たいない とっておき

掲載イベントの詳しい情報はこちらから →

“胎内観光ＮＡＶＩ”

５月号
ｖｏｌ.８２

●と き
●定 員
●事前予約
●参加費
●その他
●コース

６月３日（日）
２０名（最少催行人員１０名）
必要（５月２９日まで）
大人１名２，０００円 小人１名１，５００円
昼食弁当を各自持参ください。 中条山の会が案内します。
新潟駅（５：５０）⇒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・・・板入りノ峰（昼食）・・・鳥坂山・・・宮ノ入りコース・・・
羽黒登山口⇒胎内市役所（１５：２０）⇒新発田駅（１５：５０）⇒新潟駅（１６：４０）

※詳しくは中面をご覧ください。

●と き

たいないの魅力を訪ねる

春 参加者募集中！

胎内わらび採り体験・美肌温泉・ホテルランチ
●と き

６月２４日（日）

●定 員 ２０名（最少催行人員１０名）
●事前予約 必要（６月１９日まで）
●参加費 大人１名３，８００円 小人１名３，０００円
●その他 ロイヤル胎内パークホテルでの昼食付き。ブナ林散策は案内付です。
●コース

新潟駅（８：１０）⇒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（昼食・入浴）⇒胎内市役所（１４：３０）⇒新発田駅（１５：００）⇒

５月１３日（日）

新潟駅（１５：５０）

●定 員 ４０名（最少催行人員２０名）
●事前予約 必要（５月８日まで）
●参加費 大人１名４，８００円 小人１名３，０００円
●その他 ロイヤル胎内パークホテルでの昼食、入浴付き。
●コース 新潟駅（８：００）⇒新発田駅（９：００）⇒胎内市役所（９：３０）⇒大長谷わらび

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

採り体験⇒ロイヤル胎内パークホテル（昼食・入浴）⇒胎内市役所（１４：３０）⇒
新発田駅（１５：００）⇒新潟駅（１６：００）

蔵王山・蔵王権現・高坪山トレッキング
●と き
●定 員
●事前予約
●参加費
●その他
●コース

５月２０日（日）
２０名（最少催行人員１０名）
必要（５月１５日まで）
大人１名２，０００円 小人１名１，５００円
昼食弁当を各自持参ください。 中条山の会が案内します。
新潟駅（７：１０）⇒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）・・・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（１５：３０）⇒新潟駅（１６：２０）

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

ガイドとめぐる悠久の乙宝寺（約１．５ｋｍ）
●とき ５月１２日（土）
●集合場所 きのと観光物産館
●参加費 ２００円（保険料含む。宝物殿を拝観する場合は３００円が別途必要）
●定員 ２０人
●主なルート 大日橋・弁天堂・三重塔・六角堂など
羽黒十一面観音コース（約５ｋｍ）
●とき ５月１６日（水）
●集合場所 胎内市役所（１Ｆロビー）
●参加費 ２００円（保険料含む。昼食代などが別途必要になります。）
●定員 ８人
●主なルート 羽黒三社・羽黒十一面観音
●申し込み・問い合わせ 胎内市観光協会☎０２５４－４７－２７２３ ※開催日の１週間前までにお申し込みください。

胎内のおすすめゴールデンウィークイベント

５/５（土）まで開催

８：３０～１７：００

長池憩いの森公園

●４/２８（土）
９：３０～ オープニングイベント
●４/２９（日）
１１：００～チューリップウェディング
●５/３（木）・４（金） 動物ふれあいコーナー
●５/３（木）・４（金） ９：００～１７：００ヘリコプター遊覧飛行（有料）
◆問い合わせ ０２５４－４８－３６００（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）
中条駅

⇄

長池憩いの森公園

※運行時刻については、胎内市ＨＰ又は
農林水産課（☎０２５４－４３－６１１１）へ
お問い合わせください。

同時開催
チューリップ写真
コンテスト

５/３（木）～５/６（日）
●５/５（土）・６（日）
ポップコーン無料
小学生以下先着 100 名
●５/６（日）
流星戦士フラスターショー
１３：００～（芝生広場）
◆問い合わせ
胎内市観光協会
☎０２５４－４７－２７２３

５/３（木）～６（日）９：００～１７：００（予定）
メリーゴーランド乗車無料券配布
対象：小学生以下 １人１枚 先着１００名様 当日限り有効
※雨天時等運休の場合は実施しません。
◆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

５/３（木）～５（土）３日間
ギフチョウ羽化体験
５/５（土）こどもの日
カブト・スズムシ幼虫プレゼント
先着５０名の小中学生対象
◆開館時間 ９：００～１７：００
◆入 館 料 大人
４１０円
小中学生 ２６０円
◆問い合わせ ☎０２５４－４８－３３００

ゴールデンウィーク雨天＆曇天限定イベント 工作教室 in 天文館
望遠鏡・ミニプラネタリウム・春の妖精作りなどなど、日替わりで違う工作を実施！

４/２８（土）～３０（月）・５/３（木）～６（日）
５/３（木） ９：００～１３：００（予定）
５/３（木）～５/５（土） １０：００～１５：００（予定）
●地場産品販売
●サッカーゲーム
●フランク・台湾かき氷などの露店販売
●働く車※イベント内容は変更になる場合があります。
●ＧＷランチビュッフェ同時開催
◆問い合わせ ロイヤル胎内パークホテル
☎０２５４－４８－２２１１

●ミニＳＬ

本町まちかど美術展

●フリーマーケット
●スーパーボールすくい
●露店多数出店

中条小学校４年生の
作品を本町商店街各
店舗に展示します。

●マーチングバンド
●よさこい・板額太鼓など

◆時
間 １０：００～１２：００（受付９：３０～１０：３０）・１４：００～１６：００（受付１３：３０～１４：３０）
◆参 加 費 入館料とは別にキットまたは材料費用
◆定 員 ５組（先着順、当日申し込み）
◆入 館 料 大人 ３００円 小中学生 １５０円
◆問い合わせ ☎０２５４－４８－０１５０

５月の星空観望会
５/ ２（水）（特別） 金星・木星と春の星座めぐり
５/ ３（木）（特別） 金星・木星と星雲・星団・春の星座めぐり
５/ ４（金）（特別） 金星・木星と星雲・星団・春の星座めぐり

◆問い合わせ

本町ふれ愛商店街事務局 近藤時計店
☎０２５４－４３－２３７０

５/ ５（土）（定例） 金星・木星と星雲・星団・春の星座めぐり

●と き ５月１８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
●定 員 先着２０名
●参加費 ８００円（入館料込み）

５/１２（土）（定例） 金星・木星と星雲・星団・春の星座めぐり

●申込締め切り ５月１３日（日）

５/１９（土）（定例） 月と金星・木星と星雲・星団・春の星座めぐり

●申し込み ☎０２５４－４８－０１５０

５/２６（土）（定例） 月と金星・木星と春の星座めぐり

４/２８（土）～６/２４（日）早津剛 油彩画展「かやぶき民家里帰りシリーズ in 胎内」
●作品解説会・・・４/２８（土）１３：３０～１５：３０

４/２８（土）～５/６（日）
美術館ワークショップ オリジナルレザークラフトづくり・・・５００円

●時 間 １９：３０～２１：３０
●ところ 胎内自然天文館
●入館料 一般 ３００円 小・中学生 １５０円（入館料のみで体験できます。）
●問い合わせ 胎内自然天文館 ☎０２５４－４８－０１５０

（午前の部１０：３０～１２：００）（午後の部１４：００～１５：３０）

●編集者マナマナのひとこと●

◆開館時間 ９：３０～１７：００

新緑の美しい季節となりました。ゴールデンウィークは楽しいイベントもりだく

◆入 館 料 大人 ３００円 小中学生 １５０円◆問い合わせ ☎０２５４－４７－２２８８

さんの胎内で思いっきり遊びませんか？
◆発行元◆胎内市商工観光課☎０２５４－４３－６１１１

