たいない とっておき
５月号
ｖｏｌ.５８

（たるが

観光卦及センター）

4/30（土） 5/8（日）

午前 10:00 午後 4:00
●胎内市飲食店の出店●スタンプラリー
●芝生広場にて『軽石彫刻体験』

掲載イベントの詳しい情報はこちらから →

●じゃんけん大会

●

勗園

■開館時間

５/3（火・祝）午前 11:00 ・午後 1:00
● 気原体験（卻厄） 4/29、4/30、5/1
● リコプター遊覧（卻厄）5/３
●動物ふれあいコーナー ５/1、5/３
＊問合せ チューリップフ スティバル
卑員会
（胎内市役所
匍産課）0254‐43‐6111

5/3(火・祝） 5/5（木）
午前 9:30 午後 4:00(予定)
●地場産野菜や山菜・加工品などの販売
●フリーマーケット●まが玉作り体験
●サッカーゲーム ●キックバイク試乗会
●
＊問合せ ロイヤル胎内パークホテル
0254‐48‐2211

＊問合せ

0254‐48‐3300

5/４（水）・5/5（木）
午前 9:30 12:00・午後 1:00 4:30
●火起こし・弓矢体験
●まが玉づくり １００円
■開館時間 午前 9:00 午後 5:00

＊問合せ
5/3(火・祝)午前 9:00

午前 9:00 午後 5:00

土日・祝日は、陶芸教室、アクセサリー
作りもできます。

■開館時間 午前 9:00 午後 5:00

＊問合せ

0254‐47‐3521

『化石・鉱物解説案内の日』

午後 5 時(最終日は午後 3 時まで)
いの

先着１００名

午前９:00 午後５:00

5/5（木）こどもの日

●『ギフチョウ羽化体験』
5/5（木）こどもの日

場所：

■開園時間
＊問合せ

5/3（火・祝） 5/5（木）3 日間

午前 8 時 30

対象：小学生以下１人１枚

●乗馬体験

“胎内観光ＮＡＶＩ”

5/３（火・祝）まで開催

5/3（日）・5/5（木）
ー ー ン 乗

GW

間

！！

■開園時間 午前 9:00 午後 5:00
花びら模様の巨大花壇、約 50 種
8 万本の花が春から秋に咲き、
楽しめます。

＊問合せ

0254‐47‐3000

0254‐48－2011

0254‐48‐3294

午後 2:00（予定）

●ミニ SL ●フリーマーケット
●スーパーボールすくい● 店匭包出店
●マーチングバンド
●よさこい・板額太鼓など
開催
＊問合せ 本町ふれあい商店街事務局
近藤時計店 0254‐43‐2370

■開場時間
【平日】
午前 10:00 午後 4:00
【土・日・祝日】午前 9:00 午後 5:00
■入場厄大人 200 円・小人 100 円
＊問合せ

0254‐48‐3435

●
●
の 2 種あります！
■開場時間【土・日・祝日】
午前 9:00 午後 5:00
＊問合せ 0254‐48‐3435
（フィッシングパーク）

■問合せ

■問合せ 胎内市商工観光課（0254‐43‐6112）

胎内市商工観光課（0254‐43‐6112）

日本一小さな山脈！！
トレッキング（櫛形山脈縦走コース）
日本一小さな山脈をガイドとともに歩く。初心者でも気軽に歩けます！
■出発日

6 月 5 日（日）

■集合場所

中条駅午前 7:00、または胎内市役所午前 7:10

■定員

20 名様（最厮催 人員 10 名）

■参加費

大人 1 名 2,000 円 小人 1 名 1,500 円

■事前予約

必要（5/31 まで）

な

の

■その他

を

昼食各自持参

う

■開催日

5/14（土）

■定員

20 名様（最厮催

■開催日

■参加費

大人 1 名 2,300 円

人員 5 名）

5/21（土）

■定員

20 名様（最厮催 人員 5 名）

■参加費

大人 1 名 2,000 円

小人 1 名 1,800 円
■事前予約

小人 1 名 1,500 円

必要（開催日の 7 日前まで）

■その他

昼食付き

■開催日

5/29（土）

■定員

20 名様（最厮催

■参加費

大人 1 名 2,800 円

人員 10 名）

■事前予約

昼食付き

■開催日

5/29（土）

■定員

20 名様（最厮催 人員 10 名）

■参加費

大人 1 名 3,000 円

小人 1 名 2,000 円
か

の自

が

る胎内勜上及の胎内

卼。新緑をガイドとともに歩きます！

■出発日

6 月 26 日（日）

■集合場所

新発田駅午前 9:00、または胎内市役所午前 9:30

■定員

20 名様（最厮催

■参加費

大人 1 名 4,300 円 小人 1 名 3,000 円

■事前予約

必要（6/21 まで）

■その他

昼食付き(ロイヤル胎内パークホテル)

■事前予約
■その他

必要（開催日の 7 日前まで）

■その他

小人 1 名 2,500 円

必要（開催日の 7 日前まで）
昼食付き

■事前予約
■その他

必要（開催日の 7 日前まで）
昼食付き

人員 10 名）
対象の米粉商品を食べてスタンプを
ナ

散策は案内付きです

たいないの食を探そう！！
新発田寺町と胎内市本町のお菓子店を歩いて巡ります！
■出発日

5 月 28 日（土）

もらおう！
スタンプを集めてご応募いただいた
方に素敵な商品が

胎内高原ビールお試しチケットを持って、

胎内市の各施設に置いてあるチケットを

当たります！

持って胎内高原ビール園に くと、1,000

＊問合せ

胎内高原ビールを１本プレゼント！！

中条町商工会

円以上のお買い物またはご飲食で、
この務会に

0254‐43‐3624

＊問合せ

ご匏

ください！！

0254‐48‐2020

■集合場所

胎内市役所午前 9:20、または新発田駅午前 9:50

■定員

20 名様（最厮催

■参加費

大人 1 名 5,300 円 小人 1 名 3,000 円

チューリップに登山に胎内リゾート・・・

■事前予約

必要（5/23 まで）

ＧＷは胎内でたっぷりと遊んでリフレッシュしてください！お待ちしています！

■その他

昼食付き お菓子店、散策は案内付きです

人員 10 名）

■編集者マナマナのひとこと■
よりトコトコ

はシンプルに！

やすく！ のイ

ント

を勚り上 ていきたいと卩います。

沢山の展覧施設もある胎内市！
発 區：胎内市役所商工観光課 0254‐43‐6112

