
【奥胎内ダム】 【内の倉ダム】

ようこそ胎内へ

たいないの観光ガイドの案内で隠れた魅力を発見しよう！！

たいないの
魅力を訪ねる夏

（一社）胎内市観光協会　TEL 0254-47-2723　胎内観光NAVI http://tainai.info/お問合せ・お申込み

さ～夏休み!! たいないとしばたのダムを見たい人は集合です 第33回胎内星まつり2016

出発日 7/27 水

8/27 土

事前予約 必要
（7/22まで）

集合場所
新発田駅
（8:20）
胎内市役所
（8:50）

その他
昼食付き
ダム見学は
案内付です

定　員 20名様
（最少催行人員10名）

参加費
大人 1名

4,000円
小人 1名

3,000円

新発田駅（8:30）⇒胎内市役所（9:00）⇒奥胎内ダム【見学】⇒奥胎内ヒュッテ【昼食】
⇒内の倉ダム【見学】⇒新発田駅（16:30）⇒胎内市役所（17:00）コース

胎内市には、豊かな自然、多様な歴史・文化などの観光資源が存在します。このたびこれらを案内
する「観光ボランティアガイド」が誕生しました。
「自然をめぐる」、「歴史をめぐる」、「街をめぐる」コースの中から、ガイドに案内してもらいたいコース
を選べるようになっています。詳しいコースやガイドの申込み方法については、胎内市観光協会の
観光情報ホームページ「胎内観光NAVI」内の「胎内市観光ボランティアガイド」をご覧いただくか、
胎内市観光協会までお問い合わせください。

自らが住む地域を、観光客や旅行者に対して案内・紹介する人のこと。その地域を知り尽くした人の案内を受ける
ことができることから、その地域の魅力を味わうことができます。

「観光ボランティアガイド」とは

胎内市の観光ボランティアガイド

1984年からスタートした「胎内星まつり」は、天体ファンから一般参加者まで、誰もが気軽に参加
できるイベントです。胎内市胎内平の丘陵地の緑に囲まれた会場は、晴れれば満天の星空を
楽しむことが出来ます。国内外50社を越える望遠鏡メーカーをはじめとした各販売店や飲食
ブースを開設、所狭しと望遠鏡も並んで、自由に覗くことができます。胎内自然天文館に併設
されたステージでは、様々な催し物が行われます。会場周辺には胎内市の様々な観光施設もあり、
昼夜を問わず楽しむことができます。昼間の昆虫教室やロケット工作教室、天気図作成教室
などの体験イベントも用意されていますので、子供たちの夏休みの自由研究にも最適です。宿泊
する場合は、ロイヤル胎内パークホテルや近隣の温泉施設が便利。会場周辺は、期間中、特別に
キャンプが許可されていますので、テントを張ってアウトドアライフを満喫することも可能です。

上記イベントは8月27日（土）8:30より会場（胎内市ブース）にて受付となります
胎内市商工観光課　TEL 0254-43-6111お問合せ

こんなイベントが開催されるよ!!

10:00 奥胎内トレッキング
11:00 胎内平自然散策
11:30 山の駅胎内高原ビール園&ランチ
13:00 胎内昆虫の家の昆虫教室
14:00 クレーストーン博士の館石工アクセサリー作り体験
18:00 中条よさこい和組の演舞 c  胎内星まつり実行委員会○c  胎内星まつり実行委員会○



胎内のいろんなことを体験しましょう！！

たいないのご当地グルメ「べえべえ」を作ってみよう！！

胎内市商工観光課　TEL 0254-43-6111お問合せ・お申込み

開催日 通年

所要時間 2時間（調理、試食、片付け） 事前予約 必要（7日前まで）
集合場所 市内調理体験場所 その他 パウダーライスのお土産付

米粉のお土産付

定　員 20名様（最少催行人員10名）
参加費 大人 1名

小人 1名とも 1,000円

星空をたっぷり満喫!! 胎内自然天文館 星空観望会

胎内自然天文館　TEL 0254-48-0150お問合せ・お申込み

開催日 11月までの
土曜日開催（19:30～21:00）

所要時間 30分～1時間 事前予約 不要
集合場所 胎内自然天文館 その他 通常の開館時間

9:00～17:00（月曜日休館）

定　員 なし

参加費

クレーストーン博士の館で体験しよう!!「自然石アクセサリー作り」「陶芸体験」

クレーストーン博士の館　TEL 0254-48-2011お問合せ・お申込み

開催日 11月まで

所要時間 1時間 事前予約 必要
集合場所 クレーストーン博士の館 その他 開館時間

9:00～17:00（月曜日休館）

定　員 なし

参加費

遊園地のワクワク感と動物園の楽しさがギュッとつまった樽ケ橋遊園で動物ふれあい体験

樽ケ橋遊園　TEL 0254-47-3521お問合せ・お申込み

所要時間 30分～1時間 事前予約 不要 集合場所 樽ケ橋遊園

その他
開園時間10:00～17:00（土日祝は9：00～17:00）
エサやり体験のエサ代は別途となります。
飼育員による動物ガイドも実施中、所要時間30分、3日前までに要予約

参加費

焚き火体験による火の大切さを学ぼう!! ～なくなって初めて気づく

胎内アウレッツ館（焚き火体験担当）　TEL 0254-48-3321お問合せ・お申込み

胎内高原ビールの魅力を知ろう!! 醸造過程を学べる見学ツアー！

山の駅胎内高原ビール園　TEL 0254-48-2020お問合せ・お申込み

開催日 通年
所要時間 30分

事前予約 必要（2日前の17:00までに）

集合場所 山の駅胎内高原ビール園 その他 ビール1本プレゼント

定　員 なし

定　員 なし （最少催行人員1名） 参加費 756円

胎内昆虫の家で昆虫に触れてみよう!! チョウに餌をあげてみよう!!

胎内昆虫の家　TEL 0254-48-3300お問合せ・お申込み

開催日 11月まで

所要時間 30分～1時間 事前予約 不要
集合場所 胎内昆虫の家 その他 開館時間

9:00～17:00（月曜日休館）

定　員 なし

参加費

縄文時代にタイムスリップ!! 弓矢・火起こし・まが玉作り体験

黒川郷土文化伝習館　TEL 0254-47-3000お問合せ・お申込み

定　員 なし開催日 11月まで

所要時間 1時間 事前予約 不要
集合場所 黒川郷土文化

伝習館　 その他 開館時間
9:00～17:00（月曜日休館）

参加費

野草についてもっと知りたい!! 野草を摘んで食べてみたい!!

胎内アウレッツ館（つみ草体験担当）　TEL 0254-48-3321お問合せ・お申込み

開催日 10月まで

所要時間 3時間30分 事前予約 必要（詳細はご相談ください。）
集合場所 胎内アウレッツ館 集合場所 胎内アウレッツ館

参加費

大空へ羽ばたこう!! 空塾 初心者パラグライダー体験

胎内パラグライダースクール　代表 木伏（きぶし）　TEL 090-2525-8171お問合せ・お申込み

開催日 11月まで

所要時間 6時間 事前予約 必要
（5日前までに）

集合場所 胎内スキー場

大人 1名

300円
小人 1名

150円（入館料のみで）  体験できます。

大人 1名

410円
小人 1名

260円（入館料のみで）  体験できます。

自然石アクセサリー作り体験 大人小人とも1名500円～（ストラップ他）
陶芸体験（絵付け） 大人小人とも1名800円～（皿他）
陶芸体験（手びねり） 大人小人とも1名1,500円～
入館料　大人410円　小人260円 ※体験のみの場合は入館料は不要です

大人 1名

200円
小人 1名

100円
定　員 なし開催日 11月まで

大人 1名

310円
小人 1名

210円（入館料のみで）  体験できます。

大人 1名
小人 1名とも 1,500円

定　員 なし 15名様以上の団体で
お申込みください。（                 　　　） 開催日 10月まで 定　員 なし 10名様以上の団体で

お申込みください。（                 　　　）

（10名様以上の団体でお申込みください。）

参加費

所要時間 3時間30分 事前予約 必要（詳細はご相談ください。）

大人 1名
小人 1名とも 1,000円

大人 1名
小人 1名とも 3,500円参加費

（保険代、機材レンタル代等含む）

（　　　　　  ）入館料のみで体験できます。
但し、まが玉は100円

個人情報の取り扱いについて
（1）胎内市旅行事業（以下「当市」）およびご旅行をお申込いただいた受託旅行業者（以下「販売店」）は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
（2）当市及び販売店等、当市が提携する企業が取り扱う商品、サービスに関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。

お申込み・お問い合わせは
（新潟県知事登録旅行業第2-255号）

旅行企画・実施 胎内市旅行事業　ＴＥＬ 0254-43-6111　受付時間 8:30～17:15（平日）
〒959-2693 新潟県胎内市新和町２番１０号　 FAX 0254-43-7392　mail:kankou@city.tainai.lg.jp　　（一社）全国旅行業協会正会員  旅行業務取扱管理者／平山弘淳　　このツアー情報は、胎内観光NAVI　http://tainai.info/でもご覧になれます。

ご旅行条件書（要旨）　詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししていますので、事前にご確認のうえ、お申し込みください。
ただし、契約締結を承諾する旨をe-mail等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、その通知がお客様に到達し
た時に成立するものとします。
（3）当市は契約の成立後旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当市の責任に関する事項を記載し
た書面（以下「契約書面」といいます）をお渡しいたします。
（当パンフレットはこのご旅行条件書において、契約書面の一部といたします）当市が手配し、旅程を管理する業務
を負う旅行サービスの範囲は、当契約書面に記載いたします。
4.申込条件
15歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。（但し一部のコースを除きます。）15歳以上20
歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。
5.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の15日前までにお支払いください。
旅行代金に含まれるもの
●旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代及び消費税等諸税。
6.お客様からの旅行契約の解除
（1）旅行開始前
お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただいて、旅行契約を解除することができま
す。この場合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。申
込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。（なお、表でいう取消日とは、お客様が当市及

1.募集型企画旅行契約
このご旅行は胎内市旅行事業（以下「当市」という）が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加され
るお客様は当市と募集型企画旅行契約を締結することになります。
又、契約の内容・条件は、募集広告（パンフレット等）の各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、最終
旅行日程表及び当市の「旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）」によります。
2.旅行の申込み
（1）申込書に所定の事項を記入のうえ、お一人様につき下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。お申込金
は旅行代金、取消料または違約料のそれぞれの一部として取り扱います。またお客様が旅行の参加に際し、特別な
配慮を必要とする場合には、お申し込みのときにお申し出ください。可能な範囲内で当市はこれに応じます。
（2）当市は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付けます。
この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当市が予約の承諾を通知した翌日から起算して3日以内に申込
書と申込金を提出していただきます。

3.契約の成立と契約書面の交付
（1）募集型企画旅行契約は、当市が契約の締結を承諾し前項の申込金を受領したときに成立するものとします。
（2）通信契約は前項の規定に関わらず、当市が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。

び旅行業法で規定された「委託営業所」（以下「当市ら」といいます。）のそれぞれの営業日、営業時間内に取消す
る旨をお申し出いただいた時を基準とします。）

7.お客様の交替
お客様は、当市の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当市所定の用紙に所
定の事項を記入の上、交替に要する実費とともに当市に提出していただきます。また、契約上の地位の譲渡は当市
が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び
義務を継承することとなります。なお、当市は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由によ
り、交替をお断りする場合があります。
8.基準期日
この旅行条件は、平成28年6月1日現在を基準としています。

旅行代金 3万円未満 15万円以上3万円以上
6万円未満

6万円以上
10万円未満

10万円以上
15万円未満

お申込金 12,000円～
旅行代金まで

6,000円又は
旅行代金まで

20,000円～
旅行代金まで

30,000円～
旅行代金まで

代金の20％～
旅行代金まで

取消日 旅行開始後及び
無連絡不参加

旅行開始日の
前日7日～2日前20日～8日前 日帰りは10日～8日前

当日
（旅行開始前）

取消料率 100％50％40％30％20％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
募集型企画旅行の取消料

旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等
の諸税が課せられますのでご了承ください。
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