希望する、希望しないの判断は、

※2回目掻田から8か月壷目安に白次哀内ハガキを送ります．期り、ガキが
手元に届かない培合は、市専用コールセンターへお筒合わせください

0025420マη1（祝集日のぞく月～金配日9：0σ～16：30）
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　　　　1回目・2回目の　　を個別医療機関

　　　　（かかりつけ医）で接　された方 ⑰

θ定期受診の際に1回目・2回目を接稽した同じ個別医　　閥へ、

　ご自身で予約、または、指定日時をご確認ください 1圏目・2回目を
かかりつけ医で接種

ぷワクチンの幕類については、

予約のnにご口田ください

　　．‘

1回目・2回目と同じ
かかりつけ医で授種

②　　　　1回目・2回目の接種を市保健センター、

　　　　新発田リハビリテーション病院（旧豊浦病院）、

　　　　北越病院、コモプラザで接種された方 　　一　　　　　　　　　」A　細　　　　■

4」ゆ閣姻

　　　　　RptDt、ガキ　　　　　　　　　　　　　　　6　・7　‘

㍊

レ市から接　会場・日時を指定した3回目の接　案内ハ
　ガキが届きます。そこに指定された会場・日時で接種

　をお願いします

X日程変更などが必要な方は、お手元に接撞券（クーポ

　ン券）をご用意いただき、市専用コールセンターへご

相談ください

　　　　　　　　魯0254■2《）■7771

（祝祭日のぞく月～金曜日9二〇〇～16：30）

劔

　　　　　　　　　　　　　　　　3回：

〆

　　1回目・2回目を市保健センター、

斯発田リハビリテーション病院（旧豊浦病院）

　　　北越病院、コモプラザで接種

4包β撰購

案内ハガキで指定された会場・日時で接種

③ ・　以外の接種方法を希望される方■■■◆

3回目接種に使用するワクチンの已劉ま現時点で未定です。接種の案内ハガキにワクチンの
　覆漬を記載します。ご確認ください

■その他、不明な点やお間合わせは右記へ
※1回目・2回目の接種を県の大親｛’こ｛百三会：1’1や！1， W日翻三された方は胡へ

　市専用コ・一ルセンター廿025牛20・7771

（嫡旧暁く月～；ど担日9：00　一・　16：30）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　・　．　　、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1∴“＼、．・

ぎ嬬忌2型膿纏鑑了タd－S新発田リハビリテーション病院（1日豊浦繍鵡｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
寮市から　　会場・日時を指定した3回目の接種案内ハガキが届きます。

　（注）3回目の　　会場にコモプラザ会場はありません

　二紫雲寺・加治川・菅谷・加治・五十公野・佐々木・松浦・川東・豊浦・赤谷・米倉地区にお住まいの方

　　　・2月以降IC、下表にある各地区の施設で、日時指定で接　となります（地区別接種）

　　　〈地区冒恨種会場〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謡鰍測こよってはkStPtMiとなるU8tiありますので、ごア承ください

一：一＿一＿二　．＝・地蝿二：．ニーニー．1、「 二一＝一⊃接擾鋼｝工：7・ゴ，二二．、．．　、．．．一一一三1τ1－・‥ L’ 二．’1 ．二．＝三一一」一工ぶ＝　＿　　、、

1 艦寺・加治n槻1区 健最プラザしうんじ 真野原外3331－5

2 酪地区 曽苔コミュニテイセンター 菅谷3350

3

…
七類コミュニティセンター 三日市862

4 五十公野増区 五松野コミユニティセンター 五十公野4930－1

5 佐々木地区 佐々木コミュニティセンター 則清956－1

6 松涌地区 松潮璽村属塙改醤センター 法正橋676

詳しい接皿会穏、日■艦3目目鯉D案内

ハガキでご園ください

《2国目掻極から8か月を目安に栖次案内

ハガキが口壱ます）7 ∫棟幽区 ll陳コミュニティセンター 下羽津1908

8

⌒
乙次26－2

9

⌒
新発田地区公民舘詠谷分館 上赤谷2689

10 米倉地区 旧米倉小鞭体宵團 大槻4211－260
　一一一

目本庁地区にお住まいの方

　　・2月以降に、下記①～③のいずれかの医療磯関で、日時指定で

　　①市保健センター②新発田リハビリテーション病院（旧璽浦病院）

・3回自接橿の案内ハガキで、市より指定した会堤・日時などを変更したい場合

となります

③北越病院

　《1｝黙内ハ2「キで摺定された日時老変更したし防、奮たは他の地区別醐会培に誕更したい方は下記の市専用コールセンターへこ違諮ください

　②3回目の接種のみでも受け入れ可鹿な個別医療匿闘で接臣を希墜する方は8・9N・…e2（③）奄ご覧ください

　　　なお、ワクチン確保のため、下配の市専用コールセンターに必ず変更内曹をご遅ください

・ その飽、不明な点や8酷わせは下記へ

　　　　　　　　　　　　　　　市専用コールセンター：古02542（ト万71（祝寮日のぞく月～鍾日9：00～16：30）
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・

魯以外の接種方法を希望される方「饗霧灘慧灘講欝1

お手元に接種券（クーポン券）をご用憲いただき、下表の3回目の接種のみでも受け入れ可能な個別医療機関の診療時聞内に、

各医療機関が示す申し込み方法でご自　で予約してください。なお、②の方はワクチン確保のため、下記の市用コールセン

ターに必　　　内書を　　　ください

（3回目の接種のみでも受け入れ可能な個別医療機関〉

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

月gmu

医院名

いけ却即問4㎜齪

蟹覧田駅碗oらた内科クリニック

田中瞭

二王う㎎クリニック

平涼ファミリークリニツク

㎜
■町内科・罰化■輯やまだクリニツク

■団凱ノ三デイスクリニツク

凹烈怪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自し込み方；五
踊　　　端勒用タイヤル　　　舗日馳　　　願日　，口、、砧　’一・・　　臓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　，一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　幽

五十公野6804－1 21－2251

月・火・木・金　8130～12：00　　　　　　　14：30～1〔！：00

　　　杢き　　　　　　　　　：30～12’00　　　　　　　　　：30～1コ：30 日・祝日 o

■肪町1－｝5 23－2123

月・火・木・金　烏：00～12：00　　　　　　　1S’00～18：00

　　　水・±　9；OO～12，00
日・祝日　o

　・

o
■駒町1－2－”

イクネスしばた

MINTO館2F
080－5450－1159

月・火・水・金　9：00～12：30
　　　　　　　15：00～18：30
　　　　　土　9：00～13：00

木・日祝日　o o o 一〇

魔訪町3蝿一6 28略020
月～金　9　00～12130
　　　16．00～18：00　土　9：00～12：ヨ0

　一、
日・祝日 o o

虎丸向野452 25イ〕850 月～金　9：00～12：00 土・日・祝日　O O 。曙偲惚聴。。

悶原17194 41－0011
月・火・水・愈　9：00～12：00　　　　　　　1S：00～18：00

　　　　　土　9100～12：00
木・日覗日 O 予的簡に接橿券を持㊤

本町2－8ρ13 22司2880
月’火’水◆三曇；≡耀己．・ o

録町2－16－9 ・・7177
　r火’；：：鑑1！1§§

日・祝日　o o 　10

新栄町1－1－6 26－6666
月～金　9’OO～1痴30
　　　15’OO～18　00
　土　q　oo－・13．oo

日・祝日　　　　　o男1・笥3」茸

土．

中田町2弓7－15 090－4838略203
月・火・木・金　9：30～12：00
　　　　　　　15：00～17：30
　　　水・土　9：30～12：00

日・祝日

　　　｝
1

，　　　　　　．

　　　女性のみ

ー一幽一一一一一一一．　　　女性のみ
　　　博用ダイヤル受付鯖剛

o　月・★・木冶　9：30～12：脚

　　　　　　　　　15：00－17：01

※ここに掲載されていない医療機関は、1回目・2回目を接種された方以外の接種を行っていません
※お困りの方は市専用コールセンタ・－no2S牟2（ト7771（祝頭日のぞく月～金E三日　9：00　一　16：　30）へお問合わせください
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厚生労■囲6ホームベPジより 厚生労■雷ホームペーツより

コミナティ（ファイザー社）ねよVCOVID－19ワ，コ　J一ンモテルフ’（日　［r，）について

Oワクチンの効暴：

新型コロナウイルス（SARS’CoV－2｝による感染症の予防

　2【ツセンジャーRNAワクチンという■菌のワクチンです．

ワクチン竈受けた人の方が曇けていない人よりも。断型コロナ

ウイルス感染症（※）を発症した人が少ないということが

わかつていま■．

（熊鞠燃は鈎95％と゜eeat‘’まt・）　　A（■）断苦コロナウイルス（SARS．CeV－2）によ㎜が寛度する

　　と⇒白や喧など旦5によく原た慶状が紡れ宮す．蟹‘のまま治

　　Qtる人も’い一方、t状が皇くな1と、●Q酬■などの鑓翼の

　　9状力唱開ヒし、死に芝6■肯白あります．

、
’

O以下に当てはまる方は、ワクチン竈受けることがで●ない場合や、注置が

　●要な場合があります。磯摺に不安がある方は、かかりつけ磨句にワクチン

　壱曼（tて良いかどうかご相■ください。

o萌らかな更酪が畠6方や、量い亀性震●に，かっτいるカ

Oワクチンの腹分但1ハに封し、量度の過領宮■薗己したこと

　がある方

O現在、何らかの繍筒で治霞中の方

・心■豹、胃胆虜、肝■■、自灘皐、免臣不全で糎中の方

・禽が止まりにくい餌気の方や、血をサラサラにする商（叢2）を飲

んでいる方

Oワクチンの賢全健：

■侵竜後、殴日以内に現れる可陸性がある直績

O以下の栢な富蜘夢出先巴とがある方

　・田や食晶に対する重いアレルギー庄状

・ けいれん《ひeolt）

曜　状

鷲規割合
コミナテtO7イザー杜）

5朋も以上　　　但■口位の直み、ag、口宙

　　　　　　　品尉良、2ST．簡口億下媒
10・50X　　　厨劃．艮a品位の坦8t

1・101t， 吐8江唱吐

コ竃ナテイ垣娩笈ふC酬用工t■ワケチンモタ」レナ肺【■より

被宮田貧の■み、直労、臼■、田内■

田鎗郷．皐宮、吐8気・●せ、リン’噛皇、

寛N、極8鑓位の随れ．惚扉・鴎

慶u喚7日目以£の
艮題田位の岱みなど（頂）

《旬飴巳■他0富みや括れ、紅頁

《■t）ポリエチレングリコールなどが慮分として倉芭れます．ポリエチレングリコールは、大■内楓箪検査冑に下

　　飼としτ硬用する■薗品｛蛤め、但々な■晶に淳■1蘭として倉まれておU、化範晶にも含tれてLlる1

　　とが■リ京す．苛の他の建分や、■罎につLlては、厚生労■宙ホームページtピ◎■ください，

（蚕2）Zのワクチンは、回舟内に注射壱し吉す．その全め、筑綬■麿（ワーファリンヘプラザキサe▼イグザレルト、、

　　エリキュースe．リクシァナe）tp一中の方は、抽■領の出Am注皇t‘eB頁です．

・蛍■匿後よりも翌臼に■みを日じている方が多いです．
・ これらの芭状の大●分は、笹■因殴日以内に目復してい攻す．

・ 苗■擾すぐにアナフィラキシーや砲巳還走神日反射が起こる可鹿性があります．

騨しくk12ページeご9田ください．

Oぼ璽コロナワクチン接種の前後2遇同はインフルエンザなど、他の予㎜が
　曼‘ナられません

柏 tt

厚生9■信ホームベージより 犀生野■曾ホームページより

ワクチンを受ける当日1　　　　　　　　　　　　一
　　　　　　　　　　　　＿

t．当目の持ち物については予鶴翠の

ついて
面をこ躍間くノ芒さい

Oワクチンを曼●る萬の注宜点
　　　接●刑にご自宅で体遣を酒定し、明らかな琵鎗が

　　ある場合や体■が轟い培合などは、接■t控え、下

　　2へ連据してください．

　　・領圃匿臼禰伺でε予釣された方

　　　→医殻孤間に直接キャンセルのMtしてください

　　・市但■センター、断見田リハビリテーション纏（1日口鴻璃震L
　　　北蛤病碇、地区用8劇口で鐵吾予定の方

　　　→祝領日をのぞく月～金■日：025420・7n1
　　　　当日キャンセルの場合：　070－4494・20e5

fl

肩を出しやすい殴陵でお超しください。

Oワクチンを曼けた後の注置点

ワクチン奄曇けた後はJ5分以上は

鐘回会場で直oて鎌子をみてください但）。

－逼去にアナフィラキシーを含む、丘いアレルギー直状田こしたこと

が6る方や、鍾白づで気分が口くなったり、庚縛馳田こしたことが

　ある方は、■飾の須示にもとづG30分豚ど●縛ちい尭疋くことに

　なります．

■接回蟹．すぐに璃れる可1饅のある直状について

禽

電

令

r汽

07ナ7イヴキシー
・苫や始が体に入ってから、瓢口同で星こδことのある7レルギー反応です．

じんま5などの度膚ttt、■mや唱吐などの罰化呂陸状、皇菅しさなどの亭限：：ぼ状”、危にE

　こ∪直↑．白庄低下や窟■レベルの悟下（呼びかけに反応しなL、，縛う●合毯アナフィラキシー

シロプクと尋trtす．

日こる己とは寵れでr〃、“畳にもレアナフィラキシーが白こっτ也、すぐに飼応ガ町飽なよう、

　ワクチンO領●虫●や店■■田■でta直切な■■鉢言ley“していまt．

o幽管誠衿s6凸08
ワクチン恨■に鈍する頃蛋」？、首い自みtoっかOに、立ちくらみガしたり、白の気が引いて聞に窟

　吃典らことが畠リます．

星にでも起こる可箇性がある体の反応で、適曽、頓になって休めぱ自飴に■復し食す．

倒れてケガ竈しないように、冑もたれのある梼子に麿って様子奄みてください．

ワクチンを曼けた恨も

マスクの着用など、賊染予防対策の摸続をお■いします

　ワクチンを曼けた方は、折型コロナウイルス惑節産の只崖t予防で●ると期

待されていますが、他の方への感染tどの租度予肪できるかはまた十分には分

かっていません。また、ワクチン娘糧ガ倫々に泡んでいく段殖では、すぐに多く

の方が予防接極を受けられるわけではなく、ワクチンを受けた方も受けていな

い方も、共に社会生活t営んでいくことになります．

このため、皆さまに感染予防対

具体例》
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〔H）提●後、■日以内に■れる可眺ガある陛状については、14ペーツ畳ご●Gく克さい．
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頷酬体曜買弱より笹幹

　　　　6ずお■協ください

　接■後に姐定される症状には以下のようなものがあります．しかし、そのほとんどは墜

苅疫がはたらいているための庭状であり、←2日陸過すると旦ε琶口⊇▲竺主

O蜜静にして様子をみていいケース

注射したところの皮膚が春くはれる、かゆくなる、禽む　　　金身がだるくなる

“がする　　　塞気がする、陪がでる　　　全身の醜や、筋肉が暗む

◎医療槻間の受診が必要なケース

　（撞■会場で健康■察中の場合は看口師にお申し出ください）

t・カ6だに宣いかゆみがある

庄声がかれる、何度もせきがでる

sS口が痴くなる

・・からだがふらふらする

二のどや■がつ象る盛じがある

二・呼1良がゼー・ゼーする、皐昔しい

苧吐いてしまった

’ 超拒径の■反応に■するご相硬はこちらへ

　　　　名　　稼

噺潟原飾回コロナワクチン

瞬ロロ〔§柵ξミセンター

伎口Ea　ss拒渋

025385－7762

＃7119または
ダイヤル自■・IP・PHSからは

　　025・284．7119

相駁曼N噂間

全日

午108冑30分～午後6時

金日

午畳7埠～豊●午口8碍

’ぼヨ臣殴の過εし方

・ 章しい連肪はさけてください．

・注射郁位は和■に爆ちましよう。接■貴日の入洛Stかまいませんが、注射した薗分は強くこ

　すらないようにしてください．

予防接種健康被害救済制度について　　　　　　　　（厚生欄ホー－Aペー‘？tu｝

　予緬陀でば頸繊’《Ntltoたり㎜ったりすること）力噛こるZとがあります．
葛めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、叙済●歴力唱肘られていま1「三

　断型コロナワクチンの予防撞腫によって㎜生じた場合にも、予防摘竈法にZづく量済

0医■費・窟コ㍍蜘〉恰付4ど）糎けられます．

　●Llに必要となる手笹6などについては、住昆■助「ある市町村にε梱艮ください．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛●生完笛古ホームページより）

新型コロナワクチンに便乗した詐欺にご注意ください！

　新星コロナウイルス田晶虚に娯るワクチン藏■のために必百ヒかたり、金MM人

情■をだ塞しとろうとする這括に間する相蹟が璃口生活センターへ富せられています．

　市町村等が、ワクチン椎種のために金銭

や但人情　を電話・メールで求めることは

ありません．

　　　　田vkと音は一人で督まず、m？看ホットライン

　　　188（周唱なし）にご相ばください．1

、　　　　．

” 15
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この封筒に同封されているもの

「新発田市新型コロナワクチン追加接種（3

（この冊子）一一一一

接種券（クーポン券）・…

一一r竺ア　　　　　ーと吟

　　　　）

予診票

予約申し込みの際に必要な

接種券（クーポン券）番号は

こちらに記載されています

匡笥
　一…：1

　　　　　　　　　　　　オロ　ゆ　おエ　　

摩華華註］

「エニ：コ園三コ
me，oイ“tt“rtl　●臨■■■■■

庄＿≡≡当顧≡≡≡±－z’＝＝ しばたの健康ヒーロー

　　100彩マン

◎住民票がある場所（住所地）以外での接種について

　・入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける方⇒医療機関や施設でご相談ください

　・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方⇒医療機関でご相談ください

　・お住まいが住所地と異なる方⇒実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合が

　　　　　　　　　　　　　　　あります。市町村の相談窓口にお問合わせください



様式2（報道関係用）

　　主翻新発田市

　　　令和3年12月6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、俳人・夏井いつきさんによる「句会ライブ」を

今年も開催します。

懸万
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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磁奨します．

謹っ1墜繊嬢剴乏句必鰯・訓ゴ窮劉

　　　　　　　　　　　　　　　　＿▲

新発田市民文化会館大ホール

魎全席指定1■000円
　※未就学児の入場はご遠慮願います

　　1入場者は新発黒蕪g在住者に限定させτじ旗だき毒室

（チケツト発聖⊃

※コロナウイルス感染拡大防止のため、チケット購入時に連絡先を

ご記入いただきます。

※コロナウイルスの感染状況によっては、公演の中止または延期等

を行う場合があります。予めご了承ください。

11月12日（金）午前9時～

Pt〈tis71d2tiLイド　　1－一　　一

喫茶「紫音」（市民文化会館内）譜憩6、oo（月曜定休日）

　……………・・…・……0254■22．5726

‘璽割‘壁遜藁藪唾華
r

・ 　．匹‘ 新発田市rcy・化蓑憩　検索d



様式2（報道関係用）

報道資料
◇新発田市

令和3年12月6日

　　　　　総務課

　　　令和3年度市民表彰式

令和4年新発田市新春を祝う会

　市政の進展、産業の振興、教育・文化の向上、福祉の増進等に尽力し、その功績が著し

い方及び市民の模範となるべき篤行をした方などを表彰する、市民表彰式を開催します。

　また、市民表彰式終了後に引続き、新春を寿ぎ、市民の皆さまの健康と幸せ、そして当

市の一層の発展を祈念することを目的とした「新発田市新春を祝う会」を開催します。

〈令和3年度市民表彰式〉

　日　時：令和4年1月7日（金）午前9時30分～
会　場：カルチャーセンター（剣道場）

　内容：市民表彰、賀状、まちづくり善行賞、計35名2団体（予定）の方へ表

　　　　　彰式を行います。

〈令和4年（2022年）新発田市新春を祝う会〉

　日　時：令和4年1月7日（金）午前10時45分～
会場：カルチャーセンターアリーナ

参加料：1，000円
申込み：12月10日（金）までに、参加料を添えて申込みが必要です。

受　付：市役所総務課秘書係、各支所、新発田商工会議所

内　容：主催者である市長から、新年のご挨拶、来賓の皆様方からのご祝辞、

　　　　　同日に開催される市民表彰受賞者のご紹介などを行います。

　　　ISs

翻酬

問合せ先：新発田市総務課秘書係

電話：0254　一　22－3030（内線1506）



様式2（報道関係用）

　

令和3年12月6日
　　　学校教育課

課題解決型職場体験ミッション提案発表会

　今年度、「しばたの心継承プロジェクト」モデル校に指定された佐々木中学校の公開授

業のご案内です。佐々木中学校では、毎年、2年生が課題解決型の職場体験に取り組んで

います。職場体験の事前学習として「生き方トーク・仕事トーク」等を経て、職場体験を実施

し、その後、2カ月以上を費やして、職場担当者より提示された課題（ミッション）について

解決策を考え、提案（プレゼン）します。

【ここがポイント！】

　子どもたちの学びの充実が、地元企業にも活力を与え、win－winに！

「しばたの心継承プロジェクト」は、自尊感情の向上やキャリア発達

を促し、ふるさとへの愛着と誇りを醸成します。

【概要】

1　日時　12E21日（火）13時55分～15時45分

2　会場　新発田市生涯学習センター　多目的ホール

3　内容　佐々木中学校の生徒2年生17人が、職場体験先で担当者より提示

　　　　された課題（ミッション）について解決策を提案（プレゼン）します。

4　その他　ご取材いただける場合は、事前に下記担当者へご連絡ください。

愚㎡
　問合せ先：学校教育課担当：森谷

電話：0254－22－9532（内線　2234　）



様式2（報道関係用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年12月6日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文化行政課文化芸術振興室

　　しばたのこころ継承プロジェクト×文団連アウトリーチ事業コラボ企画！

　　　　　　　　　　　はじめての茶道体験in米子小学校

～ 小学生が茶道の心に触れ、ふるさと新発田を学びます～

●「しばたのこころ継承プロジェクト」は、新発田の歴史や文化などを通じて、子どもた

ちに郷土愛を身につけてもらう新発田市独自の教育プランです。（令和2年度開始）今回

は、米子小学校の全校生徒が、初めて茶道を体験し、城下町新発田の歴史、文化を学ぶ中

で「ふるさとを愛する心」を育みます。

【概要】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せきしゅうりゅうえらこ　いけいはすいとう
　新発田市文化団体連合会のアウトリーチ事業「茶道体験」を活用し、石州流越後恰渓派翠濤
かいしょうすいかい

会菖水会の皆さんが茶道体験を出張で行います。

　　　　　　　　なおあき
　新発田藩主溝口直諒候の流れをくむ石州流翠濤会の皆さんによる体験講座で、新発田の歴史、

茶の湯の歴史、和菓子文化など新発田独自の文化を学びます。

●日時

●場所

●講師

●内容

令和3年12月17日（金）　9：30～10：15（3・4年生）

　　　　　　　　　　　　　10：35～11：20（1・2年生）

　　　　　　　　　　　　　14：05～14：50（5・6年生）

新発田市立米子小学校（新発田市真野原1773）　電話　0254－41－2036

石州流越後恰渓派翠濤会菖水会　の皆さん

茶道体験（茶道の歴史、お茶を自分で立てる、新発田の和菓子を学ぶ、食する）

※取材にこられる方は一緒に体験が可能です。12／13（月）までにご連絡ください。（お茶とお菓子の

用意がございます）

懸餌
問合せ先：文化行政課文化芸術振興室　担当：宮崎　電話：0254－26－1576



様式2（報道関係用）

新発田市

令和3年12月6日

　　　観光振興課

義士祭

新発田出身の赤穂義士である堀部安兵衛を偲び、赤穂義士討ち入りと同日

に行われるお祭り。今年も新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で実

施いたします。

【ここがポイント！】

少年少女剣士市中パレードについては、『安兵衛決定戦』での剣道野試合で優勝した

剣士が安兵衛役を務めます。（ポスター出演）

【概要】

1と　き：令和3年12月14日（火）午後3時から午後5時頃

2ところ：長徳寺　新発田市大栄町2－7－22

3主催：武庸会

4内容：

　　午後3時OO分から　安兵衛を偲ぶ会・法要

　　午後3時30分から　安兵衛討ち入りカップ蕎麦（くじ付き）配布（先着350名）

　　　　　　　　　　　御免町小学校安兵衛太鼓　披露

　　午後4時00分から　少年少女剣士による市中パレード

5その他：

　・パレードコース

　　長徳寺一ヨリネスしばた一武庸橋一長徳寺

　・イオン新発田店で義士祭展が今月19日まで開催されています。

6注意事項：

　・ご来場される場合は、検温等の体温チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状

　がみられる場合には、来場を控えていただきますようお願いいたします。また、スマ

　ートフォンを利用されている方は接触確認アプリのご利用をお願いします。

　・検温の際、37．5度以上の発熱がある場合には、近隣の医療機関の指示を仰ぐことと

　なりますので、係員の指示に従ってください。



様式2（報道関係用）

問合せ先：武庸会事務局（新発田市観光協会内）

担　　当：，井上

電　　話：0254－26－6789



堀部安兵衛武庸越後斯発田生誕350年・義士堂修復記念
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12／ 竃劃長徳寺
新発田jlj大栄田∫2－7－22

　　斬免田

武鷹会
τAKεUSVNE）CA‘

　　■■閣研a

15：30～安兵衛1付ち人1〕カップ蕎£350個　連が　｛†れば一大　‘のくじ1き　を先着顧（1人1個限定）に配布します　15：00～安兵衛を偲ぶ会・法要

16：00～こども討ち人リ行列di中パレード　　　　　　　　　　安兵衛のお標参りと、こども肘ち入り行列市中バレードへの拍手での応坦をお襲いいたします。
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様式2（報道関係用）

報道資料
　　　新発田市

令和3年12月6日

　　　観光振興課

　　　　市民生活課

忠臣蔵の法被姿で「堀部安兵衛」生誕地をPR

　今年も12月14日（月）に「義士祭」が開催されます！新発田の子供剣士たちの、寒さ

を吹き飛ばす熱いパレードの実施を、職員も応援しています。

【着用期間】

令和3年12月9日（木）、10日（金）、13日（月）

午前8時30分～午後5時15分

【場所】

新発田市役所本庁舎ヨリネスしばた1階　市民生活課及び環境衛生課

【義士祭について】

と　き：令和3年12月14日（火）

ところ：長徳寺（新発田市大栄町2）

内　容：午後3時00分～安兵衛を偲ぶ会（剣武）・法要

　　　　午後3時30分～安兵衛討ち入りカップ蕎麦（くじ付き）配布　先着350名

　　　　　　　　　　　　御免町小学校安兵衛太鼓披露

　　　　午後4時00分～少年少女剣士による市中パレード

　　　　　　　　　　　　（長徳寺～ヨリネスしばた～武庸橋～長徳寺）

※義士祭についてのお問合せは　（て社）新発田市観光協会へ（⑧0254－26－6789）

問合せ先：法被の着用について

　　　観光振興課　⑧0254－28－9960

　　　市民生活課　⑳0254－22－3030



様式2（報道関係用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年12月6日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新発田駅前複合施設

　　　　　2021クリスマスイベントinイクネスを開催します

　恒例のイクネスしばたクリスマスイベントを12月11日（土）、12日（日）の両日で開
催します。

【ここがポイント1】

　今年もイクネスしばた年末恒例のクリスマスイベントをイクネスしば

たサポータークラブの皆さんと共催で開催します。楽しいイベントが盛

りだくさんです。

【概要】

1日目【12月11日（土）】

　①クリスマスコンサート

　　午前：ピアノ＆フルートデュオ「アベリア」（子ども向け歌のコンサート）

　　午後：ピアノ＆バスクラリネットデュオ「ハルモニア」（一般向けジャズコンサート）

　　　　＊イクネスしばたでのプロ奏者によるジャズライブは初の試みです

　②クラフトキットプレゼント（11日のみ）・アレンジスイーツレシピの配布（両日）

　③絵本や紙芝居の読み聞かせ

　④指人形とおはなし

②お・｝・：コンサート＆マジックシ・一

緬〃
問合せ先：新発田駅前複合施設

電話：0254　一　28　一　9950

企画総務係
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【出　演】ピアノ＆フルートデュオ
　　　　「アベリア」　（子ども向け）

【時　間】11時～11時40分

【場

【対

【定

【申

　（開場10時40分〉

所】多目的室1
象】未就学児
員】50名

込】先着順

【出　演】ピアノ＆バスクラリネットデュオ
　　　　「ハルモニア」　（ジャズ・ポップス）

【時　間】15時30分～16時30分
　　　　（開場15時10分）

【場　所】多目的室1

【対　象】一般

【定　員】50名
【申 込】開演1時間前から会場前で整理券を

　　お配りします。

勿弓つト串ab7し廿ント
クリスマスにちなんだ工作キット
4種類から1種類を選べます。

【時　間】10時～12時

【場　所】1階飲食スペース脇
【対　象】未就学児・小学生

　※無くなり次第終了
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【時　間】10時30分～11時
【場　所】多目的室4．5
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【時　間】14時～14時30分
【場　所】多目的室3
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発表者（バトラー）が好きな本を5分でアピールし、

観覧者が質問したり、自分が読みたい本に投票し
て、チャンプ本を決めるイベントです。後日発表　【場
者が紹介した本について、中央図書館で展示・貸　【対
出を行います。

【時　間】13時30分～15時
【場　所】多目的室1

【対象】一般
【発表者】6名（11月25日申込締切）

【観　覧】当日先着30名

※終了後、希望者を対象に
　“雑談・交流会”を開催します。

【時間】①おやこコンサート

　　　　　10時～10時40分
　　　　　　　　　　　　　　　〆　　・　　　　②マジックショー
　　　　　14時～14時30分
　　所】こどもセンター
　　象】未就学児

堅爵繊7

【その他】参加したお子さんにプレゼントがあります。

【時　間】15時～15時30分

【場　所】多目的室3
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【場　所】キッチンスタジオ前
【対　象】未就学児・小学生

※無くなり次第終了

　感染症予防について
　イベント参加にあたり、

マスクの着用、手指消毒、

入場時の検温、参加受付票
の記入等の感染症予防にご
協力ください。
　　　　　　芦吋、o

　　　　　　由

共催イ7宗認L躍忙
　　　　　　新＃田駅前袴合施召皇

　　　イクネスしばた
×　　　サポータークラブ

お問い合わせ
　TEL．0254－28－9950
　（木曜を除き9時～17時）



様式2（報道関係用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年12月6日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央図書館

企画展示「わたしのとっておきの1まい展」作品募集

新発田市立中央図書館では、利用者の方から写真を募集し、関連図書とともに展示します。

（ここがポイント！）

　大切なペットや心に残る風景の写真など自慢の1枚を利用者の方

から募集します。写真とともに写真に関連した図書も展示します。利

用者の方と図書館で作る楽しい展示です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●

【概要】

　◆募集について

　1　募集期間　令和3年12月8日（水）～12月25日（土）

　2　応募方法　写真に申込書を添えて中央図書館2階中央サービスデスクへお申込下

　　　　　　　さい

　3　対象　どなたでも

　◆展示について

　1　展示期間　令和4年1月8日（土）～2月20日（日）

　　　　　　　※毎週木曜日、蔵書点検期間（1月18日～1月27日）を除く

　2　展示時間　月～水・金　午前9時～午後8時

　　　　　　　土日祝日　　午前9時～午後5時

　3　場　　所　新発田市諏訪町1－2－12　イクネスしばた2階　展示室

巡〆
問合せ先：中央図書館資料係　担当：白倉

　　　　　　　　電話：0254－22－2418
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募集内容
　　　　　　　　　　　ドパなユなジ　テ　も

皆さんが撮影した大切なペットや心に残る風景の写真など

自慢の1枚をお待ちしています！
詳細は申込用紙（裏面）をご覧ください。

募集点数　先着35点（1人1点）

対　　象　どなたでも

応募期間

展示期間

1月8日（±）

　　　　1
2月20日（日）

2021年12月8日（水）～12月25日（土）
月～水・金曜日…午前9時～午後8時

土・日・祝日…午前9時～午後5時
※12月9日（木）、12月16日（木）、12月23日（木）は休館日

応募方法　写真と申込書は、中央図書館2階中央サービスデスクに

提出してください。申込書は、中央図書館のサービスデスク

にあるほか、ホームページからダウンロードできます。



様式2（報道関係用）

◇新発田市
令和3年12月6日

　　中央図書館

新春企画ブツくじ

新春の運試しを図書館で！！

問合せ先：中央図書館資料係担当：皆川

　　　　　　　　電話：0254－22－2418
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　　　　としょかん　うんだめ
　　　　図書館で運試し
　　　つ　　　　ほん　　か
おみくじ付きの本を借りてみませんか？
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様式2（報道関係用）

報道資料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一新発田市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年12月6日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康推進課

　　「欲張りエクササイズ～健康資産を増やそう1～」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。

　今回は、働き盛りの人や運動経験のない方に、運動習慣を持つきっかけづくりとしてい

ただくため、軽快なボクササイズの他、手軽に始められる基本の三大運動を体験します。

【ここがポイント！】

自分に合った運動に出会えるエクササイズ体験です。

市内の総合運動施設を会場に、三大運動、それぞれの専門家から指導

いただき、「無理なく！楽しく♪気持ちよく！！」体験する教室です。

運　不足解消・心身のリフレッシュ・肩こり改善etc…で身体が喜びます！

【概要】

対象：市内に在住又は在勤の65歳未満の方

日時：令和3年12月16日（木）18：30～20：30

会場：サンビレッジしばた

参加費：100円

申込み：先着30名で12月6日（月）から12月・13日（月）までに健

　　　　康推進課へ直接、電話、又は電子申請で受け付けます。

★体験する三大運動

　有酸素運動　　　①ボクササイズ

筋力トレーニング

ストレッチ体操

②ウォーキング

③自重トレーニング

④ストレッチ体操

蕊瓢
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1266）
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健康しばた21
めざせ100彩！

　　　　　　☆自分に合った運動に出会うエクササイズの体験です☆
短時間で4種類の運動を　「無理なく！楽しく♪気持ちよく！！」体験する教室です。

運動不足解消・心身のリフレッシュ・肩こり改善etc…　身体が喜ぶ体験をしませんか＼Co＾）／

　　　職場仲間、友人、家族と御一緒に。　もちろん、お一人様参加、大歓迎です！！

匡［亙］　市内に在住又は在勤の65歳未満の方

［k　　き］令和3年12月16日（木）　18：30～20：30

匡亘璽董］　サンビレッジしばた　アリーナ

［lliPt］］

100円（保険料込み）

先着30名となります。

・申込期間：令和3年12月6日～令和3年12月13日
・申込先：健康推進課へ直接、電子申請、

市健康推進課めざせ100彩推進係（828－9214返みQRコ＿ド

マスク着用でご参加くださいmL）m

傷病等で運動制限のある方は、主治医に御相談の上、申し込みください。


