
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

●４４４４月月月月２２２２４４４４日（日）日（日）日（日）日（日）    

午前 9 時 30 分～ 
 

 

●５５５５月月月月３３３３日（日（日（日（火火火火））））    

午前午前午前午前 11111111 時～時～時～時～    
会場 長池憩いの森公園内    

チューリップウェディング特設会場 
※悪天候の場合は内容を変更する場合があります 

 

  

●５５５５月３（火）４（水） 

午前１０時３０分～午後２時３０分 
（雨天の場合は中止） 

 

 

●５５５５月月月月３３３３（（（（火火火火））））４４４４（（（（水水水水））））    

午前午前午前午前 9999 時～午後時～午後時～午後時～午後 5555 時時時時    

※有料（※有料（※有料（※有料（悪天候中止） 
 

 

 

 

 

 

            

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 
お問合せ・・・胎内市農林水産課  

☎0254 43 6111 
 

 

４/３０(土)  
５/８(日) 

ゴールデンウィーク 
イベント 

会場：たるが橋 

観光 ン ー 

５/３(火) ５/５(木) 

スプリングフェスティバル

in たいない２０１６ 
会場：ロイヤル胎内パークホテル 

 

５/３(火) 
本町わんぱくお祭り広場 
・ミニ SL・フリーマーケット 

・お し 会・  

・ミニアトラクション他 

同時開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鮮やかな新緑と太陽の日差しを浴びながら鮮やかな新緑と太陽の日差しを浴びながら鮮やかな新緑と太陽の日差しを浴びながら鮮やかな新緑と太陽の日差しを浴びながら    

日本で一番小さい山脈に登ろう日本で一番小さい山脈に登ろう日本で一番小さい山脈に登ろう日本で一番小さい山脈に登ろう    
 

●開催日時：4444 月 29292929 日（金） 昭和の日 8：00～ 

      ※神事は７：３０から行い、神事終了後登山を開始します 

●場  所：関沢森林公園（駐車場はありません） 

●受  付：胎内市役所正面入口 7 時 20 分～ 

      ※市役所からバスに乗って関沢森林公園へ向かいます。 

●コ ー ス：飯角口コース・大峰山コース（桜公園） 

縦走コース（白鳥公園） 

●バスの送迎時間 

      送り  7：２0～  8：０0（胎内市役所→関沢森林公園） 

      迎え 12：00～13：30（飯角口→胎内市役所） 

         13：00～15：00（道の駅加治川→胎内市役所） 

         14：00～15：30（白鳥公園→胎内市役所） 

 

※桜公園より下山される方は、デマンドタクシーのれんす号 

（有料・要予約）を利用できます。（乗車場所：金塚駅）    

予約センター予約センター予約センター予約センター    ☎☎☎☎    0254025402540254----44444444----7777777777777777    

お問合せ        胎内市商工観光課胎内市商工観光課胎内市商工観光課胎内市商工観光課        ☎☎☎☎0254025402540254----43434343----611611611611１１１１    

 

 

 

 

胎内昆虫の家                                    開館中 ☎0254-48-3300 

クレーストーン博士の館                           ４月 1６日 ☎0254-48-2011 

胎内自然天文館                                 ４月２３日☎0254-48-0150 
胎内フラワーパーク          ４月２９日（４/29～５/５無料）☎0254-４３-６１１１ 
黒川郷土文化伝習館                            ４月１日 ☎0254-4７-３０００ 

胎内フィッシングパーク                       ４月下旬予定 ☎0254-48-2２11 

ボート場                            ５月初旬予定 ☎0254-48-2２11 

胎内市美術館                      ４月２8 日予定 ☎0254-4７-２２８８ 

樽ケ橋遊園                               ４月１日 ☎0254-4７-３５２１ 

奥山荘歴史館                      ４月１日 ☎0254-4４-７７３７ 
シンクルトン記念館                    ４月１日 ☎0254-4７-３２６０ 

 
 

 

 

 

 

 

各プラン全てボランティアガイドさんの案内が付いています！ 
 

●４/１７㈰ ５/２２㈰  胎内市の会津八一ゆかりの地を巡る 

●４/２３㈯ ５/２１㈯  越後の名刹乙宝寺と、きのとのまち歩き 

●４/２４㈰ ５/２９㈰  春の息吹につつまれて、春を語らう 

●５/１４㈯       胎内市本町通りのまち歩き 
 

【お問合せ・お申込み】 胎内市商工観光課 ☎０２５４－４３－６１１２ 

参加者 

募集中 

 

 

大 わらび でわらび採り放題。 
その後ロイヤル胎内パークホテルの美肌温泉で 

を したら、おいしいランチで 。 
●コース 

新発田駅（９：３０）→胎内市役所（１０：３０） 
→大 わらび →ロイヤル胎内パークホテル 
（入浴・昼食）→胎内市役所（１４：３０）→ 
新発田駅（１４：３０） 

 
●と き ５/８（日） 
●定 員 ２０名 ※予約必要（５/２まで） 
●   大人１名 ４,５00 円 
     小人 1 名 ３,０00 円 
     ※昼食付き 
●申込・問合せ 商工観光課 ☎ ４３－６１１２ 

 

胎内の自然を満喫しよう！！ 
初心者の方でも手軽に登れます。 
●コース 
中条駅（６：４５）→クアハウスたいない（７：００）
→樽ケ橋登り口⇒ ⇒大沢山⇒釈迦岳⇒高坪
山山頂（昼食）⇒釈迦岳⇒蔵王権現⇒蔵王登り口⇒ 

クアハウスたいない（１５：１５）⇒ 
中条駅（１５：３０） 

 
●と き ５/１５（日） 
●定 員 ２０名 ※予約必要 

（５/１０まで） 
●   大人 1 名 ２,０00 円 
     小人 1 名 1,５00 円 ※昼食は付きません。 
●申込・問合せ 商工観光課 ☎ ４３－６１１２ 
 

 

 

昆虫の の で られる春の昆虫の観察会です。 
春の昆虫を野外で観察しギフチョウの羽化の様子も 
観察します。 
 

●日 時 4/1７ (日) １３：３０ １５：００ 

●   入館 の (予約 要) 

     一般 410 円 小中学生 260 円 

     (団体 20 名様以上割引あり) 

●問合せ 胎内昆虫の家 ☎0254-48-3300 

４/２９・３０の２日間、ゴールデンウイーク 
特別イベントとして胎内自然天文館では 
「天文教室 を います。親子で手作り望遠鏡を 
作ります。 
 

●と   き ４/２９（土）・４/３０（日） 
１５：３０ １７：００ 

 
 
●と こ ろ 胎内自然天文館 
●定  員 各日 親子先着１0 組 
●参 加 費 入館  大人 300 円 子供 150 円 
●問い合せ 胎内自然天文館 ☎0254-48-0150  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★編集者のひとこと★ 

胎内市の春は水芭蕉、チューリップ、桜な
どの花々で彩られます。ぜひ胎内市の花め
ぐりにお出かけください。おすすめです！ 
 

 

陽春の日照で色づいたいちごと 
春一番のガーデニング素材の 
花苗を特価販売いたします。 
※ 定ですのでなくなり させていただきます。 

   ●と き 4 月 1０日（日）９：３０ 17：００ 
   ●ところ 売所 リップル 
   ●問合せ ☎0254-45-5400 
 

 

 

 

この地区に咲いている 

水芭蕉は、高山植物でありながら、海岸から

2Km、標高 8m の湿地帯面積はおおよそ

1.3ha にわたり約 1 万 7 千株群生している珍

しいものです。 

このような場所に群生が見られるのは珍しく、

県の天然記念物に指定されています。 

胎内川扇状地の扇端にあり、常温の自然湧水で

あって、水芭蕉の生育に適した諸条件をそなえ

ており、かつて存在した大群落の名残りと思わ

れております。花期は気候によって異なります

が、３月下旬～４月上旬ごろです。 

低地のため、開花時期の早さは全国屈指といわ

れています。この季節にしか見ることができな

い、地本の水芭蕉を 

ぜひご覧下さい。 

お問合せ            

胎内市商工観光課胎内市商工観光課胎内市商工観光課胎内市商工観光課            

☎☎☎☎    0254025402540254----43434343----6112611261126112 

 

 

 

●実施期間●実施期間●実施期間●実施期間        

４４４４/4/4/4/4（（（（月月月月）～６）～６）～６）～６/30/30/30/30（（（（木木木木））））    
胎内市内の米粉グルメのお店胎内市内の米粉グルメのお店胎内市内の米粉グルメのお店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約３０店で米粉商品を買って約３０店で米粉商品を買って約３０店で米粉商品を買って    

スタンプを３つ集めスタンプを３つ集めスタンプを３つ集めスタンプを３つ集め応募応募応募応募するとするとするとすると    

抽選で胎内の特産品が当た抽選で胎内の特産品が当た抽選で胎内の特産品が当た抽選で胎内の特産品が当たる！ 

●お問い合わせ●お問い合わせ●お問い合わせ●お問い合わせ    

    中条町商工会中条町商工会中条町商工会中条町商工会    ☎☎☎☎0254025402540254----43434343----3624362436243624    
 

 

 

 夜桜夜市 

10 日（日）は ゆるキャラ大集合！ 

やらにゃん達と一緒に「桜まつり」楽しむにゃん♪ 

夜桜ライトアップや飲食ブースも多数出店！ 

桜と一緒に美味しいグルメを堪能しよう！ 

★★★★9999 日日日日（（（（土土土土））））    
１６：００ 1 日目スタート 

１９：００ 哀愁戦隊オチムシャーズ出演 

★★★★10101010 日日日日（（（（日日日日））））    
１０：００ ２日目スタート 

１０：３０ 学校給食センター見学 

１１：３０ ゆるキャラ大集合 

１２：００ ステージショー 

１２：３０ 学校給食センター見学 

 

●日 時 4444 月 9999 日（土）午後 4 時～9 時 

         10101010 日（日）午後 10 時～午後 2時 

●場 所 胎内市総合グラウンド野球場および駐車場 
※ お車でお越しの方は、総合体育館駐車場に駐車してください。 

【お問い合わせ】  中条町商工会：佐藤（量） 

            ☎  ０２５４－４３－３６２４ 

 

 



 


