夏休みは胎内自慢の海や温泉へ行こう
夏休みは胎内自慢の海や温泉へ行こう！！

たいない とっておき

美しい白い砂浜が広がる人気の海水浴場

村松浜海水浴場～８/１６(水)まで
Vol.７３
Vol.７３

遠浅で水のきれいな海と広々とした白い砂浜が自慢の村松浜海水浴場。
トイレ・シャワー・更衣室等が無料でご利用いただけます。
ご家族揃ってのバーベキューも可能です。
無料駐車場も１００台分あり、とっても便利です。
とっても便利です。
●問い合わせ 胎内市商工観光課

●会

場

胎内スキー場駐車場前特設芝生広場

●内

容

１７:００

カラオケ大会

１８:３０

開会式・開会宣言

１８:５０

時 あやこ

１９:３０

仮装盆踊り大会

２０:３０

花火大会

２１:００

閉会宣言

０２５４－４３－６１１１

海でたっぷり遊んだ後は海からすぐ
ぐ近くの温泉でリフレッシュ！

塩の湯温泉

歌謡ショー

泉質はナトリウム塩化物強塩泉。

神経痛、皮膚病、疲労回復に効果があり、遊んだ後の疲れをゆったり癒してくれます。
●入浴時間

サンセット中条

●入浴料金

大人

●問い合わせ
●日

程 ３０日

９：３０～２１：００

３５０円・６５
５歳以上

サンセット中条

ふれあい館

１０：３０～２１：００

３００円・中高生２００円・４歳以上小学生１５０円
中高生２００円・４歳以上小学生１５０円

０２５４－４５－３３２５ ふれあい館 ０２５４－４５－３０７０

民謡流し
雨の日でもプールと温泉が両方楽しめる！
プールと温泉が両方楽しめる！

３１日・１日 山車の巡行

●日

程

胎内リゾート施設を
利用すると、
クアハウスたいない
入館料割引実施中！

営業時間（８月１日～３１日）１０：００～２１：０
１０：００～２１：００

１９：００～２０：３
３日 民謡流し１９：００～２０：３０
４日 神輿、台輪、山車等（６日まで各町内を巡行
日まで各町内を巡行）
花火打上げ１９：００～２０：００
５日 中条小学校マーチングバンド
板額御前神輿（子供神輿
神輿）
中条中学校吹奏楽部演奏
よさこい踊り、新潟総踊り、
新潟総踊り、
（中条和組、ひだまり保育園）
、ひだまり保育園）
胎内市民みこしの会（本神輿）
（本神輿）
板額太鼓

●問い合わせ

クアハウスたいない

中条まつり実行委員会

●利用料金(幼児無料)

※詳しくはお問い合わせ

市外/大人１，０２０円、小学生５１０円
大人１，０２０円、小学生５１０円
小雨決行

●内

ください。

お風呂のみ（市内・市外ともに）大人５１０円、小学生３００円
●問い合わせ

●場 所

クアハウスたいない

０２５４－４７－２６６０

本町ふれ愛商店街
ふれ愛商店街

容 ◆露店多数出店
◆露店多数出店（各商店特売、焼き鳥、
かき氷、生ビール祭り、おもちゃすくい等）
生ビール祭り、おもちゃすくい等）
◆本組山車の体験乗車
◆本組山車の体験乗車（１９:１５～２０:００）

◆ペットボトル灯籠による光のページェント

（中条町商工会内）

●問い合わせ 本町ふれ愛商店街
本町ふれ愛商店街（事務局 近藤時計店）
☎０２５４－４３－２３７０
０２５４－４３－２３７０

０２５４－４３－３６２４

９２０円、小学生４１０円

市内/大人

美肌効果のあるお肌がすべすべになる温泉が最大の魅力！

ロイヤル胎内パークホテル

●日帰り入浴

１１：００～１６：００（最終受付）

●入浴料金

市内/大人６００円、小学生３００円
大人６００円、小学生３００円

市外/大人８００円、小学生４００円
大人８００円、小学生４００円

●毎週月曜日又は月曜が祝日の場合、
、翌火曜日が日帰り入浴お休み。
●問い合わせ

ロイヤル胎内パークホテル

０２５４－４８－２２１１

家族連れに
ぴったりの施設が

の胎内

揃ってるにゃん！
！

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。
飯豊連峰の足ノ松尾根
飯豊連峰の足ノ松尾根登山口
足ノ松尾根登山口近く
登山口近くに位置し、長年登山客の皆さまに
近くに位置し、長年登山客の皆さまに

乙宝寺と伝説ガイドコース
（約１
（約
１.５㎞）

親しまれているブナの原生林に囲まれた山荘です。バード
親しまれているブナの原生林に囲まれた山荘です。バードウォッチング
ウォッチング
ウォッチング、
、
自然散策、トレッキング
自然散策、トレッキング、
トレッキング、渓流釣りなどさまざまなアウトドアライフが

羽黒十一面観音コース
（約５㎞）

●と き ８／５（土）
８／５（土）１０：００～１１：３０

お楽しみいただけます。 ●☎０２５４－４８－０１６１
０２５４－４８－０１６１

●集 合 場 所
●参加費

●と き ８／９（水）
８／９（水）９：００～１３：３０

乙宝寺駐車場

●集 合 場 所 胎内市役所 1 階ロビー

２００円（保険料含む
００円（保険料含む。

●参加費 ２００円（保険料含む
００円（保険料含む。

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）
●定 員

「見て、楽しんで、理解する」をテーマにした昆虫の博物館。世界各地から集められた標本
●主なルート

が展示してあります。生きた昆虫に触れられるコーナーもあります。
が展示してあります。生きた昆虫に触れられるコーナーもあります。
●入館料/
●入館料/一般４１０円 小中学生
小中学生/260
/260 円
※団体一般/
小中学生/
/２１０円
※団体一般/３１０円 小中学生

●ガ イ ド 人

●開館時間 ９：００～１７：００

昼食代などが別途必要となります。
）

２０人

●定 員 ８人

弁天堂・仁王門・三重塔など

●主なルート 羽黒三社・羽黒十一面観音

渡部 昇二さん
さん

●ガ イ ド 人

肥田野 洋子さん

●☎０２５４－４８－３３００
０２５４－４８－３３００

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。
イワナ、ヤマメ、ニジマス釣りが体験できます。釣った魚はその場で塩焼にしてもらえます。
●入場料/
●入場料/大人２００円、小人１
大人２００円、小人１００円（未就学児は無料）
０円（未就学児は無料）、竿使用料/
、竿使用料/２００円（餌付き）
０円（餌付き）
●平日/
●平日/１０：００～１６：００ ●土・
●土・日・祝日/９：００～１７：００
●☎０２５４－４８－３４３５
０２５４－４８－３４３５

夏の特別展の他、昆虫に触れたり、チョウに餌
夏の特別展の他、昆虫に触れたり、チョウに餌をあげる体験もできます。

大人気のアルパカや、
フラミンゴ、ツキノワグマなど
ツキノワグマなど約
大人気のアルパカや、シカ、フラミンゴ、
ツキノワグマなど約２０種類の動物が心を癒してくれます。
２０種類の動物が心を癒してくれます。
ゴーカート、メリーゴーランド
ゴーカート、メリーゴーランド（土・日・祝日の晴天時に運行）
（土・日・祝日の晴天時に運行）
、バッテリーカー
バッテリーカーもあります。
もあります。
、バッテリーカー
●入園料/
●入園料/大人（高校生以上）３１０円

小人（４歳以上）２１０円

３歳以下無料

～８/３１（木）
まで

●開館時間

９：００～１７：００
９：００～１７：００（８月は休館日なし）

●入 館 料

大人４１０円・小中学生２６０円
大人４１０円・小中学生２６０円（入館料のみで体験できます。
（入館料のみで体験できます。）

●問い合わせ

胎内昆虫の家

☎０２５４－４８－３３００

●開園時間/
●開園時間/〈平日〉１０：００～１７：００ 〈土・
〈土・日・祝日〉９：００～１７：００
●☎０２５４－４７－３５２１

１９：３０～２１：３
１９：３０～２１：３０
０
８/５

（土） 月と木星・土星・夏の星座めぐり

櫛形山脈は直線距離でわずか１３キロ、最高標高５６８ｍの日本一

８/１０（木） 木星・土星・夏の星座めぐり

小さい山脈。１日かけて無理なく登山を楽しむのに最適です！

８/１１（金）
１１（金）
・１２（土）・１３（日）

●問い
●問い合わせ 胎内市商工観光課 ☎０２５４－４３－６１１１

お盆特別観望会
木星・土星・ペルセウス座流星群 お盆特別観望会
８/１４（月）・１５（火） 土星と天の川と夏の星座めぐり お盆特別観望会
８/１９（土） 土星・海王星と星雲・星団・銀河を見よう
星雲・星団・銀河を見よう
８/２６（土） 月と土星・海王星と夏の星座めぐり
●料

金

入館料のみ

大人１名

●問い合わせ 胎内自然天文館

３００円・小中学生１名 １５０円

☎０２５４－４８－０１５０

胎内市にはこの他にもレジャー

●編集者マナマナのひとこと●

施設がいっぱいなんだにゃん！
思いっきり楽しもう！

8 月の胎内市はおまつりや海、山のレジャーなど、
や海、山のレジャーなど、
楽しみが盛りだくさん！
夏の思い出をたくさん
家族や友人たちと、楽しい夏の思い出を
作ってください！

掲載イベントの
詳しい情報はコチラ

“胎内観光 NAVI
NAVI→
→
発行元：胎内市商工観光課
☎ ０２５４－４３－６１１１

