くさ は

たいない とっておき

トコトコ便

６月号
Vol.71

な

胎内つみ草の店『
胎内つみ草の店『草花菜』開店中

←掲載イベントの
詳しい情報はコチラ
“胎内観光 NAVI”
NAVI”

大地と太陽の恵みがいっぱいのつみ草料理を味わってみませんか？

・・・

６/１７ ７/１５ ８/１９ ９/１６
９
１０/２１

胎内サラダ記念日（日）
胎内サラダ記念日（日） ・・・

６/１８ ７/１６ ８/２０ ９/１７
９
１０/２２

定期営業日（土）
定期営業日（土）

●ところ

グリーンハウスたいない（胎内自然天文館となり）

●営業時間

１１：３０～
１１：３０～１３：００

●予 約 必要（１か月前から予約可能）
●問い合わせ 草花菜会 ０８０－２３９０－５８４０

の胎内
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。

乙宝寺と伝説ガイドコース
（約１
（約
１.５㎞）
●集 合 場 所 きのと観光物産館

羽黒十一面観音コース
（約５㎞）

●参加費 ２００円（保険料含む
００円（保険料含む。

●と き ６／１６（金）
６／１６（金）９：００～１３：３０

●と き ６／１０（土）
６／１０（土）１０：００～１１：３０

●集 合 場 所

宝物殿を拝観する場合は３００円が別途必要
宝物殿を拝観する場合は３００円が別途必要）

胎内市役所 1 階ロビー

●定 員 ２０人

●参加費 ２００円（保険料含む
００円（保険料含む。

●主なルート 弁天堂・仁王門・三重塔など

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

●ガ イ ド 人 渡部 昇二さん
さん

員 ８人

●主なルート 羽黒三社・羽黒十一面観音

肥田野 洋子さん

●ガ イ ド 人

南波 正夫さん

●と

き

●ところ

胎内市産業文化会館

２階
栄養士会おススメの
米粉を使った
お料理のレシピを

◆無料歯科検診 ◆ブラッシング指導
◆無料フッ化物塗布

◆指模型製作

◆栄養士会による食育相談・展示

ぼう

よ坊さん

ご紹介します！

◆園児による絵画コンクール
●問い合わせ 北蒲原歯科医師会胎内班

☎０２５４－３９－１１８２（小林）
１１８２（小林）

まち歩き彦五郎街道コース（約
コース（約７
７㎞）
まち歩き彦五郎街道コース（約
●と き ６／１６（金）
６／１６（金）９：３０～
０～正午
●集 合 場 所

●申し込み・問い合わせ
申し込み・問い合わせ

奥山荘歴史館

胎内市観光協会☎０２５４－４７－２７２３

●参加費 ２００円（保険料含む）
００円（保険料含む）
●定

※開催日の１週間前までに胎内市観光協会へ

員 １０人

●主なルート 三界萬霊塔・塩小路光孚卿の碑
●ガ イ ド 人

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、

羽黒三社・羽黒観音など

お問合せください。

五十嵐 邦雄さん
さん

元気づくり活動を実践している市民の方が中心となって、
元気づくり活動を実践している市民の方が中心となって、40 のプログラムを用意しています。
●と

き

よう来たね～！

●ところ ほっとＨＯＴ・中条
体験コーナー…楽しいゲーム、手話体験、押し花（有料）など

サクランボ狩り
●開催期間

６月中旬～

無くなり次第終了

１００グラム
（天候により、開催期間が変更になる場合があります。
）
４００円～
●営業時間 ９：００～１６：００（月曜日休園）
●問い合わせ 新潟フルーツパーク

ほっとＨＯＴまつり
ふれあえば、

ふれあいコーナー…みんなのお茶や、わたあめコーナー
ふれあいコーナー…みんなのお茶や、わたあめコーナーなど

みんなに広がる

発表・展示コーナー…中条小学校マーチングバンド部演奏
ピカもぐ劇団による劇
ピカもぐ劇団による劇など

笑顔の輪

販売コーナー…陶芸品、布工芸、野菜販売など
陶芸品、布工芸、野菜販売など
●問い合わせ

胎内市健康づくり課元気応援係
☎０２５４－４４－８６８０

☎０２５４－４７－３３６３

胎内市農林水産課ふるさと特産係
胎内市農林水産課ふるさと特産係☎０２５４－４３－６１１１（内線１２４６）
☎０２５４－４３－６１１１（内線１２４６）

参加者募集中!!
参加者募集中!!

里山体験
里山体験住んでみ胎内
胎内!!
～来て見て触れて楽しみ隊～
胎内市にある自然や食といった魅力に触れられる１泊２日の里山体験ツアーを行います。

トンボと水辺の昆虫観察会
●と

き

１３：３０～１５：００

●ところ 胎内昆虫の家※予約不要
胎内昆虫の家※予約不要
●料

金 入館料のみ 一般４１０円・小中学生２６０円

●問い合わせ

胎内昆虫の家

☎０２５４－４８－３３００

汚れても良い服装で
虫取り網・虫かご等
持っている方は持参
してください！

●と き
（１０日１３：００市役所集合）
●ところ 胎内山荘
●対 象 ２０歳～３５歳の方
●参加費 無料
●定 員 １５人（参加される方は１組２人から）
●申込方法
市役所に設置された申込用紙もしくは、中条青年会議所のホームページから用紙を
ダウンロードしてお申し込みください。
ダウンロードしてお申し込みください。http：//www.nakajo
//www.nakajo-jc.com/wp/2016/
●申込締め切り ６月３日（土）
●問い合わせ
（一社）中条青年会議所 ☎０９０－５４０９－８９９３（担当：井上）

米粉のまち
まち胎内市の魅力紹介展
胎内市の魅力紹介展
●と

き 毎週土曜日 １９：３０～２１：３０

●ところ 胎内自然天文館
●料 金 入館料のみ 一般３００円・小中学生１５０円
６／３ （土） 月と木星・春の星座めぐり

新潟ふるさと村で観光展示をはじめ、ステージイベント・体験など胎内市の魅力をたっぷりとご紹介！
板額会による着付け体験や板額弓人
着付け体験や板額弓人(cute♡)隊＆オチムシャーズスペシャルステージショー
ャルステージショーなども

６／１０（土）

月と木星・土星・春の星座めぐり

あります。ぜひ足をお運びください。

６／１７（土）

木星・土星・春の星雲・星団・星座めぐり

６／２４（土）

木星・土星・春の星雲・星団・星座めぐり

●問い合わせ 胎内自然天文館

☎０２５４－４８－０１５０

体験
無料

７/１・２・８・９

板額弓人（cute♡
♡）隊
＆オチムシャーズ
オチムシャーズ
スペシャルステージショー

１０：００～１６：００※予約不要
※予約不要

７/８

板額会による着付け体験

観覧
無料

①１１:００②１３:３０約３０分
３０約３０分
●ところ 新潟ふるさと村アピール館イベントホール

●と き
手つかずの自然が残る胎内川上流の胎内渓谷。新緑をガイドとともに歩きます！
●と
●定

き
員

●参加費
●事前予約
●その他
コース

採油式典：１０:３０～（黒川石油
３０～（黒川石油公園）
献上行列：１１:３０～（黒川庁舎前通り）
３０～（黒川庁舎前通り）
●ところ 黒川石油公園（シンクルトン記念館となり）
黒川石油公園（シンクルトン記念館とな
・
黒川庁舎前通り
●問い合わせ 黒川支所市民サービス係
☎０２５４－４３－６１１１（内線２２１１）

２０名（最少催行人員１０名）
大人１名４，３００円
４，３００円 小人１名３，０
３，０００円
３，０００円
必要（６月２０日まで）
昼食・案内付きです
新発田駅（9:00）⇒胎内市役所（
）⇒胎内市役所（9:30）⇒奥胎内ヒュッテ（ブナ林散策）⇒
ブナ林散策）⇒
ロイヤル胎内パークホテル（入浴・昼食）⇒胎内市役所（
ロイヤル胎内パークホテル（入浴・昼食）⇒胎内市役所（14:30
14:30）⇒新発田駅（15:00）

◆申し込み・問い合わせ
(株)Ｎ旅ジャパン下越営業所
Ｎ旅ジャパン下越営業所

●編集者マナマナのひとこと●
の緑も雨に打たれて色濃くなり、新緑の美しい季節
新緑の美しい季節
梅雨の季節になりました。山々の緑も雨に打たれて色濃くなり、
でもあります。そんな雨の日には、おもいきってお出かけ
そんな雨の日には、おもいきってお出かけをしてみませんか？
してみませんか？

☎０２５４－４４－７７５５【協賛】胎内市商工観光課
【協賛】胎内市

◆発行元◆胎内市商工観光課

☎０２５４－４３－６１１１

