たいない とっておき

←掲載イベントの
詳しい情報はコチラ
“胎内観光 NAVI”
NAVI”

トコトコ便

うさぎとヤギの赤ちゃんが
の赤ちゃんが
産まれました！

５/３（水）・５（金）

５月号
Ｖｏｌ．７０

５/３（水）～５（金）３日間

メリーゴーラウンド乗車無料券配布

ギフチョウ羽化体験

対象：小学生以下 １人１枚 先着１００名様 当日限り有効

５/５（金）こどもの日

※雨天時等運休の場合は実施しません。

カブト・スズムシ幼虫プレゼント

◆開園時間 【平日】
１０：００～１７：００
【土・日・祝日】９：００～１７：００
◆入 園 料 大人（高校生以上）３１０円
小人（４歳以上） ２１０円
◆問い合わせ ☎０２５４－４７－３５２１

先着５０名 小中学生対象
◆開館時間 ９：００～１７：００
：００～１７：００
◆入 館 料 一般
４１０円
小中学生 ２６０円
◆問い合わせ ☎０２５４－４８－３３００

５/５（金）こどもの日

ゴールデンウィーク期間中は入場料
ゴールデンウィーク期間中は入場料無料！

化石・鉱物解説案内の日

５/５（金）まで開催 ８：３０～１７：００ 長池憩いの森公園

●５/３（水）・４（木）

動物ふれあいコーナー
●５/３（水）・４（木）
９：００～１７：００ヘリコプター遊覧飛行（有料）
ヘリコプター遊覧飛行
◆問い合わせ ０２５４－４５－５０５０（開催期間のみ）
無料シャトルバス運行 （土・日・祝のみ 午前・午後とも２回運行）
⇄

長池憩いの森公園

お問い合わせください。

１２：００～１４：３０
（売切れ次第終了）

●
●やらにゃん焼き販売

●地場産品・飲食露店販売
❤隊、哀愁戦隊オチムシャーズ）
●５/３板額会（板額 cute❤隊、哀愁戦隊オチムシャーズ）
●５/５ランニングバイク試乗会
●ＧＷランチビュッフェ同時開催

☎０２５４－４７－２７２３

●ミニＳＬ

本町まちかど美術展

●フリーマーケット

中条小学校４年生の

●露店多数出店
●マーチングバンド

◆問い合わせ

☎０２５４－４８－２２１１
０２５４－４８－２２１１

小中学生

土・日・祝日は、陶芸体験、

１００円

◆問い合わせ ☎０２５４－４８－３２９４

天然石アクセサリー作りもできます。
◆問い合わせ

☎０２５４－４８－２０１１

４/２９（土）～５/７（日）

５/５（金）・６（土）

美術館ワークショップ

９：３０～１２：００・１３：００～１６：３０
０～１２：００・１３：００～１６：３０

オリジナルレザークラフトづくり・・・５００円
・・・５００円

火起こし・弓矢体験・・・無料
・・・無料

越後杉で「ストリングアート」体験・・・３００円
・・・３００円

まが玉づくり・・・１００円
・・・１００円

◆開館時間
◆入 館 料

◆開館時間 ９：００～１７：００
◆入 館 料 一般
２００円
小中学生 １００円
◆問い合わせ ☎０２５４－４
☎０２５４－４７－３０００

◆問い合わせ

９：３０～１７：００
大人
３００円
００円
小人（小中学生）１５０円
０円
☎０２５４－４７－２２８８

●スーパーボールすくい
パーボールすくい 作品を本町商店街各
店舗に展示します。

●よさこい・板額太鼓など

●ＢＢＱ用品貸します！
ＢＢＱ用品貸します！
◆問い合わせ ロイヤル胎内パークホテル

小中学生 １５０円

３日間限定販売！

◆問い合わせ
胎内市観光協会

５/３（水） ９：００～１４
９：００～１４：００（予定）
５/３（水）～５/７（日） １０：００～１５
１０：００～１５：００（予定）

◆入 園 料 大人（高校生以上）２００円

３００円

「やらにゃん焼き」が

チューリップ写真
コンテスト

農林水産課（☎０２５４－４３－６１１１）へ

◆開園時間 ９：００～１７：００

一般

※イベント出店のみの

同時開催

※運行時刻については、胎内市ＨＰ又は

９：００～１７：００

◆入 館 料

５/４（木）～５/６（土）

●４/２９（土）・３０（日）９：００～１５：００熱気球フライト体験（有料）
熱気球フライト体験
●４/３０（日）
１１：００～・１３：００～チューリップウェディング

中条駅

◆開館時間

本町ふれ愛商店街事務局 近藤時計店
☎０２５４－４３－２３７０

５/２（火）・４（木）・５（金）
５/３（水）
５/６（土）
５/１３（土）・２０（土）・２７（土）

特別：月と木星・春の星座めぐり
特別：上弦の月と木星・春の星座めぐり
定例：月と木星・春の星座めぐり
定例：木星と春の星雲・星団・星座めぐり
◆時
間 １９：３０～２１：３０
◆料
金 入館料のみ 一般
３００円
小中学生１５０円
◆問い合わせ ☎０２５４－４８－０１５０

●と

き ５月１９日（金）
１９：３０～２１：３０

●ところ 胎内自然天文館
●対

象 高校生以上の女性

●参加費 ８００円（入館料込み）
●申込締め切り
申込締め切り

５月１２日（金）

●申し込み
申し込み ☎０２５４－４８－０１５０

米粉の
の料理教室
お父さんと子どもの料理教室
参加者募集中！
～お母さんはアロマでリフレッシュ～
●と き ５月２８日（日）１０：００～１３：００
●ところ ほっとＨＯＴ・中条
●対 象 ５歳児～小学３年生くらいまでのお子さんと両親・６組
●参加費 無料（託児保育あり、要予約）
お父さんと子どもが料理をして
●講 師 料理教室 浅野 隆氏・アロマ講座 宗村 瑞枝氏
いる間、お母さんはアロマで癒しの
いる間、
お母さんはアロマで癒しの
●料 理 米粉のホワイトソースグラタン・簡単なデザート
ひとときを過ごしませんか？
●申込期間 ５月８日（月）～２２日（月）（申込先着順）
●申し込み・問い合わせ 胎内市総務課
胎内市総務課人権啓発係 ☎０２５４－４３－６１１１（内線１３１５）

たいないの魅力を訪ねる
を訪ねる

春 参加者募集中！！

◆申し込み・問い合わせ(株)Ｎ旅ジャパン下越営業所☎０２５４－４４－７７５５
Ｎ旅ジャパン下越営業所☎０２５４－４４－７７５５【協賛】胎内市商工観光課

新緑のブナ林がきれいな蔵王山・高坪山を巡る初心者でも楽しめるトレッキング！
新緑のブナ林がきれいな蔵王山・高坪山を巡る初心者でも楽しめるトレッキング
●と き ５月２１日（日）
●定 員 ２０名（最少催行人員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月１６日まで）
（５月１６日まで）
●その他 昼食各自持参・温泉入浴券付き・
温泉入浴券付き・中条山の会が案内します
コース 新発田駅（８：００）⇒胎内市役所（８：３０）…蔵王登山口…蔵王権現・釈迦岳…高坪山山頂（昼食）
（８：００）⇒胎内市役所（８：３０）…蔵王登山口…蔵王権現・釈迦岳…高坪山山頂（昼食）
…虚空蔵奥の院…高坪山登山口…荒川運動公園⇒胎内市役所（１５
…虚空蔵奥の院…高坪山登山口…荒川運動公園⇒胎内市役所（１５:００）⇒新発田駅（１５
００）⇒新発田駅（１５:３０）

５月２８日（日）１０：００～１５：００
≪
≪樽ケ橋エリア施設情報≫
◆樽ケ橋遊園

●胎内市内飲食店
●来場プレゼント

●と き ５月２８日（日）
５月２８日（日）
●定 員 ２０名（最少催行人員１０名）
●参加費 大人１名 ２，８００円 小人１名 ２，０００円
●事前予約 必要（５月２３日まで）
日まで）
●その他 昼食・案内付きです
０）⇒胎内市役所（９：３０）⇒柴橋庵（１０：００）⇒太総寺（歌碑・百体観音・観音堂）
⇒柴橋庵（１０：００）⇒太総寺（歌碑・百体観音・観音堂）⇒
コース 新発田駅（９：００）⇒胎内市役所（
丹呉家（歌碑）⇒南都屋（案内・昼食）⇒胎内市役所（１４：３
丹呉家（歌碑）⇒南都屋（案内・昼食）⇒胎内市役所（１４：３０）⇒新発田駅（１５：
０）⇒新発田駅（１５：００）

◆たるが橋

里山食堂 OPEN!

●ステージイベント
●フリーマーケット（予定）

胎内市美術館
ふれあい動物のエサを小学生以下の方に◆胎内市美術館
美術館ワークショップ
プレゼント（先着 100 名）

◆問い合わせ 胎内市観光協会

☎０２５４－４７－２７２３

春
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。
中条まち巡り
（本町市街および周辺）
コース（約２㎞）
コース
（約２㎞）

乙宝寺と伝説ガイドコース
（約 1.5 ㎞）
●と き ５／１３（土）
５／１３（土）１０：００～１１：３０
●集 合 場 所 きのと観光物産館

●と き ５／３（水・祝）
５／３（水・祝）

東洋美術史家としてはもちろん、書家、歌人としても有名な胎内市ゆかりの偉人
東洋美術史家としてはもちろん、書家、歌人としても有名な胎内市ゆかりの偉人！

みんなで
応援しよう！

会場：道の駅「胎内」駐車場・芝生広場・河川敷公園
〈櫛形ウインドトレイル ８:００スタート〉
８

●参加費 ２００円（保険料含む
００円（保険料含む。

９：５０～正午
●集 合 場 所

宝物殿を拝観する場合は３００
３００円が別途必要）

中条駅前広場

●定 員 ２０人

●参加費 ２００円（保険料含む）
●定
●主なルート

員 ２０人

●ガ イ ド 人 渡部 昇二さん

新町→本町→神明町と

周辺の小路川筋や
歴史ある建物を巡ります。
●ガ イ ド 人

●主なルート 大日堂・乙宝寺の伝説など

布川

拓男さん

肥田野 洋子さん

羽黒十一面観音コース（約５㎞）
●と き ５／１６（火）
１３：３０
５／１６（火）９：００～１３：３０
●集 合 場 所

胎内市役所 1 階ロビー

●参加費 ２００円（保険料含む・昼食代などが別途必要となります
・昼食代などが別途必要となります）
●定 員 ８人

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！
●と き ６月４日（日）
●定 員 ２０名（最少催行人員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月３１日まで）
（５月３１日まで）
●その他 昼食各自持参・温泉入浴券付き・
温泉入浴券付き・中条山の会が案内します
コース 新発田駅（６：４０）⇒胎内市役所（７：１０）
新発田駅（６：４０）⇒胎内市役所（７：１０）⇒関沢森林公園…山の神…大沢尾根コース…櫛形山脈縦走コース…
関沢森林公園…山の神…大沢尾根コース…櫛形山脈縦走コース…
坂井越（昼食）…鳥坂山…宮ノ入
坂井越（昼食）…鳥坂山…宮ノ入コース…羽黒登山口⇒胎内市役所（１５：２０）⇒新発田駅（１５：５
コース…羽黒登山口⇒胎内市役所（１５：２０）⇒新発田駅（１５：５０）

●主なルート

羽黒三社・羽黒十一面観音

●ガ イ ド 人 南波 正夫さん

●申し込み・問い合わせ 胎内市観光協会☎０２５４－４７－２７２３
※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。
※開催日以外にもツアーに参加できますので、お問合せください。

◆発行元◆
胎内市商工観光課
☎０２５４－４３－６１１１

