ｓｅｑｑｅｅｅｅｅ

たいない とっておき
◆１１/２１（土）～１１/２３（祝）９：００～

地場産の新鮮野菜＆地場産品販売（朝市）
米粉の揚げパン販売 １７０円
そば粉クレープ販売 ３５０円
紅はるかの焼きいも販売 ２００円

米粉グルメ
食 べ に 来て
ね～！！

◆１１月２２日（日）
わいわい会議「米粉かふぇ」出店
胎内市の米粉料理＆米粉スイーツが大集合

どっこん水
っこん水の里開館時間午前１０
里開館時間午前１０時
１０時～午後９
午後９時
●人気メニューがお得な価格で食べられます！
米粉入り麺のらーそうめん
黒豚かつ丼
きのとネギ味噌ラーメン
●菊愛好会による菊の展示
※お問合せ

米粉かふぇ・
米粉かふぇ・花
かふぇ・花と緑のふれあい市
のふれあい市

冬将軍の到来に備え、人参・大根・ごぼう・白菜・ねぎ
長いも等の越冬用野菜の売り出しを行います。
ご来店をお待ちしています！
★あったかふろふき大根
１１：３０より）
あったかふろふき大根の無料サービス（
大根
★サテライトカフェの臨時出店
★スイーツの各種販売
●と き 11 月 22 日（日）９：３０～１６：００
●ところ 長池農産物直売所リップル

営業時間 午前９
午前９時～午後２
午後２時
当日限定「米粉かふぇ
米粉かふぇ」
かふぇ」がＯＰＥＮ！！
◆メニュー◆
●乙まんじゅうやの「米粉揚げまんじゅう」
●黒田屋の「米粉のシフォンケーキ」
●珈琲舎ぐれ「コーヒー・コーヒー豆」の販売
新鮮な野菜販売も行います

乙観光物産館 どっこん水の里
☎０２５４－４６－３１００

●問合せ ☎０２５４－４５－５４００
※冬期間の営業のご案内
11 月 1 日～2 月末まで９：３０～１６：００

定期・特別観望会スケジュール
●１１/ ７（土）
●１１/１４（土）
●１１/２１（土）
●１１/２２（日）
●１１/２８（土）

４日間、ご来場のみなさんに入場料を無料
無料といたします。
無料
１１月３日で今シーズンの営業は終了といたします。
●問合せ ロイヤル胎内パークホテル ☎０２５４－４８－２２１１

天王星・海王星・星団・秋の星座めぐり
天王星・海王星・星団・秋の星座めぐり
月と星団・二重星めぐり
月と星団・二重星めぐり
今年最後の観望会 秋の夜空を楽しもう

★お問合せ★ 胎内自然天文館 ☎０２５４－４８－０１５０

わくわくクッキング
わくわくクッキング講座
クッキング講座

たいないの定番！！胎内リゾートと米粉のプラン
プログラム
❤米粉の料理体験 ❤米粉ランチ（入浴可） ❤米粉化粧品セミナー＆体験
●と
き １１月２３日（祝）

米粉を使ってチーズケーキ
チーズケーキを作ってみませんか？
米粉
チーズケーキ

●参 加 費 大人 1 名 ３，８００円
８００円（最少催行人員１０名）
●定
員 ２０名
●事前予約 必要（１１/１８まで）※食事：米粉料理

●と き １１月２０日（金）午後６時～９時
●ところ 中央公民館調理実習室
●定 員 先着２０人
●参加費 ５００円
●講 師 管理栄養士 岡田尚子さん
●持ち物 エプロン・三角巾
●申込み・問合せ きのと交流館☎０２５４－４６－２１０１

～コース～
中条駅（９：５０）⇒胎内市役所（１０：００）⇒ロイヤル胎内パークホテル（１０：３０～１５：３０）⇒
胎内市役所（１６：００）⇒中条駅（１６：１０）

10 月下旬頃から、胎内は紅葉の時期を迎え、
奥胎内にはたくさんの方が訪れます。
そこで今回は、胎内紅葉モデルコースを考案
してみましたのでご紹介します。
ご家族、ご友人で胎内の紅葉を満喫してくだ
さい！
問合せ
奥胎ヒュッテ ☎０２５４－４８－０１６１
奥胎内ヒュッテお問合せ
℡0254-48-0161

紅葉を
眺めながら
ドライブ♪

胎内
ス キー 場
から車で
約 40 分

奥胎内ヒュッテ
レストランでランチ

奥胎内ヒュッテ
到着
山中にあるとは思えない
優雅な造りにびっくり！

休憩しながら、ゆっくり
紅葉を楽しみましょう♪

ロイヤル胎内パークホテル到着
売店でおみやげ選び♪

レストランから見える
素晴らしい景色と美味
しいお料理を堪能！
最高の贅沢ですね！

★ステーキカレー１，６８０円
旬の味わいが楽しめて、
★パスタランチ １，３００円
大人気！
（2012.10 月売上）

ロイヤル胎内パークホテル売店

1 位 ショコラ胎内
胎内ジャージーのむヨーグルト
１位
米粉もちもちチョコレート❤
新鮮な胎内ジャージー牛乳で作られた濃厚な味わい❤県内外にファン多し！
２位
米粉生どら焼き米粉使用のもっちり生どら焼き❤
２位 米粉生どら焼き 米粉を使用したもっちり生どら焼き❤
３位 胎内ジャージーのむヨーグルト
３位 ショコラ胎内
米粉もちもち生チョコレートに虜になります❤
新鮮な胎内ジャージー牛乳で作られた濃厚な味わい❤
ゆったり温泉につかるも良し！

美肌・胎内温泉で疲れを癒す❤
一度は必ず体験して欲しい、お肌つるつるの大人気温泉！

受付時間 11:00～15:00
（月曜日は（月曜定休）
13:00～15:00）
１１：００～１６：００
４００円
入浴料金/大人 800 円、小学生以上
400 円

※サラダ・スープ・ソフトドリンクも
飯豊弁当
付いてま～す❤ \1,300

散歩がてら、
奥胎内ヒュッテの
周辺を散策♪

お問合せ ロイヤル胎内パークホテル ℡０２５４－４８－２２１１

狩りを楽しんだり、運がよ
ければ野鳥を見ることが
できるかもしれませんよ。

ロイヤル胎内パークホテル

ベーカリーカフェ バウムで
米粉スイーツを味わう
胎内市は米粉発祥の地。
このカフェでは、米粉を使用した
パンやケーキの他にも、パスタ等
の軽食が楽しめます。おしゃべり
しながら、ゆっくりお過ごしください。

心も体も
リフレッシュ！
胎内に遊び
にきてね！

Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ
ｓ

～スキー場の神様、この人でしょうか？～
クリスマスリース作りやゲレンデクイズラリーで運命の人を探しませんか？
参加者全員に胎内スキー場の「ナイター券」プレゼント
【開催日時】
【会
場】
【参 加 費】
【応募締切】
【募集要件】

１２月１３日（日）１０：００～１６：００（予定）
胎内スキー場ロッジ
男性 ４，０００円
女性 ３，０００円 ※ランチ付き
１１月２７日まで
男性 ２０名
女性 ２０名 ２５～４０歳の独身男女
※ウインタースポーツに興味のある人に限ります。
（未経験者ＯＫ）
◎男性の
男性の参加者の
参加者の方は下記の
下記の日程で
日程で事前説明会を
事前説明会を行いますので、
ますので、必ずご参加
ずご参加ください
参加ください。
ください
【日
時】 １２月４日（金）１９：００～＠中条町産業文化会館
主 催：
：胎内市 企画・運営::中条町商工会青年部
●お問い合わせ 中条町商工会事務局（担当：佐藤）
☎０２５４－４３－３６２４

参加者
募集中

●日 程

ロイヤル胎内
パークホテルへ
自然を感じながらもみじ
車で約 40 分

(胎内市民の方は大人 600 円、小学生以上
３００円
300 円)

Ｂｅｆｏｒｅ

●見学先
●参加費
●対象者
●申込み

Ｕターンを考えているなど、新潟で働きたい「あなた」
胎内市の企業見学ツアーに参加してみませんか？

１２月４日（金）池袋駅東口

６：３０発
池袋駅東口 ２１：３０着
※池袋駅東口⇔胎内市内は往復無料バスを運行します。
株式会社サンエコー（航空機内装品製造）※もう１社調整中
無料（昼食代などは自己負担）保護者の同伴も可能です。
首都圏在住の方で新潟で働きたいあなた 年齢は問いません。
胎内市役所商工観光課 商工振興係 鈴木
☎０２５４－４３－６１１１

11 月末日より２０１６
月末日より２０１６年 4 月まで休館
いたします。ご利用ありがとうございました。
また来年もご
また来年もご来場をお待ちしております。
●クレーストーン博士の館 ●胎内自然天文館
●黒川郷土文化伝習館 ●胎内昆虫の家
●シンクルトン記念館 ●奥山荘
●奥山荘歴史館
●胎内フラワーパーク
胎内フラワーパーク（10/３１～１１/３まで無料開放１１/４～閉館）
●樽ケ橋遊園※お客様感謝イベント１１/２８（土）～１１/３０（月）
小人（中学生以下）入園無料

●編集者のひとこと●
紅葉が終われば、あっという間に本格的な冬ですね。
風邪をひかないように体調管理をしっかりして
胎内のイベントにどんどん参加して楽しく過ごして下さいね❤
次号は冬の胎内もエンジョイできるような情報を
お伝えしたいと思います！お楽しみに～(^_^)/~

◆発行元◆
胎内市役所商工観光課
☎０２５４－４３－６１１２
観光情報ブログ
http://
tarugahasi.blog56.fc2.com/

また来年
遊びに来
てにゃん

