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36th 胎内星まつり201936th 胎内星まつり2019

真夏の胎内の夜空を
華やかに彩る大輪の花火。

8.23金夕方～25日正午過ぎ
●会場／胎内市胎内平

©胎内星まつり実行委員会

今年で36回目となる世界最大級の星空の祭典「胎内
星まつり」。メイン会場には望遠鏡光学機器メーカー
や天文グッズ販売店、飲食ブースなどが並びます。
会場内では、自由観察・機材デモが自由に行われ、
実際に望遠鏡で惑星や星などを見ることができます。イベントも充実しており、夜だけでなく昼間も楽しめます。

胎内スキー場前広場を会場に「胎内温泉まつり」を
開催します。市内飲食店などの露天が並び、夜空を
鮮やかに彩る打ち上げ花火、カラオケのど自慢、
鍬江芸能保存会による演舞などアトラクションも盛りだくさん。ご家族、ご友人とお誘い合わせの上、お越しください。

8.15木
●会場／胎内スキー場前広場

こんなイベントが開催されます！

黒川まつり・中条まつりの「民謡流し」でやらにゃんと一緒に参加して
いただける方を募集します。民謡流しに参加したいけど踊り方が
わからないという方にはご指導致します。踊りの練習日程など詳細
についてはお問い合わせください。
※黒川まつり・中条まつりどちらか一方だけでも参加できます。

問（一社）胎内市観光協会 TEL.0254-47-2723

民謡流しでやらにゃんと一緒に踊りませんか？

大自然の中で楽しく釣りが楽しめるスポット。
ニジマス、イワナ、ヤマメなどを釣り上げて
その場で炭火焼きで食べられます。大きい魚を
釣り上げてみよう。

［同時開催］ピーター・ヴォーコスの世界
●講演会「ピーター・ヴォーコスと私」　７月２７日㈯ １３：００～１５：００
　講師：坂爪勝幸氏 【事前申込不要】　※講演会参加は入館料が必要

●プラ板づくり・木のマグネットづくり
　８月４日㈰～１６日㈮  １０：３０～１２：００、１４：００～１５：３０  参加費各２００円
●らくがきせんべい　８月17日㈯～１8日㈰  １０：0０～１２：００  参加費1００円

定期的に吹き出る噴水が美しい胎内
川で、ボート遊びが楽しめます。白鳥
ボートと手漕ぎボートがあるので、
好きな方をお選びいただけます。

アメリカ各地で作品展を開催し、陶芸・築窯指導を行い、伝統とモダンなスタイルで
ニューヨーカーを魅了した胎内市在住の陶芸家、坂爪勝幸氏５０年の軌跡をたどります。

●開場時間／

●入 場 料／
●竿使用料／

【平日】10：00～16：00
【土・日・祝日】9：00～16：30
大人200円、小人100円
200円　※釣った魚は別料金です。

●営業時間／

●料　　金／
【土・日・祝日】9：00～16：30（16：00最終受付）（8月12日～16日は平日も営業）

白鳥ボート／30分1,000円、手漕ぎボート／30分500円

   この夏、胎内を満喫しよう!夏限定イベントも盛り沢山!!

夏の特別展
「巨大カブト・クワガタ大集合」

ロイヤル胎内パークホテル
夏のランチバイキング

６０分食べ放題! 家族揃って楽しめる！

奥胎内ヒュッテ

森林浴の後は大自然の中でランチを楽しもう！

黒川大祭は胎内市黒川地区に
伝わるお祭りです。祭りでは、
黒川上中山車、黒川下町2台が
街内を運行し、子供から大人、
男も女も総出で賑わう祭り
です。8月31日夜の煽りあいが
賑やかで、9月1日は昼間の煽り
あいを見ることができます。

民謡流し、台輪、山車など多彩な行事が行
われます。中でも勢いと人々の活気に溢れ
た山車煽り合いは圧巻です。また、本町内
には約150軒ほどの露店が立ち並びます。
●開催日／
3日㈫ 19：00～・・・・・

4日㈬～6日㈮・・・・・・・
4日㈬・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5日㈭・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ぶつかりあう男達の情熱、初秋を彩る粋な舞い。
中条まつり  9.3火～6金

夏休み期間の土日＆お盆期間
７月／ ２７㈯、２８㈰
8月／ ３㈯、４㈰、１０㈯～１４㈬、
 １７㈯、１８㈰、２４㈯、２５㈰
１１：００～１５：００  ６０分食べ放題
（ラストオーダー１４：００）
大人２，５００円（税込）、小学生１，０００円（税込）、幼児無料
レストランミサゴ

●開催日／

●時　間／

●料　金／
●会　場／

美しい木々に囲まれた奥胎内ヒュッテ
自慢のレストラン・アカショウビン。地物の
素材をふんだんに使ったヒュッテ（山小屋）
スタイルのメニューをお楽しみください。
眺めのいいテラスでゆっくりと贅沢なひと
ときを過ごすこともできます。

夏をしめくくる、熱き男たちの煽りあい。
黒川まつり
8.30金～9.1日

お問い合わせ/胎内市商工観光課 　　TEL.（0254）43‐6111
　　　　　　（一社）胎内市観光協会 TEL.（0254）47‐ 2723 胎内の情報は「胎内観光NAVI」　http://tainai.info/

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・更衣室など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台有りとっても便利。

村松浜海水浴場
夏といえば海!! 美しい白浜が広がる人気の海水浴場!!

プールと温泉が併設された総合的な健康増進
施設で、家族そろってお楽しみいただけます。

●海水浴場開設期間／８月１６日（金）まで　　問胎内市商工観光課 TEL.0254-43-6111

●営業時間（8月1日～31日まで）／
　10：00～21：00（最終受付20：15）
●利用料金（幼児無料）／
　市内／大人920円、小学生410円
　市外／大人1,020円、小学生510円
　お風呂のみ（市内・市外ともに）／
　　　　大人510円、小学生300円
問クアハウスたいない TEL.0254-47-2660

新樽ケ橋温泉
クアハウスたいない

「サンセット中条」「ふれあい館」の2つの
施設を備えています。泉質はナトリウム
塩化物強塩泉。
神 経 痛 、皮 膚
病、疲労回復、
健康増進に効
果があります。

おおきな浴槽でゆったりくつろげる大浴
場、外から胎内の自然がのぞめる露天
風呂・展望露天風呂が、体の疲れを芯か
ら癒します。
トロッとした
お湯が魅力
の温泉です。

●入浴料金／大人350円（65歳以上300円）
　　　　　　中高生200円、4歳～小学生150円
●入浴時間／サンセット中条 9：30～21：00
　　　　　　ふれあい館 10：30～21：00
●定休日／毎月第4水曜日（祝日の場合は翌日）

問サンセット中条 TEL.0254-45-3325

塩の湯温泉

●入浴料金／
　市内／大人600円、小学生300円
　市外／大人800円、小学生400円
　日帰り温泉／11：00～17：00（16：00最終受付）
※毎週月曜日はメンテナンスの為、
　日帰り温泉15：00～17：00（16：00最終受付）
問ロイヤル胎内パークホテル TEL.0254-48-2211

新胎内温泉
ロイヤル胎内パークホテル

TAINAI GUIDE MAP  胎内エリアガイドマップ

胎内自慢の海水浴場へ行こう!!胎内自慢の海水浴場へ行こう!!

胎内の日帰り温泉で湯ったりまったり…胎内の日帰り温泉で湯ったりまったり…

胎内旬のグルメを楽しもう!胎内旬のグルメを楽しもう!

胎内にはまだまだ楽しいイベントがいっぱい!

清らかな胎内川へ
ボートで漕ぎ出そう！

本町通り 大民謡流し
神輿渡御・台輪、山車巡行
中条まつり花火  ※荒天決行、雨天時は6日㈮に順延
中条小学校マーチングバンド、板額御前神輿、
中条中学校吹奏楽部演奏、
よさこい踊り・新潟総踊り（よさこい中条和組・ひだ
まり保育園児）、胎内市民みこしの会、板額太鼓

◆胎内昆虫の家  ◆クレーストーン博士の館
◆胎内自然天文館　◆胎内市美術館  ◆奥山荘歴史館
◆黒川郷土文化伝習館　◆シンクルトン記念館
※各施設にて購入できます。

利用可能施設

●一般（個人）1，000円 ●団体20名以上 750円
●小・中学生（個人）500円 ●団体20名以上 400円

胎内の魅力・歴史・文化発見!!
胎内市展観施設共通利用券がオススメ。

胎内の魅力・歴史・文化発見!!
胎内市展観施設共通利用券がオススメ。

お 得 ュニ スー
胎内の… … 購入された日から起算して7日間中、

何回でも利用できる大変お得な共通利用券です。

浜屋菓子店から勝美屋商店までの本町中町の区間を18：00～21：00の間、
車両通行止めといたします。

※園児以下は保護者
　同伴といたします。

交通規制有

本町ふれ愛夜市ふうりん祭  8.11日㊗

問本町ふれ愛商店街事務局 近藤時計店 TEL.0254-43-2370 問胎内市商工観光課 TEL.0254-43-6111

問中条まつり実行委員会（中条町商工会内） TEL.0254-43-3624

問ロイヤル胎内パークホテル TEL.0254-48-2211

問樽ケ橋遊園 TEL.0254-47-3521 ※エサやり体験のエサ代は別途となります。

●開催時間／18：00～21：00
●会　　場／本町ふれ愛商店街

●開催日／ 30日㈮・・・・・・・・・・・・・
 31日㈯、1日㈰・・・

民謡流し
山車の巡行

◆各商店特売・焼き鳥・かき氷・生ビール祭り・
　おもちゃすくい・その他露店多数
◆本組山車の体験乗車  19：15～20：00（予定） 

問奥胎内ヒュッテ TEL.0254-48-0161

●お食事／11：00～15：00（ラストオーダー14：30）
●喫　茶／11：00～16：00（ラストオーダー15：30）

そば処みゆき庵

本格手打ちそばを堪能！

県北でも有数の石臼で丁寧に
挽いた自家製のそば粉を使用。
薫りと風味が魅力の美味しい
そばを用意してお待ちしてい
ます。

問みゆき庵 TEL.0254-48-3818

●営業時間／11：00～16：30

※写真はイメージです

胎内高原ビール
醸造過程見学ツアー

ビール好きのお父さんのために！

●開 催 日／通年（冬期間を除く）
●参 加 費／1,080円
　　　　　　（ビール1本プレゼント付）
●所要時間／30分
●事前予約／必要
　　　　　　（5日前まで、6名様より）
●集合場所／山の駅胎内高原ビール園

　問山の駅胎内高原ビール園 TEL.0254-48-2020申

問胎内市美術館 TEL.0254-47-2288

問胎内フィッシングパーク TEL.0254-48-3435問胎内フィッシングパーク TEL.0254-48-3435

※イベントの詳細・時間などは、公式ホームページやチラシなどで確認してください。
〈主催〉胎内市・胎内市観光協会　〈企画〉胎内星まつり実行委員会　〈HP〉http:/www.tainai.jp

問胎内市商工観光課 TEL.0254-43-6111

※中条駅から会場まで臨時シャトルバスを運行いたします。

問（一社）胎内市観光協会 TEL.0254-47-2723

●8.23㈮、24㈯ 19：00～
●8.23㈮ 19：30～
 21：00～
●8.24㈯ 10：00～
 13：00～
 14：00～
 17：30～

胎内自然天文館で星空観望会開催
開会セレモニー
柳家子ゑん師匠の星空落語
奥胎内巨樹巡礼ツアー（有料）
あなたも気象予報士、昆虫教室
ロケット実験教室、天然石アクセサリー作り（有料）
星空コンサート（よさこい中条和組演舞 18：30予定）

こんなイベントが開催されます！

●17：00～　カラオケのど自慢
●19：00～　開会式

●19：30～　鍬江芸能保存会による演舞
●20：15～　打ち上げ花火

かわいい動物たちに触れたり
エサをあげてみよう！

自分だけのオリジナル作品を作ろう！

星空をたっぷり満喫しよう！

大物をゲットしよう！

●開 園 日／4月～11月（無休）
●開園時間／10：00～17：00
　（土日祝は9：00～17：00）
●入 園 料／大人310円、小人210円
●小動物ふれあいコーナー／土・日・祝の晴天時開催、うさぎ・モルモットをだっこできる
●カブトムシハウスOPEN!／7月20日㈯～8月12日㈪（予定）

7.25木～9.1日
●開館時間／9：00～17：00　●入 館 料／一般410円、小中学生260円

●開館時間／9：00～17：00　●料金／大人300円、小中学生150円

●時間／
　19：30～21：30

8.18日まで

問胎内昆虫の家 TEL.0254-48-3300

　問胎内自然天文館 TEL.0254-48-0150申

●観覧料／大人300円、小中学生150円　●休館日／月曜日（祝日の場合は翌日）

　問クレーストーン博士の館 TEL.0254-48-2011申

●開 催 日／
　夏休み期間（7月25日㈭～8月31日㈯） 毎日開館
　4月～11月の土・日・祝日
●入 館 料／大人300円、小人150円
●体験教室／天然石アクセサリー作り体験
　大人小人とも1名500円～（ストラップ他）
　陶芸体験（絵付け）／大人小人とも1名800円～（皿他）
　陶芸体験（手びねり）／大人小人とも1名1,500円～
　体験時間／９：００～１２：００、１３：００～１５：３０
●所要時間／1時間　●事前予約／必要
●開館時間／9：00～17：00

世界最大級の星空の祭典!
天体ファン、一般参加者まで
誰もが気軽に参加できる
イベントです!!

坂爪勝幸 陶展

美術館ワークショップ

星空観望会

7.20土～9.29日沼澤茂美氏写真展

●8.3㈯・・・・・

●8.10㈯～15㈭・・・・

●8.17㈯・・・

●8.23㈮、24㈯・・・・・

●8.31㈯・・・

天の川や星雲・星団、
惑星たちを見よう！

月と木星・土星と
ペルセウス座流星群

木星・土星と夏の星座めぐり
胎内星まつり

木星・土星と夏から秋の
星雲・星団・星座めぐり

らくがきせんべい


