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Vol.８４

プロの技を
身につけろ

阪神タイガース OB
元阪神タイガース

梅本 正之氏
■と

き

亀山 努氏

７月２１日（土）８：３０～１１：３０

■と こ ろ
■申 込 み

胎内市総合グラウンド野球場
要予約 【締切り ７月６日（金）まで】

■問い合わせ

胎内市教育委員会 生涯学習課 スポーツ振興係

パワースポット乙宝寺で伝説を聞き
ブルーベリー狩りを楽しもう
●出発日

☎０２５４－４７－３４０８

のお知らせ！

８月５日（日）

７月８日（日）１３：３０～１５：３０

●定 員 ２０名（最少催行人員１０名）
●参加費 大人・こども同額 1 名３、０００円
●事前予約 必要（７月３１日まで）
●その他 乙宝寺本坊で寺弁の昼食、乙まんじゅう付き
●コース 新潟駅（9:00）⇒新発田駅（9:50）⇒胎内市役所(10:30)⇒乙宝寺境内（ボランティアガイド
が案内します）
・・・本坊（寺弁の昼食 乙まんじゅう付き）⇒カンガスブルーベリーファーム（ブルー
ベリー４０分食べ放題）⇒胎内市役所（15:00）⇒新発田駅（15:30）⇒新潟駅（16:20）

深緑が美しい奥胎内ダムと内の倉ダム見学ツアー
●出発日

市内
小学生
対象

８月７日（火）

●ところ 胎内昆虫の家研修室
●予 約 必要・定員２０名

小学生以上対象

●参加費 教材費３００円+入館料

７月２５日（水）～９月２日（日）
●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

胎内昆虫の家 ☎０２５４－４８－３３００

●定 員 ２０名（最少催行人員１０名）
●参加費 大人・こども同額 1 名３、０００円
●事前予約 必要（８月２日まで）
●その他 奥胎内ヒュッテのランチ付き(ランチは A.大人の休日ランチか B.お魚料理ランチをお申し込み時にお選びください)
●コース 新潟駅（7:10）⇒胎内市役所(8:10)⇒新発田駅（8:40）⇒内の倉ダム（管理棟見学コース）
⇒奥胎内ヒュッテ（昼食・周辺散策）⇒奥胎内ダム（現場見学コース）⇒胎内市役所（15:40）⇒新発田
駅（16:10）⇒新潟駅（17:10）

伊藤 省風 書展 in 胎内 併催 幻の名硯展
６月３０日（土）～８月１９日（日）

■申し込み・問い合わせ ㈱Ｎ旅ジャパン下越営業所☎０２５４－４４－７７５５
（営業時間：平日１０：００～１８：００土曜１０：００～１６：００）※休業日：日曜・祝日）
【事業企画】胎内市商工観光課

７/1３

夏の企画展のお知らせ！

村松浜海水浴場海開き
村松浜海水浴場は遠浅で水のきれいな海と白い砂浜の海水浴場です。
近くには塩の湯温泉もあり、リフレッシュできます。駐車場や更衣室、
シャワーも無料で利用できますので、今年の夏はぜひ村松浜海水浴場へ
お越しください！ 海水浴場開設期間７/１３～８/１６
■問い合わせ 胎内市商工観光課 ☎０２５４－４３－６１１１

胎内市出身の書家、伊藤省風氏の作品、５０年の軌跡をたどります。
●作品解説会 講師：伊藤省風氏 ７月１５日（日）、８月５日（日）
１４：００～１５：００ 参加料/無料
●市民ギャラリー・談話室（無料） 樽ケ橋自然観察会 ７月７日（土）９：３０～１５：００参加料/無料
●美術館ワークショップ
プラ板づくり・木のマグネットづくり ７月２８日（土）～８月４日（土）
（１０：３０～１２：００）（１４：００～１５：３０）参加料各２００円
●ところ 胎内市美術館
●料 金 一般３００円・小中学生１５０円
●休館日 月曜日※７月１６日（月）は祝日のため開館し、７月１７日（火）を振替休館日といたします。
●問い合わせ 胎内市美術館 ☎０２５４－４７－２２８８

夏の特別イベントのお知らせ！
ＪＲ中条駅が７月２１日（土）新しくなります。みんなで完成をお祝いしよう！

★７/２８（土）未明の月食観望会

午前３：００ ～５：００【会場：きのと交流館・無料】

★７/３１（木）火星大接近！特別観望会 １９：３０～２１：３０【会場：胎内自然天文館】

★７/ ７（土）
金星、木星、土星、夏の星座めぐり
★７/１４（土）１５（日） 金星、木星、土星、夏の星座めぐり
★７/２１（土）
月と金星、木星、土星、夏の星座めぐり
★７/２８（土）
満月と大接近中の火星を見よう！
●時 間 １９：３０～２１：３０
●ところ 胎内自然天文館
●料 金 入館料のみ 大人３００円・小中学生１５０円

●と き

８月２４日(金)夕方～
２６日(日)正午過ぎ
●ところ 胎内市胎内平

２０１７年８月２２日、北アメリカ大陸の西から東にかけて、幅約１００キロの細い帯状の地域で皆既
日食が観測されました。貴重な皆既日食の写真を天体写真家・天文イラストレーターの沼澤茂美氏から
お借りし、写真展を開催中です。
●と き

●と き

７月２１日（土）

オープニングセレモニー
９：３０～１１：００（予定）
オープニングイベント
１３：００～１６：００（予定）
●ところ 中条駅東口駅前広場
●主な内容
◆開業セレモニー
・「中条小学校マーチング演奏」で開業式典スタート
・「きらきらうえつ」記念停車（中条駅に初めて停車します）
◆イベント
・市内小学生が作成した超大作「メモリアルアート」
初お披露目１３：００～（東西自由通路）
・「自分だけのオリジナルやらにゃんグッズを作ろう！」
やらにゃんクラフトワーク（先着 100 名無料）１３：３０～
・「やらにゃん作者井上ひさと.先生と一緒にお絵かきしよう！」
やらにゃんお絵かき教室 １４：００～

『きらきらうえつ』
がこの日だけ
中条駅に特別に
停車するにゃん！
（時刻１０：４８頃）

●問い合わせ 胎内市地域整備課 中条駅西口整備係 ☎０２５４－４３－６１１１（内線１２１１）

８月３０日（木）まで

●問い合わせ 胎内自然天文館

中条駅・新駅舎記念事業 日帰りモニターツアー

☎０２５４－４８－０１５０

地元胎内の魅力再発見！
ボランティアガイドと歩いてめぐる

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。

ガイドとめぐる悠久の乙宝寺（約１.５㎞）
●と き ７月１４日（土）・８月１１日（土）１０：００～１１：３０
●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 弁天堂・仁王門・三重塔・六角堂など
●申込み締め切り 各開催日の一週間前 ●ガイド人 渡部 昇二さん・肥田野 洋子さん

羽黒十一面観音コース（約５㎞）
●と き ７月１６日（月・祝）・８月９日（木）９：００～１３：３０
●集合場所 胎内市役所（玄関前）
●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。）
●定 員 ８人
●主なルート 羽黒三社・羽黒十一面観音
●申込締め切り 各開催日の一週間前
●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

夏休み
子供たちの体験に
いかがですか？
達人がご案内します！

「トチの巨木」を目指すハイキングツアー
通常中条駅には停車しない「きらきらうえつ」が、竣工記念として初めて中条駅に停車します！
このメモリアルトレインで奥胎内の秘境の地を巡ろう！

奥胎内ハイキングとロイヤル胎内パークホテルで楽しむ胎内温泉
●出発日
●定 員
●参加費
●事前予約
●集合場所
●持ち物
●コース

７月２１日（土）

「トチの巨木」は、幹回り７ｍで
２０名（最少催行人員１０名）
ヒュッテ付近最大のトチの木です。
大人１名３、５００円
必要
新潟駅・新発田駅（詳細は最終日程表にてご案内いたします。）
トレッキングシューズなど滑りにくく歩きやすい靴。トチノキの巨木までは沢を渡りますので、長靴がベストです。
新潟駅（快速きらきらうえつ利用 10:13 発）⇒新発田駅（10:38）⇒中条駅（10:50 頃）⇒
ロイヤル胎内パークホテル（昼食 11:30～12:30）⇒ブナの森散策（トチの巨木コース 13:00～15:00）
⇒ロイヤル胎内パークホテル（新胎内温泉入浴 15:30～16:40）⇒中条駅（特急いなほ 12 号利用 17:31）
⇒新発田駅（17:40）⇒新潟駅（18:01）

●申し込み・問い合わせ 日本旅行サービス㈱村上営業所☎０２５４－５２－５２３４
（受付：月曜日～土曜日１０：００～１８：３０※日曜日・祝日・振替休日・年末年始は休業）
●編集者マナマナのひとこと●
暑い暑～い夏がやってきます！そんな暑～い胎内市で、家族の思い出作りにおもい
っきり遊んでみませんか？熱中症にはくれぐれもお気を付け下さい。
◆発行元◆胎内市商工観光課 ☎０２５４－４３－６１１１

