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申込み・案内状の送付＝平成13年4月2日から平成14平成13年4月2日から平成14
年4月1日までに生まれて、令和4年1月4日現在で次の
いずれかに該当する方に案内状を送付します
▼当市に住所のある方…1月下旬に案内状を送付しま
す。申込みは不要です
▼以前当市に住んでいて、現在当市に住所のない方…参
加を希望する方は、電話または市ホームページの電子申
請で申し込んでください。1月下旬に案内状を送付します
※お知り合いで以前当市に住所があった方がいる場合
は、参加が可能であることをお伝えください

　フリーアナウンサー・エッセイストとしておなじみの遠藤麻理さんを
迎えた講演会を開催します。

 ２月１２日㊏午後２時～３時３０分
 イクネスしばた
 ５０人（抽選）

※抽選結果は当選者にのみ２月３日㊍頃に郵送でお知らせします
 １月３０日㊐までにイクネスしばた１階総合案内で直接、または市

ホームページの電子申請で申し込んでください
※一度に２人まで申込みできます

▲遠藤麻理さん

遠藤麻理講演会
「人生を楽しく豊かに！」 

申込み先・問合せ先＝生涯学習課（生涯学習センター内、☎２６-７１９１）生涯学習課（生涯学習センター内、☎２６-７１９１）

問合せ先＝新発田駅前複合施設企画総務係（☎28-9950）

令和4年 市成人式
とき＝3月20日㊐
時間・対象 ※感染症対策のため、午前・午後に分けて開催します※感染症対策のため、午前・午後に分けて開催します

▼午前の部…午前10時～（午前9時受付開始）
　猿橋・東・七葉・紫雲寺・加治川中学校の出身者
▼午後の部…午後2時30分～（午後1時30分受付開始）
　本丸・第一・川東・佐々木・豊浦中学校の出身者及び当市以外の中学校出身者　本丸・第一・川東・佐々木・豊浦中学校の出身者及び当市以外の中学校出身者

ところ＝市民文化会館

▲申込み用

【新型コロナウイルス感染拡大防止の対応】
　当日は、感染拡大防止のための対策をとりながら開催
します。来場される方は、下記についてご理解・ご協力を
お願いします。
▼マスクの着用をお願いします
▼検温・手指消毒などを行うため、入場に時間を要しま
す。早めの受付にご協力ください
▼案内状に同封する「入場券兼体調管理チェックシート」
に、住所、氏名、電話番号、体調の記録を記入し、持参して
ください
▼検温の結果、発熱などの症状がある方は、式典への出
席をご遠慮いただく場合があります
▼国の新型コロナウイルス接触確認アプリ「Ｃ

コ コ ア
ＯＣＯＡ」の

事前インストールにご協力ください
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　卓越した歌唱力のボーカリスト佐藤竹善さんと、実力派ピアニスト
の宮本貴奈さんが贈る、ジャズテイストあふれるステージをお楽しみ
ください。

 ４月３日㊐午後３時～（午後２時３０分開場）
 市民文化会館
 5000円（全席指定）

チケット販売日
▼市民先行販売＝1月16日㊐午前10時～正午
チケット販売場所＝市民文化会館ロビー
▼一般販売＝1月20日㊍～
チケット販売場所＝喫茶「紫音」（市民文化会館内）、下越音楽鑑賞協
会（大栄町6）

　テレビなどでおなじみの華道家、假屋崎省吾さんが、ステージ上でいけばなの実
演を行うほか、軽妙なトークを繰り広げます。また、参加者の作品を假屋崎さんが
その場で評価する「いけばな査定コーナー」も開催します。ぜひご来場ください。

 3月6日㊐午後２時～（午後１時30分開場）
 市民文化会館
 2000円（全席指定。1000円分の新発田産の

チューリップまたはバラのお土産付き）
チケット販売日＝1月14日㊎午前9時～
チケット販売場所＝喫茶「紫音」（市民文化会館内）、健康長寿アクティブ交流セン
ター、新発田市観光情報センター（イクネスしばたMINTO館内）、豊浦・紫雲寺・
加治川地区公民館、セブンチケット（セブン-イレブン各店）

▲宮本貴奈さん（左）、佐藤竹善さん（右）

▲假屋崎省吾さん

※写真はイメージです

佐藤竹
ち く ぜ ん

善×宮本貴
た か な

奈 Duoコンサート
～ Just the Two of Us ～ 

假
か り や ざ き

屋崎省
し ょ う ご

吾
フラワーデモンストレーション＆トークショー
花は心のビタミン！ 新発田の花き農家さんを応援します

問合せ先＝下越音楽鑑賞協会（☎22-1404）

問合せ先＝市民文化会館（☎26-1576）

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
 問合せ先  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

「いけばな査定コーナー」参加者募集
　詳しくは、市ホームページをご覧ください。

 当日の午前中にいけばなを制作できるイベント参加者 当日の午前中にいけばなを制作できるイベント参加者
4人（選考）
1月14日㊎午前9時～2月18日㊎午後5時に住所、氏名、電話番号、年齢、職業、抱負を

直接、FAXまたはEメールでお知らせください
申込先＝市民文化会館（FAX26-2500、Eメール bunkageijutsu@city.shibata.lg.jp）



みらい創造課企画政策係（ヨリネスしばた5階、〒957-8686 住所記載不要、☎28-9530、
FAX22-3110、Eメール mirai@city.shibata.lg.jp）

歴史図書館（☎24-2100）

歴史講演会「武器商人スネル関係文書を読む」お知らせ

「蔵春閣」移築事業の説明会を開催しますお知らせ

　1月15日㊏から開催の歴史図書館冬季通常展「明治維新と新発田藩～異国船の
来航から廃藩置県まで～」に関連した講演会を開催します。

 2月5日㊏午後1時30分～3時
 歴史図書館
 長岡藩の河合継之助に銃砲を売り渡し、

新潟港にも出没したことで知られる「武器商
人スネル」について、新たに見つかった資料
を中心に解説します

 新潟県立歴史博物館専門研究員の西田
泰
やすたみ

民さん
 50人（先着順）
 1月15日㊏午前9時～2月4日㊎午後5

時までに、直接または電話で申し込んでくだ
さい
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市民
 1月29日㊏午後1時30分～3時30分（予定）
 イクネスしばた
 蔵春閣移築事業の進捗状況などの説明、工事記録映像

の鑑賞など
 50人（抽選）
 1月21日㊎までに電話で申し込むか、申込書を直接、

郵送（必着）、ファックスまたはEメールで提出してくださ
い。申込書はヨリネスしばた、各支所、イクネスしばたなど
に設置するほか、市ホームページでダウンロードできます
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　東公園内で移築関連工事を実施中の「蔵春閣」について、説明会を開催します。

撮影／岩﨑和雄氏

人事課人事係（ヨリネスしばた5階、〒957-8686 住所記載不要、☎28-9520）

市任期付職員（保育士）採用試験お知らせ

　任期を定めた正職員（保育士）の採用試験を行います。試験内容など、詳しくは、受験案
内または市ホームページをご覧ください。受験案内などは、ヨリネスしばた１階総合案内、
人事課、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。

スポーツ推進課スポーツ推進係（ヨリネスしばた6階、〒957-8686 住所記載不要、
☎28-9660、Eメール sports@city.shibata.lg.jp）

　市民の健康増進や社会体育の普及振興を
図るために、地域団体やサークルなどがス
ポーツ活動で利用する場合に限り、市内の学
校体育施設を無料開放しています。令和4年
度の定期利用を希望する団体は、申請書類を
提出してください。

 市内在住または在勤の方5人以上で構成
する市民団体。ただし、未成年で構成する団体
は、成人の代表者が必要です

 1月28日㊎までに、申請書類を直接、郵
送（必着）、Eメールで提出するか、市ホーム
ページの電子申請で申し込んでください。申
請書類はスポーツ推進課にあるほか、市ホー
ムページでダウンロードできます
【調整会議】
　募集の結果、利用希望の重複があった枠に
ついては、利用を希望する団体同士の話し合
いなどにより利用調整していただきます。該
当団体には、募集期間終了後に別途連絡しま
すので、必ず出席してください。

 2月24日㊍午後7時～
 カルチャーセンター

※学校の部活動などにより定期利用ができない期間、曜日、時間帯などが
あります。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

【施設開放日・時間など】

受験資格＝昭和３９年４月２日以降に生まれ、高等学校
以上を卒業し、保育士資格を有する方または令和４年３
月３１日までに保育士養成学校を卒業し保育士資格を
取得する見込みの方
任期＝令和４年４月１日～令和７年３月３１日（３年間）
試験日＝２月５日㊏午前９時～
試験会場＝ヨリネスしばた
採用人数＝２人程度
給料など＝保育士としての勤務経験年数に応じ、月額
２１万５２００円または１８万７７００円、期末・勤勉手当
が年に4.30月（令和４年１月時点）。その他、個人の状

況に応じて手当あり
 １月２８日㊎（必着）まで

「令和4年度 学校体育施設開放」定期利用団体の募集健康・福祉

曜日施設区分

小学校

中学校

県立新発田竹俣
特別支援学校

県立新発田高校

旧小学校

月～金

月～金

月～金

月・火
木・金

月～日

土・日

土・日

土・日

午後６時～９時

午後７時～９時

午後６時～９時

午後７時～９時

午前９時～正午
午後１時～５時
午後６時～９時

午前９時～正午
午後１時～５時
午後６時～９時

午前９時～正午
午後１時～５時
午後６時～９時

午前９時～正午
午後１時～５時
午後６時～９時

午前９時～正午
午後１時～５時

午前９時～正午
午後１時～５時

午前９時～正午
午後１時～５時

午前９時～正午
午後１時～５時

体育館 グラウンド

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
 問合せ先  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
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