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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！
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
桜と一緒に美味しいグルメを堪能しよう！

１５日（土）

≪スケジュール≫
★４月１６日（日）

★４月１５日（土）

９：３０
１日目スタート
１０：００
出店者ＰＲ
１０：３０
ステージショー
１１：３０
（哀愁戦隊オチムシャーズ他）
１２：００
２１：００ 終了
１３：００
１５：００

２日目スタート
記念植樹
出店者ＰＲ
ゆるキャラＰＲ（前半）
ステージショー
ゆるキャラＰＲ（後半）
終了

１６：００
１７：３０
１８：００

●と

き

４/２３
２３（日）AM１０：００～

※無くなり次第終了

１６日（日）
ゆるキャラ大集合！！

４月１５日（土）１６：００～２１：００
４月１６日（日）

●ところ

甘酒無料振る舞い！

「ふれあい動物園」も開催！
※ゆるキャラ大集合とふれあい動物園は

９：３０～１５：００

９：３０～１４：３０までの開催となります。

胎内市総合体育館ぷれすぽ胎
胎内市総合体育館ぷれすぽ胎内

●問い合わせ 中条町商工会：佐藤（量）☎０２５４－４３－３６２４

熱気球フライト体験（有料）
４/２９（土）３０（日）

チューリップウェディング
４/３０（日）AM１１：００～

AM９：００～PM３：００

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
悪天候中止

※悪天候の場合は内容を変更する場合があります。

ヘリコプター遊覧飛行（有料）
５/３（水）４（木）
AM９：００～PM５：００

かつての【馬頭観音】の賑わいに思いをはせながら、本年も鳥坂神社の例祭にあわせ、
「シャングシャング馬

動物ふれあいコーナー
５/３（水）４（木）

※悪天候
悪天候中止

AM１０：３０～PM
PM２：３０

※雨天時中止

チューリップ写真コンテスト同時開催 シャトルバスを運行します。
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

ありし日の練り歩きを夢見て行動する会」の主催で馬頭観音まで
ありし日の練り歩きを夢見て行動する会」の主催で馬頭観音までの

馬の練り歩きと駆け上がりを開催します。
●と

き

スケジュール 集合場所：道の駅「胎内」河川敷公園
１０：３０ 練り歩き
１１：００ 駆け上り

４月１８日（火）
１０：３０～１５：００

●ところ

道の駅「胎内」河川敷公園～鳥坂神社

●問い合わせ 一般社団法人

中条駅⇔チューリップフェスティバル会場（土・日・祝のみ）

胎内市観光協会

１２：００ 参拝・小休止
１３：３０ 駆け上り
１４：００ 下山～道の駅「胎内」河川敷公園着
道の駅「胎内」河川敷公園着

終了

☎０２５４－４７－２７２３

馬のコンディションにより予定時間に変更の

雨天決行※但し、練り歩きの順路変更（短縮）となります。

出る場合がございます。ご了承ください。

※チューリップの花の生育によって期間内に花の
問い合わせ

胎内市農林水産課☎０２５４－４３－６１１１

摘み取りをすることがありますのでご了承ください。

ＧＷ市内イベント情報
道の駅「胎内」
ＧＷイベント
５/３（水）～５/７（日）

スプリングフェスティバル
ｉｎたいない ２０１７
５/３（水）～５/７（日）

本町わんぱく
お祭り広場
５
５/３（水）

陽春の日照で色づいた旬のいちごと春一番のガーデニング素材の花苗を販売します。

会場：道の駅「たるが橋観光交流センター」

会場：ロイヤル胎内パークホテル

会場：胎内市本町ふれ愛商店街

●ところ 長池農産物直売所

※数量限定ですのでなくなり次第終了
なくなり次第終了させていただきます。

き ４月９日（日）９：３０～１７：００

●と

リップル

☎０２５４－４５－５４００

●開催日時：４月２９日（土・祝） ８：００～

春

※７：３０～安全祈願祭が関沢森林公園で行われます。

●場
●受

所：関沢森林公園（駐車場はありません）
付：胎内市役所玄関前７：２０～※当日受付のみ。
※市役所からバスに乗って関沢森林公園へ向かいます。

市民ボランティアガイドと一緒に、市内の見どころを歩いてめぐるガイドツアーを開催します。

●コ ー ス：①縦走コース（白鳥公園）
（白鳥公園）
ロイヤル胎内パークホテル
周辺コース（約３km
km）
周辺コース（約３
km
）
●と

ロイヤル胎内パークホテル
ロイヤル胎内パークホテルロビー
●定

●集 合 場 所

昼食代別途必要）

英樹さん

●定 員
●ガ イ ド 人

樽ケ橋散策と
馬頭観音祭りコース（約２㎞）

８人

問い合わせ胎内市商工観光課☎０２５４－４３－６１１１
胎内市商工観光課☎０２５４－４３－６１１１

南波 正夫さん

春の観察会！
の観察会！

縄文の清水
見学コース（約５㎞）

●主なルート樽ケ橋散策・馬頭観音祭りなど

●主なルート鼓岡の大杉

●と き ４／１８（火）９：３０～正午
４／１８（火）

縄文の清水など

●集 合 場 所 道の駅胎内

乙宝寺と伝説ガイド
コース（約１..５㎞）
コース（約１

●と き ４／２１（金）

（たるが橋観光交流センター）

●主なルート

１０：００～正午

●参加費 ３００円（保険料含む）

大日堂・きのと桜

●集 合 場 所 にこ楽・胎内

●定
●ガ イ ド 人

員 ２０人
本間 英樹さん

五十嵐

乙宝寺の伝説など

●集
集合場所

邦雄さん

春の昆虫を見つけよう ４//１６（日）１３：３０～１５：００（予定）
ギフチョウ羽化体験 ５//３（水）～５（金）１０：００～・１４：００～（３０分～１時間を予定）
１０：００～・１４：００～（３０分～１時間を予定）
こどもの日カブト・スズムシ幼虫
こどもの日カブト・スズムシ幼虫プレゼント ５/５（金）（先着５０名・小中学生の入館者対象）
●料

金 入館料のみ（予約不要）
一般

●と き ４／２２（土）
１０：００～１１：３０

●定 員 １０人
●ガ イ ド 人

送り 胎内市役所→関沢森林公園 （ ７：２０～ ８：００）
迎え 飯角登山口→胎内市役所 （１２：００～１３：３０）
道の駅加治川→胎内市役所 （１３：００～１５：１０）
白 鳥 公 園→胎内市役所 （１４：００～１５：３０）

胎内市役所（玄関前）

●参加費 ２００円（保険料含む

員 ２０人

南波 正夫さん・
正夫さん・本間

●参加費 ２００円（保険料含む）

※ガイドは付きません。各々のペースで登山をお楽しみください。

●無料送迎バスのご案内

●と き ４／１６（日）
４／１６（日）９：００～１３：３０

●参加費 ６００円（保険料含む）
●ガ イ ド 人

※大峰山コースでは、大峰山山桜まつり
大峰山山桜まつりに参加できます。

●主なルート羽黒三社・羽黒十一面観音

き ４／８（土）８：３０～１０：００
４／８（土）８：３０～１０：００

●集 合 場 所

②飯角口コース・③
②飯角口コース・③大峰山コース（大峰山桜公園）

羽黒十一面観音
コース（約５㎞）

●主なルート大波石・胎内川大噴水・夏井頭首工など
噴水・夏井頭首工など

●問い合わせ

小・中学生
中学生 ２６０円
☎０２５４－４８
０２５４－４８－３３００

きのと観光物産館

親子
親子ＧＷ特別企画！

●参加費 ２００円（保険料含む

椢原 義市さん

４１０円

胎内昆虫の家

宝物殿を拝観する場合は３００円が別途必要）

胎内市観光協会☎０２５４－４７－２７２３

●定

※開催日の１週間前までに胎内市観光協会へお申込みください。

●ガ
ガイド人

●申し込み・問い合わせ

※開催日以外にもツアーに参加できますので、
もツアーに参加できますので、お問合せください。

４/２９（土）・３０（日）１５：３０～１７：００
１５：３０～１７：００

員 ２０人
渡部

昇二さん

●料

金：望遠鏡工作キット２，５００円（税込）

●対

象：小学生以上のお子様とその保護者

肥田野 洋子さん

※一組３名様まで入館料無料。（先着各１０組）
●受付開始：４月３日(月)から定員になるまで電話でお申し込みください。
から定員になるまで電話でお申し込みください。
●申し込み・問い合わせ 胎内自然天文館

☎０２５４－４８－０１５０

●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１５日（土）☎０２５４－４８－２０１１

●胎内自然天文館

４月１５日（土）☎０２５４－４８－０１５０

●胎内フラワーパーク

４月下旬

●黒川郷土文化伝習館

４月 １日（土）☎０２５４－４７－３０００

●時

間 開館中（９：００～１７：００）

●胎内フィッシングパーク・ボート場
胎内フィッシングパーク・ボート場

４月２２日（土）☎０２５４－４８―３４３５

●料

●胎内市美術館

開館中

金 入館料のみ（予約不要）
一般 ３００円 小・中学生 １５０円

●樽ケ橋遊園

４月 １日（土）☎０２５４－４７－３５２１
０２５４－４７－３５２１

●奥山荘歴史館

４月 １日（土）☎０２５４－４４－７７３７

●シンクルトン記念館

４月 １日（土）☎０２５４－４７－３２６０

５/５（金）

☎０２５４－４８－３２９４

☎０２５４－４７－２２８８

●問い合わせ

クレーストーン博士の館
☎０２５４－４８－２０１１
－２０１１

米粉スタンプラリー
●実施期間

４/４（火）～５
４（火）～５/３１（水）
◆発行元◆
胎内市商工観光課
☎０２５４－４３－６１１１

