たいない とっておき
５月号
ｖｏｌ.４６

子供達に人気の
レジャースポット
５/５（火）こどもの日
「化石・鉱物解説案内の日」

５/３（日）～５/５（火） ９：００～１７：００

メリーゴーランド乗車
メリーゴーランド乗車無料券配布
乗車無料券配布

館内を解説案内し、化石や鉱物の楽しみ方を紹介
します！
■開館時間 ９：００～１７：００
■入 館 料 一般３００円 小中学生１５０円
※土日祝日は陶芸体験・アクセサリー作りもできます。
お問合せ ０２５４－４８－２０１１

（小学生以下１人１枚・先着１００名様）

■入園料/大人（高校生以上） 310 円
/小人（4 歳以上）
210 円
※うさぎ・モルモットふれ合いコーナーが完成しました
お問合せ

４/2４
/2４（金）～５/６（水）長池憩いの
長池憩いの森公園
いの森公園

樽ケ橋遊園☎０２５４－４７－３５２１

５/３(日)～５/５(火)
１０：
１０：００～
００～１６：００

５/３（日）～５/５（火）

ＧＷイベント

●４/２６（日）９：３０～オープンイベント
オープンイベント
９：４０～幼稚園児による童謡（ついじ保育園）
１０：００～よさこい（よさこい中条和組）
１０：２０～舞踊（胎内芸能友の会）
１０：４０～板額太鼓（板額太鼓保存会）
１１：００～フラダンス（オリオリ）
１１：２０～板額御前寸劇・演武（板額会）
１１：４０～写真撮影ワンポイントアドバイス

●５/３（日）１１：００～チューリップウエディング
チューリップウエディング
（１１：００～佐藤さんカップル・１３：００～古木さんカップル）
●５/３（日）～４（月）９：００～１７：００
ヘリコプター遊覧飛行（有料）
ヘリコプター遊覧飛行
●５/４（月）～５（火）１０：００～１４：００乗馬体験
乗馬体験（有料）
乗馬体験

同時開催

チューリップ写真コンテスト
ホームページから応募用紙をダウンロードできます。
http://www.city.tainai.niigata.jp

●５/３(日)～５/５㈫
・たるが橋景観満喫
スタンプラリータイムレース
（小学生以下対象 参加賞もあるよ）

縄文火起こし・弓矢体験無料！
縄文火起こし・弓矢体験無料！
まが玉づくり１００円
●開催時間 午前の部
９：３０～１２：００
午後の部 １３：００～１６：３０
●料
金 一般２００円 小中学生１００円
お申込み不要

●５
５/３（日）～５
）～５/５（火）3 日間
「ギフチョウ羽化体験」
●５
５/５（火
５（火）こどもの日 「カブト・スズムシ幼虫プレゼント」
■開館時間 ９：００～１７：００
■入 館 料 一般４１０円 小中学生２６０円
お問合せ ０２５４－４８－３３００

お問合せ

☎０２５４－４７－３０００

●５/５(火)限定
・
「べえべえ作り体験」参加無料
（小学生以下対象 先着６０名）
・たいないの味・市内飲食店出店
米粉を使ったパンも限定販売
ＧＷ期間中は通常通りお食事も提供いたしま
す。
※問合せ （一社）胎内市観光協会
☎０２５４－４７－２７２３

※問合せ 胎内市農林水産課 ☎0254-43-6111（内線１２４５）

胎内川の河畔にある釣り堀。釣った魚はその場で塩焼きにし
て熱々の美味しい川魚が味わえます。
イワナ・ヤマメ・ニジマスなど
イワナ・ヤマメ・ニジマスなど各２５０円
など各２５０円
●開園時間 平
日 １０：００～１６：００
土日祝祭日
９：００～１７：００
●入 園 料 大人２００円 小人１００円
●竿使用料 ２００円 ※釣った魚は別料金
お問合せ
０２５４－４８－３４３５

４/2９（水）～
５/６（水）
大人も子供も

無料！
花びら模様の巨大花壇、約５０種８万本の
花が春から秋に咲き、楽しめます。
●開園時間/９：００～１７：００
お問合せ ☎０２５４－４８－３２９４

５/ ３（ 日 ）
５/２（土）～５/６（水）１０：
１０：００～
００～１６：
１６：００（予定）
予定）

●ダンススクールの子供達による「ダンスパフォーマンス」
●音楽専門学校の学生による「音楽ライブ」
●フリーマーケット（当日受付ＯＫ！協力金 200 円）
●地場産品販売

●フードコート

●ＢＢＱコーナー

●体験やゲーム等

※問合せ ☎０２５４－４８－２２１１（ロイヤル胎内パークホテル）

９：００～
００～１４：００（予定）
予定）
本町ふれ愛商店街

●フリーマーケット●ミニ SL
●スーパーボールすくい
●スタンプラリー●露店出店
●板額太鼓●マーチングバンド
●よさこい●まちかど美術展
※問合せ

本町ふれ愛商店事務局

ＧＷ特別観望会
ＧＷ特別観望会
月と木星と
木星と二重星を
二重星を見よう！
よう！

●開園時間
●料
金

●期
日 ５/２（土）～５
）～５/５（火）
●時
間 １９：３０～２１：３０
●開館時間 ９：００～１７：００
●入 館 料 一般３００円 小中学生１５０円
お問合せ 胎内自然天文館０２５４－４８－０１５０

お問合せ

土日祝祭日 １０：００～１６：００
手こぎボート：３０分５００円
白鳥ボート：３０分１０００円

フィッシングパーク
０２５４－４８－３４３５

近藤時計店☎0254-43-2370

購入された日から換算して７日間中、何回でも利用できる
大変お得な共通利用券です。
●一般（個人）1,000 円 ●団体 20 名以上 ７５０円
●小・中学生（個人）５００円 ●団体 20 名以上 ４００円

日本一小さい山脈！！

櫛形山脈トレッキングツアー
❤利用可能施設
利用可能施設❤
利用可能施設

日本一小さい山脈をガイドとともに歩く。初心者でも気軽に登れる！

●実 施 日
●募集人数
●参 加 費
●事前予約
●お申込み
●締め切り

◆胎内昆虫の家 ◆クレーストーン博士の館 ◆胎内自然天文館 ◆胎内フラワーパーク
◆黒川郷土文化伝習館 ◆奥山の荘歴史館 ◆シンクルトン記念館 ◆胎内彫刻美術館
※各施設にて購入できます。

５月１７日（日）大峰山コース
６月７日（日）櫛形山縦走コース
各日２０名（最少催行人数１０名）
大人 1,800 円 小人 1,000 円（小学生以下）
必要(3 日前) ・昼食なし・温泉入浴券付き
胎内市商工観光課 ☎0254-43-6112
催行日の３日前

温水プールでオールシーズン楽しめる！
バラエティー豊かな浴槽で存分にリフレッシュ
ＧＷはご家族で遊びにいらしてくださ～い！

樽ケ橋から高坪山へ

新緑の蔵王山と
蔵王権現高坪山トレッキング

胎内高原ビール園が
山の駅 胎内高原ビール園として
胎内リゾートにある

新緑のブナ林がとても綺麗な蔵王山・高坪山を巡ります。
初心者の方でも気軽に登れ、ベテランでも登りごたえは十分あります。

●実 施 日
●募集人数
●参 加 費
●事前予約
●お申込み
●締め切り

５月３１日（日）
２０名（最少催行人員１０名）
大人 1,800 円 小人 1,000 円（小学生以下）
必要(3 日前) ・昼食なし・温泉入浴券付き
胎内市商工観光課 ☎0254-43-6112
催行日の３日前

お父さんと子どもの料理教室
胎内産米粉を使ったパスタ・サラダ・牛乳プリンを作ります！
お子さんと楽しくクッキング！お父さんでも簡単でおいしく作れるメニューです！

●実 施 日
●時
間
●場
所
●講
師
●対 象 者
●定
員
●お申込み
●お問合せ

５月３１日（日）
１０時～１３時
ほっとＨＯＴ・中条（健康スタジオ・味工房）
シェフ 浅野 隆 氏
子育て中の父親と子ども（年長さん～小学校３年生まで）
８組 （エプロン・三角巾持参）
５/１５（金）より（保育ルーム申し込み５/２５まで）
胎内市総務課 人権啓発係 ☎0254-43-6111(内線 1315)

参加無料！

お母さんに食べさせてあげたい❤

◆営業時間 平日１１時～２１時
土日祝日１０時～２１時
◆利用料金 （幼児無料）
市内/大人９２０円 小学生４１０円
市外/大人 1,020 円 小学生５１０円
お風呂のみ（市内・市外ともに）
大人５１０円、小学生 300 円
◆お問合せ ０２５４－４７－２６６０

4 月よりリニューアルオープン。
ー
した
アートサロン、フリースペース(
ー
な が
な
になりました！
ＧＷにぜひお越しください！

)

、

山の駅 胎内高原ビール園
胎内市熱田坂６７０－１
☎ ０２５４－４８－２０２０

■編集者のひとこと■

●実施期間

４/4（土）～６
/4（土）～６/30
（土）～６/30（火）
/30（火）
胎内市内の米粉グルメのお店
約３０店で米粉商品を買って
スタンプを３つ集め応募
スタンプを３つ集め応募すると
応募すると
抽選で胎内の特産品が当たる！
抽選で胎内の特産品が当た
●お問い合わせ
中条町商工会 ☎02540254-4343-3624

チューリップに登山に胎内リゾート・・・沢山の展覧施設もあ
る胎内市！ＧＷは胎内でたっぷりと遊んでリフレッシュして
ください！お待ちしています！

発行元：胎内市商工観光課
☎ 0254-43-6112
http://tarugahasi.blog56.fc2.com/

