たいない とっておき
★世界最大級の星空の祭典
世界最大級の星空の祭典、胎内星まつりは胎内の美しい星空や自然の下に集い、その素晴らしさ
世界最大級の星空の祭典、胎内星まつりは胎内の美しい星空や自然の下に集い、その素晴らしさ
を体験しようという自由参加のイベントです！

●会場：胎内市胎内平

●参加費・入場料：無料

胎内の
夏を満喫
しよう！

この夏イチオシ！！
お得なチケット発売中！！

８月１５日（土）

胎内温泉まつり

夏のハッピー胎内サマーパス

８月２１日（金）～２３日（日）

胎内市の教育と観光施設共通利用券にロイヤル胎内
パークホテルのランチと日帰り入浴券がセットになった
お得なチケットを販売中です！どうぞご利用ください！

胎内星まつり
９月３日（木）～６日（日）

大人 ２,３００円(
００円(税別)
税別)
小人 １,３００円(
００円(税別)
税別)
幼児
無料

１０：００ テントブース設営
１５：００ 本部開設、受付開始
１９：００ 市長挨拶、メーカー販売店紹介等
２０：３０ 柳家小えん師匠の星空寄席
２１：４０ 自由発表会
（ビデオ・画像観測発表）

中条まつり
※くわしくは中面をご覧ください

１４：００
１０：００
１１：００

●期 間 １０月下旬まで
●問合せ ロイヤル胎内パークホテル
０２５４－４８－２２１１

１０：００
１０：３０
１１：００
１３：００

１２：３０

１５：００
１６：００
１７：３０
１８：３０

清掃、後片付け
第 2 回最終オークション
司会：柳家小ゑん師匠
記念撮影後解散

２２：００

昆虫クラフト
入門教室
胎内市在住の「昆虫クラフト名人」
渡辺香里さんを講師に昆虫クラフト
入門教室を開催します。
子供達が取り組める内容ですので
ふるってご参加ください。

●と き

８月２３日（日）
午後１：３０～３：３０

●ところ
●持参物
●定 員
●参加費

昼食

村松浜海水浴場

胎内昆虫の家
はさみ
２０名（先着順）
５００円

（親子参加の場合は１組５００円）
※この他に入館料
（一般４１０円、小中学生２６０円が必要です）

ロイヤル胎内
ロイヤル胎内
パークホテル

どっぺり坂
どっぺり坂 ・鏡橋・
鏡橋 ・
やすらぎ堤
堤
やすらぎ

新発田高校

白山公園周辺
フロレスタ
新潟万代シティ
新潟万代シティ店
シティ店

村松浜海水浴場

テニス大会（受付は前日本部で）
城の山古墳見学ツアー（有料・雨天決行）
奥胎内トレッキングツアー（有料・荒天中止）
あなたも気象予報士
胎内昆虫の家の昆虫教室
ロケット実験教室
石工アクセサリー作り体験教室（有料）
大抽選会
第 1 回オークション（司会：柳家小ゑん師匠）
星空コンサート 1 部
よさこい中条和組・板額太鼓
星空コンサート 2 部
会場内は自由観察・機材デモなど
自由に行われます。

～８/１５まで

水のきれいな広々とした海と、白くてサラサラな砂浜がとても魅力的です。
駐車場・トイレシャワー・更衣室が完備されており無料で利用できます♪
すぐそばには塩の湯温泉もあります。
●問合せ 胎内市商工観光課 ☎０２５４－４３－６１１２

(ドーナツのお土産付
ドーナツのお土産付き
土産付き)

●と
き ８月１９日（水）
●定
員 40 名（最少催行人員２０名）
●募集期間 8 月１４日（金）まで
●参 加 費 ２,５00 円 （中学生以上）
昼食代・交通費・お土産代込み
●問 合 せ 新発田市観光協会
共催：胎内市・胎内市観光協会・胎内リゾート
☎０２５４－２６－６７８９
営業時間

●申込み 胎内昆虫の家
☎０２５４－４８－３３００

平
日（８：３０～１９：００）
土日祝日（１０：００～１８：００）

胎内自然天文館

胎内昆虫の家

８/１（土）夏の星たちをみよう
８/８（土）土星と天の川と星雲・星団・夏の星座めぐり
８/１２（水）・１３（木）お盆特別観望会

～８/３１（月）まで
夏の特別展

デルセウス座流星群と夏の星座を見よう

８/１４（金）～１６（日）
土星と天の川と星雲・星団・夏の星座めぐり

●入館料
●問合せ
●時 間

８/２９（土）月と土星と夏の星座めぐり

一般：４１０円 小中学生：２６０円
☎０２５４-４８－３３００
９：００～１７：００

●入館料
●問合せ
●時 間

一般：３００円 小中学生：１５０円
０２５４－４８－０１５０
１９：３０～２１：３０

家族連れに
ぴったりの施設が
揃ってるにゃん

●日
●場

時
所

8 月 15 日（土
日（土）小雨決行・荒天中止
【第 1 部】ロイヤル胎内パークホテル
【第 2 部】胎内スキー場芝生広場特設会場

●内

容

【第 1 部】１０：００～１５：００
◆地場物産品野菜販売
◆カラオケ大会 U-４０（４０歳未満の部）
【第 2 部】１７：００～２１：００
◆胎内飲食店出店・花火大会・仮装盆踊り大会
◆カラオケ大会（４０歳以上の部）
＋第１部カラオケ大会優勝者との決勝戦 等

●問合せ

（一社）胎内市観光協会
☎０２５４－４７ ２７２３

温泉まつりバス運行表
温泉まつりバス運行表
●行き
中条駅→胎内市役所→黒川庁舎→スキー場
（1 便）１６：００発
（2 便）１７：００発
（3 便）１８：２０発
●帰り
スキー場→黒川庁舎→胎内市役所→中条駅
（1 便のみ）２１：１５発
●問合せ （一社）胎内市観光協会
☎０２５４ ４７ ２７２３

飯豊連峰の登山口に位置し、長年登山客の皆さまに親しまれている
ブナの原生林に囲まれた山荘です。バードウォッチング
ウォッチング、
ブナの原生林に囲まれた山荘です。バード
ウォッチング、トレッキング
渓流釣りなどさまざまなアウトドアライフがお楽しみいただけます。
渓流釣りなどさまざまなアウトドアライフがお楽しみいただけます。
●☎０２５４－４８－０１６１

「見て、楽しんで、理解する」をテーマにした昆虫の博物館。世界各地から集められた標本
が展示してあります。生きた昆虫に触れられるコーナーもあります。
が展示してあります。生きた昆虫に触れられるコーナーもあります。
●入館料/
●開館時間 ９：００～１７：００
●入館料/一般４１０円 小中学生/260
小中学生/260 円
９：００～１７：００
※団体一般/
●☎０２５４－４８－３３００
※団体一般/３１０円 小中学生/
小中学生/２１０円
０２５４－４８－３３００
●休館日 月曜日（月曜が祝日の場合は翌日） ※８月は無休

※中条駅から会場まで臨時バスを運行します。

イワナ、ヤマメ、ニジマス釣りが体験できます。釣った魚はその場で塩焼にしてもらえます。
●入場料/
/大人２００円、小人１
●入場料
大人２００円、小人１００円、竿使用料/
０円、竿使用料/２００円（餌付き）
０円（餌付き）
●平日/
●平日/１０：００～１６：００ ●土日祝/
●土日祝/９：００～１７：００
●☎０２５４－４８－３４３５
０２５４－４８－３４３５

●日

●日 時 9 月 3 日（木
日（木）～６日（
～６日（日
日（日）
●日 程
３日 大民謡流し
４日 神輿、台輪、朝太鼓等（５日まで各町内を巡行
神輿、台輪、朝太鼓等（５日まで各町内を巡行）
５日まで各町内を巡行）
日の出保育園・ふたば保育園子供神輿
日の出保育園・ふたば保育園子供神輿（午前中）
子供神輿（午前中）
山車５台が本町通りで踊り曳きまわし披露
（～６日まで昼夜
まで昼夜）
昼夜）
住吉町・二葉町・若松町神輿曳きまわし
住吉町・二葉町・若松町神輿曳きまわし（～５日まで）
神輿渡御
神輿渡御・台輪・山車
渡御・台輪・山車巡行
・台輪・山車巡行等（～６日まで）
巡行等（～６日まで）
５日 中条小学校マーチングバンド
板額御前子ども
板額御前子ども神輿
子ども神輿
WING(ヒップホップダンス
WING(ヒップホップダンス)
ヒップホップダンス)
中条中学校吹奏楽部演奏
よさこい踊り・新潟総踊り
胎内市民神輿の会
胎内市民神輿の会
板額太鼓
●日 時 8 月 11
●問合せ 中条まつり実行委員会
（中条町商工会内）
中条町商工会内）
☎０２５４－４３－３６２４

時

８月３０日（日
８月３０日（日）
～９月１日（
９月１日（火
１日（火）

●日 程
３０日
民謡流し
３１・１日 山車の巡行

おしゃべりするオウムのほか、シカ、フラミンゴ、ツキノワグマ、アルパカ、
おしゃべりするオウムのほか、シカ、フラミンゴ、ツキノワグマ、アルパカ、２０種類以上の動
ツキノワグマ、アルパカ、２０種類以上の動
物が心を癒してくれます。ゴーカート、バッテリーカー、メリーゴーランドもあります。
●入園料/
小人（４歳以上）
●入園料/大人（高校生以上）
大人（高校生以上）３１０円
（高校生以上）３１０円
小人（４歳以上）２１０円
（４歳以上）２１０円
●開園時間/
開園時間/〈平日〉１
〈平日〉１０：００～１７：００ 〈土日祝〉９：００～１７：００
〈土日祝〉９：００～１７：００
●☎０２５４－４７－３５２１

●問合せ
黒川まつり実行委員会
☎０２５４－４７－２４１９

櫛形山脈は直線距離でわずか１３キロ、
櫛形山脈は直線距離でわずか１３キロ、最高
１３キロ、最高標高５６８ｍの日本一
最高標高５６８ｍの日本一
小さい山脈。１日かけて無理なく登山を楽しむのに最適です！
●問合せ 胎内市商工観光課 ☎０２５４－４３－６１１２

日（火）１８：００～２１：００

●場 所 本町通り特設会場 ※第四銀行、北越銀行付近
●内 容 ◆露店多数出店（生ビール・スーパーボールすくい等）
◆本町通り歩道キャンドルペイジェント点灯
◆本町通り街頭に風鈴が飾られます
◆本組山車試乗（小学生以下）
●問合せ 本町ふれ愛商店街（事務局：㈲近藤時計店）
☎０２５４－４３－２３７０

胎内市にはこの他にも
レジャー施設がいっぱいなんだ
にゃん！思いっきり楽しもう！

編集者のひとこと
この夏イチオシのチケット「夏のハッピー胎内サマーパス」を使えば観光に温泉
に食事にと大変便利でお得です。夏の胎内をお得に満喫してください！！
夏休みはファミリーで楽しめる胎内市に是非遊びに来てください❤

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

