たいない とっておき

トコトコ便

開催日

10 月 号
Vol.７５

１０月１４日（土）・１５日（日）

会 場

ロイヤル胎内パークホテル
・地場産野菜販売
・新米もちつき（販売）一日一回１３：００～
・かぼちゃの重さ当て（豪華景品が当たる！）
・サッカー体験＆物作り
・働く車
・アンケートに答えてガラポン抽選
・新米販売
・瓶手まりの展示

10 月１４日（土）
１５日（日）
●一杯 １００円 ※先着３００食
ホテル正面駐車場にて
１１：００より開始

※イベントの内容は変更になる場合がございます。

◆問い合わせ ロイヤル胎内パークホテル ０２５４－４８－２２１１

日

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。

会場 胎内市総合体育館「ぷれすぽ胎内」
時間 １０：００～１５：００
・各種イベント・出店・特殊車輌の展示 など
・杵つき餅の無料配布（数量限定）

会場
時間

問い合わせ中条町商工会 ☎０２５４－４３－３６２４

・鮭のつかみどり体験・露店・お楽しみ抽選会

・お買いものラリーde 三角くじ抽選会

黒川地区公民館前広場
９：００～１３：３０

胎内市農林水産課ふるさと特産係 ☎０２５４－４３－６１１１ ・芋煮汁無料サービス（先着 300 名様）・もちまき など
問い合わせ黒川支所市民サービス係☎０２５４－４７－２７１１

縄文の清水と
大乗院火渡り修行見学

乙宝寺と伝説ガイドコース
（約１.５㎞）

（約５㎞）

●と き １０／１４（土）１０：００～１１：３０

●と き １０／９（月・祝）

●集 合 場 所 きのと観光物産館

１２：３０～１５：３０（予定）

●参加費 ２００円（保険料含む。

●集 合 場 所

にこ楽・胎内

宝物殿を拝観する場合は３００円が別途必要）

●参加費 ３００円（保険料含む）

●定 員 ２０人

●定 員 １５人

●主なルート 大日川・門前町・仁王門など

●主なルート いちごカンパニー・

●ガ イ ド 人

縄文の清水・大乗院

会場 ＪＡ胎内市本店広場（グリーンセンター前）
時間 ９：００～１５：００

飲み物を準備してください。

運行するにゃ

●ガ イ ド 人

・映画上映『ごはん』・お楽しみ抽選会・チューリップ球根摑み取りなど
・食のコーナー（新米おにぎり、牛串、豚串焼き、米粉うどん、豚汁 など）

羽黒十一面観音コース（約５㎞）

※雨具・濡れてもいい靴・

シャトルバスを

渡部 昇二さん・肥田野 洋子さん

●と き １０／１６（月）９：００～１３：３０
●集 合 場 所

五十嵐 邦雄さん

昼食代などが別途必要となります。
）

JA 胎内市

問い合わせＪＡ胎内市 ☎０２５４－４３－７４０２

●定 員 ８人

●申し込み・問い合わせ
会場間をつなぐ無料シャトルバスを運行します。
◆運行時間９：００～１５：３０◆

ぷれすぽ胎内

黒川支所

●主なルート 羽黒三社・羽黒十一面観音

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。

米粉料理のレパートリーを増やしたい方！初心者でも大歓迎です！！
●と き
●ところ
●献 立

１０月４日（水）１８：３０～２１：００

●対 象
●定 員
●参加費
●講 師

胎内市内在住の方
２０人（申し込み先着順）
５００円
管理栄養士 岡田尚子さん

●持ち物
●申込締め切り
●申し込み・問い合わせ

エプロン・三角巾
１０月３日（火）
きのと交流館 ☎０２５４－４６－２１０１

胎内市役所 1 階ロビー

●参加費 ２００円（保険料含む。

椢原 義市さん

中央公民館調理実習室
油で揚げないヘルシー米粉かぼちゃコロッケ・豆腐入り米粉団子のお月見スープ

●ガ イ ド 人

南波 正夫さん

10 月 9 日（月） 新米おにぎり
豚汁！無料サービス！
リップル

※サービス時間 １１：３０～１３：３０（なくなり次第終了）
リップルさつまいも（紅はるか）オーナー様による収穫体験作業も実施！
●と き １０月９日（月）体育の日９：３０～１７：００
●ところ 長池農産物直売所リップル
●問 い 合 わ せ

☎０２５４－４５－５４００

定例・特別観望会スケジュール
★１０月 ７日（土） 定例 天王星・海王星と星団・星雲・秋の星座めぐり
★１０月 ８日（日） 特別 月と天王星・海王星・秋の星座めぐり
★１０月１４日（土） 定例 月と天王星・海王星・秋の星座めぐり
★１０月２１日（土） 定例 明るい月と天王星・海王星を見てみよう
★１０月２８日（土） 定例 天王星・海王星と星団・星雲・秋の星座めぐり
●時 間 １９：００～２１：００

日本一小さな山脈、櫛形山脈は自然と史跡の宝庫です！
●と き
１０月２９日（日）
●料 金
大人２，０００円 小学生以下１，５００円
●募集人員 ２０名（最少催行人員１０名）
●その他
昼食各自持参・胎内市中条山の会が案内します。

●入館料 大人３００円 小人１５０円（入館料のみで体験できます）
●問い合わせ 胎内市自然天文館 ☎０２５４－４８－０１５０

コース

大型遊具設置工事を行います。
１０月２日（月）～１１月上旬

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…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（１５：５０）

紅葉の美しいスポットとして親しまれている奥胎内を、ボランティアガイドと共に楽しく散策します。
●と き
１１月３日（金・祝）・５日（日）
●料 金
大人３，８００円 小学生以下３，０００円
●募集人員 ２０名（最少催行人員１０名）
●その他
ロイヤル胎内パークホテルでの入浴、昼食付き
胎内市観光ボランティアガイドが案内します。
コース

からの
お知らせ

新発田駅（９：００）＝胎内市役所（９：３０）＝奥胎内ヒュッテ（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（１４：３０）＝新発田駅（１５：００）
掲載イベントの詳しい情報はコチラ

◆申し込み・問い合わせ ハミングツアー下越営業所
受付期間/８：３０～１７：３０（水曜定休日）

☎０２５４－４４－１３６０
◆事業企画 胎内市商工観光課◆

“胎内観光 NAVI→

園内の芝生広場で大型遊具の設置工事を行います。
工事は芝生広場内だけでの実施ですので、
遊園は通常通り営業を行います。
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。
ゴーカート、メリーゴーランド（土・日・祝日の晴天時に運行）、
バッテリーカーもあるよ！
●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

●開園時間 (平日)１０：００～１７：００
（土・日・祝日）９：００～１７：００
●問い合わせ 樽ケ橋遊園 ☎０２５４－４７－３５２１
発行元
胎内市商工観光課
☎ ０２５４－４３－６１１１

