
 

  

 

 

 

胎内スキー場 

自己申告タイムレース 
○当日受付参加無料♪ 

 

節分イベント     
ゲレンデに鬼出現！ 

景品がもらえる 

楽しいイベント！ 

午前・午後の２回開催 

 

 

 

 

胎内フォトコンテスト 
冬の胎内にちなんだ写真コンテスト。 

あなたの写真がスキー場のパンフになる

❤かも （胎内ロッジインフォメーションにて受付） 

２２２２/2/2/2/2７７７７（土）・（土）・（土）・（土）・２２２２////２８２８２８２８（日）一般投票（日）一般投票（日）一般投票（日）一般投票    

３３３３////６６６６（日）コンテスト表彰式（日）コンテスト表彰式（日）コンテスト表彰式（日）コンテスト表彰式    

胎内特産品が抽選で当たる！ 

アンケート用紙（抽選券）を胎内ロッジ内で配布 

●胎内市飲食店による胎内屋台村●胎内市飲食店による胎内屋台村●胎内市飲食店による胎内屋台村●胎内市飲食店による胎内屋台村    

●特設ステージイベント●特設ステージイベント●特設ステージイベント●特設ステージイベント    

（板額御前、オチムシャーズ、よさこい）（板額御前、オチムシャーズ、よさこい）（板額御前、オチムシャーズ、よさこい）（板額御前、オチムシャーズ、よさこい）    

●雪上アトラクション（雪上サッカーゲーム）●雪上アトラクション（雪上サッカーゲーム）●雪上アトラクション（雪上サッカーゲーム）●雪上アトラクション（雪上サッカーゲーム）    

●雪上花火●雪上花火●雪上花火●雪上花火    

●トーチ滑走●トーチ滑走●トーチ滑走●トーチ滑走    

●松明滑降●松明滑降●松明滑降●松明滑降    

●菓子振る舞い●菓子振る舞い●菓子振る舞い●菓子振る舞い    

お問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせ    

胎内市観光協会胎内市観光協会胎内市観光協会胎内市観光協会    ☎０２５４－４７－２７２３☎０２５４－４７－２７２３☎０２５４－４７－２７２３☎０２５４－４７－２７２３    

 

 

 

 

胎内スキー場胎内スキー場胎内スキー場胎内スキー場    ☎０２５４－４８－３００２☎０２５４－４８－３００２☎０２５４－４８－３００２☎０２５４－４８－３００２    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
働く私たちにとって、ほかの業種や異性と出会う機会なんて、なかなか無いですよね。県内で活躍する先輩たち

から学びながら、たくさんの人たちと交流するチャンス。あなたに「伝」えたい出会いの感「激」を！ 

ネットワークを大きく広げて、仕事に恋に繋げてみませんか？ 

○日   時 ２月２０日（土）１６：００～１９：３０（受付１５：３０～） 

○場   所 ロイヤル胎内パークホテル（中条駅、胎内市役所からバスの送迎あります） 

○内   容 県内で活躍する経営者・職人とのパネルディスカッション＆ワークショップ 

          胎内市の特産品を囲みながらの異業種交流会 

○参 加 費 ２，０００円（交流会飲食代含む・アルコールの提供はありません） 

○募集人数 ５０名（先着順）※概ね２０歳～４０歳までの独身男女 

○持 ち 物 筆記用具 名刺（ある方のみ） 

○締め切り  ２月１２日（金） 

おおおお申込申込申込申込み・おみ・おみ・おみ・お問問問問いいいい合合合合わせはわせはわせはわせは    NPO 法人たいない・E・C ☎ ０９０－２３２２－６６１９    

✉  tainai.8888.bijin@outlook.jp 

    

 

 

 

 

 

あなたの幸せを 

掴むためのセミナー 
 

○日  時 ３月５日（土）午後７時～午後９時 

○内  容 恋愛心理学、統計学のプロによるあなたの魅

力を引き出すための「第一印象」「コミュニケ

ーション」についてわかりやすく 

説明します。 

 

○会  場 胎内市産業文化会館 会議室 

○対  象 独身男性 

○定  員 ２０名（先着順） 

○講  師 こなつカンパニー 代表 幸田奈つ美 

○参加費 無料（服装はデートに行くことを想定した 

服装で来場ください） 

○申込み 参加ご希望の方は電話かメール、QR コードよ

り①お名前、②住所、③年齢、④連絡の取

れる電話番号をご連絡ください。 

○締 切  ３月１日（火）まで 

    

おおおお申込申込申込申込み・おみ・おみ・おみ・お問問問問いいいい合合合合わせはわせはわせはわせは    
胎内市総合政策課行革協働係 

☎ ０２５４－４３－０３２６（直通） 

✉ tainaikp@city.tainai.lg.jp 

誰かを好きになる時、あなたならどうしますか？ 

恋愛心理学を交えた 

魅力アップセミナー 
○日 時  ３月５日（土）午後３時～午後５時 

○内 容  講師による恋愛心理学を交えたステキ

な出会いのお話や、女子力アップにな

るポイントなど、テーブルを囲んで楽しく

語り合って、あなたの魅力をアップさせ

ませんか？ 

○会 場  ロッサ・ビエント（胎内市平木田） 

○対 象  独身女性、または独身女性と一緒に 

参加を希望する既婚女性 

○定 員  ２０名（先着順） 

○講 師  こなつカンパニー 代表 幸田奈つ美 

○参加費 ５００円（１ドリンク代） 

○申込み 参加ご希望の方は電話かメール QR コー

ドより①お名前、②住所、③年齢、④連

絡の取れる電話番号をご連絡ください。 

○締 切  ３月１日（火）まで 

    

おおおお申込申込申込申込み・おみ・おみ・おみ・お問問問問いいいい合合合合わせはわせはわせはわせは    
胎内市総合政策課行革協働係 

☎ ０２５４－４３－０３２６（直通） 

✉ tainaikp@city.tainai.lg.jp 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

昆虫のことをもっと知ろう                 

２/７ （日） 昆虫を捕まえてみよう 

２/２７（土） 昆虫を調べてみよう 

 

❤紅はるかスイーツフェア開催❤ 

紅はるか 

スタンプラリー 
べにはるかスイーツフェア参加店舗の

お店のスタンプを4 つ集めて500円の

お買物券をゲットしよう！ 

換金期限 3 月 13 日（日）まで 

 

伊予柑、デコポン、ポンカン、はるか、せとか、甘平、

タロッコ、たまみなど種類も豊富に取り揃えお待ちして

います。 

3333 千円以上千円以上千円以上千円以上おおおお買買買買いいいい上上上上げげげげ毎毎毎毎におにおにおにお楽楽楽楽しみしみしみしみ抽選会抽選会抽選会抽選会をををを実施実施実施実施    

○と き 2 月１３・１４日午前９：３０～午後４：００ 

○ところ 長池農産物直売所リップル 

○☎   ０２５４－４５－４５００ 

 

 

 

 

おまんだらさまとは、千体以上の仏様が描かれた 

「曼荼羅絵」が年に一度開帳される 1200 年の歴史

のある行事です。人々の願いを込めた護摩木を焚

き、災難除けや無病息災を祈り、読経が行われた

後、縁起物の煎餅や豆などのあられまきがおこなわ

れます。 

○と き 2 月 6 日（土） 

○ところ 乙宝寺 

 

 

 

 

 

冬の星空はとてもにぎやか。雲の隙間から時々見える星をのぞいてみませんか？ 

○日 時 ２月の毎週木曜日 １７時３０分～１９時 

○場 所 胎内市図書館前 ☎ ０２５４－４３－３７００ 

※申込み、参加費は必要ありません。誰でも参加できますのでお気軽にお越しください。 

※曇天、雨、雪の場合は中止となりますが、図書館で「紙工作」や「星のお話」をします。 

 

市民の皆様から寄付していただいた雛人形を 

「胎内市ひなまつり」と題し展示いたします。 

ぜひご覧ください。 

○展示場所 ロイヤル胎内パークホテルロビー 

たるが橋観光交流センター内 

○問 合 せ 胎内市観光協会 

      ☎ ０２５４－４７－２７２３ 

 

 

 

 

 

○時 間 １３：００～１５：００ 

○場 所 胎内昆虫の家 ☎０２５４－４８－３３００ 

○定 員 ２０人 

○参加費 無料 

 

 

 

 

 

●期 間 １１１１／／／／４４４４（（（（月月月月））））～３／３１（木）～３／３１（木）～３／３１（木）～３／３１（木） 

●料 金 大人１名１泊２食（１室２名様以上利用）１０，０００円１０，０００円１０，０００円１０，０００円 

●規 約 胎内市民限定胎内市民限定胎内市民限定胎内市民限定（消費税・入湯税込 土日休前日前は 2,160 円増し） 

     ※チェックイン時又は受付時に本人確認できるものをご提示ください。 

●問合せ ロイヤル胎内パークホテル☎０２５４－４８－２２１１ 

特別特別特別特別

乙乙乙乙
歴史歴史歴史歴史 伝統伝統伝統伝統

●出発日 ２／２／２／２／２０２０２０２０（土）（土）（土）（土） 

●参加費 大人１名 ３，８００円３，８００円３，８００円３，８００円 
●定 員 ２０名（最少催行人員１０名） 

●予 約 事前予約必要 ２／１５まで 

●集 合 新発田駅（８：２０） 胎内市役所（８：５０） 

●問合せ 胎内市商工観光課 ☎０２５４－４３－６１１２ 

 

★乙宝寺にて茶話会・写経体験 

★どっこん水の里で 

特別美容ランチ 

★ロイヤル胎内パークホテルで 

ヨガ＆入浴で身体のデトックス 
 

 

 

 

首都圏のみならず、県内の就業希望者などを広く対象とした市内企業の見学会

を実施します。首都圏からの参加者は市内宿泊施設にて前泊となります。 

（宿泊なしも可です。）２２日池袋発の無料送迎バス無料送迎バス無料送迎バス無料送迎バスをご利用ください。 

●開 催 日 ２２２２月月月月２３２３２３２３日（火）日（火）日（火）日（火） 

●対 象 者 学生・UIJ ターン希望者・学校関係者・保護者など 

●費  用 新潟駅・池袋駅⇔無料送迎バスあり新潟駅・池袋駅⇔無料送迎バスあり新潟駅・池袋駅⇔無料送迎バスあり新潟駅・池袋駅⇔無料送迎バスあり    ※宿泊費・飲食代は各自負担 

●募集定員 ２０名程度（先着順） 

●見 学 先 胎内市内の企業４社 

      ・株式会社日立産機システム中条事業所 ・(株)中条ジャムコ 

・株式会社小国製麺 ・株式会社クラレ新潟事業所 

●問い合せ・申込先 胎内市商工観光課商工振興係 ☎０２５４－４３－６１１１（代表） 

 

 

 

◆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/ 

 

 

◆ひとこと◆ 

胎内の冬といえば胎内スキー場です！ 

スキーカーニバルでは花火も上がって盛り上がります。

ぜひ遊びにいらしてください！ 

 

 

 


