トコトコ便
９月

胎内市

９月２０日（日）

●日 時

２７日（日）開催！

午後２時～午後８時
●会 場

胎内市奥山荘歴史の広場
（雨天時/胎内小学校体育館）
●問合せ
板額会事務局☎０２５４-４５-３１０１

市制１0 周年記念事業

～プログラム～
プログラム～

９月２７日（日）
会場：胎内市役所前駐車場
１０：００～１５：００

９月２６日（土）
会場：ロイヤル胎内パークホテル

米粉でタイナイ改造計画

オープニング/黒川中学校吹奏楽部による演奏

予約制

●米粉れすとらん

定員/50 名 会費/1,200 円
●時間/１３：００～１６：００
米粉化粧品セミナー&体験＋トークショー
ヨガ体験&温泉入浴
●お申込み☎０２５４－４８－２２１１

※市内外から、米粉を使ったグルメやお菓子が大集合！
出店メニューの詳細は近日チラシ・ホームページで発表！

●たいないべえべえをつくってみよう！
※胎内生まれの米粉ご当地グルメ
●米粉の工場に行ってみようツアー
◆時間/１１：００～
事前申し込み可

【出
店】１４：００ 月見横町・姫の市（２０：００まで）
【武者行列】１６：００ 歴史の広場発
１６：２０ 出迎えの儀（本町ふれ愛商店街）
１６：４５ 歴史の広場着
【餅 つ き】１６：５０ 餅つき・おふるまい（１回目）
【開宴の儀】１７：００～●板額弓人（cute❤）隊演武
●史跡解説
●樽酒（菊水）鏡開き
●山梨県中央市豊富舞踊部による舞踊
１７：４０ 板額夢灯籠点灯式
１７：５０ （休憩）
【演
劇】１８：００ 演劇「板額御前物語」上演
・古代米もち、酒のふるまい（２回目）
・板額太鼓保存会の演奏
・よさこい中条和組の演舞
【終宴の儀】１９：３０ 演劇 カーテンコール

●米-１ランプリ２０１５
※投票による米粉グルメ№１決定戦！
結果発表１４：３０～

もぎたてフレッシュなぶどうが並びます！
※
●と き
●ところ
●時 間
●問合せ

た会会場：胎内市役所前駐車場

時間：１０：００～１５：００

★上映予定時間

９：３０～１
９：３０～１１
～１１：3０
１２：００～１３
０～１３：４９
１４：００～１５
～１５：３０
１５：４５～１
４５～１７
～１７：２２

■入場料 ３００円（２日
３００円（２日間通し券、全席自由）
間通し券、全席自由）８
間通し券、全席自由）８月２５日（
２５日（火
日（火）発売開始
■取扱所
取扱所 産業文化会館、中央公民館、胎内市図書館、きのと交流館
産業文化会館、中央公民館、胎内市図書館、きのと交流館
築地農村環境改善センター、黒川地区公民館
■会 場 胎内市産業文化会館 多目的ホール
■問合せ 胎内市産業文化会館 ☎０２５４－４３－６４００

■時 間
■ところ
■入館料
■問合せ

（定例）土星と天の川と夏の星座めぐり
（定例）秋の星座と銀河・星団・二重星を見てみよう
（特別）秋の星座と銀河・星団・二重星を見てみよう
（特別）秋の星座と銀河・星団・二重星を見てみよう
（特別）半月と秋の星座めぐり
（特別）月と秋の星座めぐり
（定例）月と秋の星座めぐり
（特別）スーパームーン特別観望会

１９：００～２１：００
胎内自然天文館
一般３００円 小・中学生１５０円
胎内自然天文館 ☎０２５４－４８－０１５０

昆虫の家のトンボ池周辺で、夏の終わりに見られるトンボを観察します！
昆虫の家のトンボ池周辺で、夏の終わりに見られるトンボを観察します！
汚れてもいい服装でおいで下さい。網、虫かごなどある方は持ってきてください。
れてもいい服装でおいで下さい。網、虫かごなどある方は持ってきてください。

雨天時はトンボのかるた大会を開催します。
■と き
■ところ
■予 約
■料 金
■問合せ

９月下旬まで（月曜閉園）連休は営業
９：００～１６：００
１キロあたり１，０００円
新潟フルーツパーク
☎0254-47-3363
※期間につきましては、気候などによって変更
があります。
※悪天候の場合は閉園となります。

９月１２
９月１２日（土）・１３
・１３（日）

・「大誘拐 RAINBOW KIDS」
KIDS」
・「駅前旅館」
駅前旅館」
・「喜劇・
喜劇・女は男のふるさとヨ」
のふるさとヨ」
・「本日休診」
本日休診」

９/ ５（土）
９/１２（土）
９/１９（土）
９/２０（日）
（日）
９/２１（月）
９/２２（火）
９/２６（土）
９/２８（月）

9 月 1３日（日）
長池農産物直売所リップル
９：３０～１７：３０
☎０２５４－４５－５４００

●期 間
●時 間
●料 金
●問合せ

９月１３
９月１３日（日）
１３日（日） １３：３
１３：３０～１５：００
胎内昆虫の家 トンボ池
不要
入館料のみ （一般 ４１０円 小・中学生 ２６０円）
２６０円）
胎内昆虫の家 ☎０２５４－４８－３３００

●出 発 日

●出 発 日
●参 加 費

９/２１（祝）

●参 加 費 大人１名 2,800 円
小人１名（小学生以下）1,000 円
●定
員 20 名
●事前予約 必要（９/１６まで）
コース
新潟駅南口(8:00)⇒新発田駅(9:00)⇒中条駅(9:50)⇒樽ケ橋遊園
で 動 物 ふ れ あ い (10:00~11:50) ⇒ ロ イ ヤ ル 胎 内 パ ー ク ホ テ ル
(12:10~13:00)⇒松原ステーブルスで乗馬体験(13:30~15:30)⇒
胎内市役所(15:50)⇒中条駅(16:00)⇒新発田駅⇒(16:30)⇒
新潟駅南口(17:30)

１０/４（日）
大人 1 名、小人 1 名（小学生以下）で

４，３００円 昼食付
●定
員 親子１０組２０名
●事前予約 必要（９/２９まで）昼食付
※農作業が可能な服装、軍手などをご用意ください。
コース
新潟駅南口(8:00)⇒新発田駅(9:00)⇒中条駅(9:50)⇒秋の収
穫体験（稲刈り・はさがけ・脱穀）(10:00~12:20)⇒ロッサ・
ビエントにて田舎料理の昼食(12:30~13:50)･･･アトラクショ
ン：モミ剥き競争(14:00~15:00)⇒胎内市役所(15:10)⇒
中条駅(15:20)⇒新発田駅⇒(16：00)⇒新潟駅南口(17:00)

～忙しい女性に伝えタイナイ！毎日の米粉で毎日が変わる～

米粉で美容・健康セミナー
●日 時 ９月２６日（土）１３：００～１６：００（受付１２：３０） ★美容 米粉化粧品セミナー＆体験
★食
米粉のブランマンジェ試食
●場 所 ロイヤル胎内パークホテル
★健康 ヨガ体験＆温泉入浴
●定 員 ５０名（米粉のブランマンジェ・フェイスタオル付き）
●参加費 １，２００円（税込）
●申込み 予約制 / ロイヤル胎内パークホテル☎０２５４－４８－２２１１
ゲスト講師：◆地域活性化モデル 今井 美穂さん
◆ヨガインストラクター 近 愛さん
◆美人区
齋藤 和美さん

小国製麺・新潟製粉の工場を見学します！
●日 時 ９月２７日（日） １１：００～１２：００
●定 員 ２５人（当日参加もＯＫ）
●参加費 無料 米粉フェスタ会場集合・出発

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

