36th TAINAI STAR PARTY 2019

at Tainai hill, Tainai-Shi, Niigata pre.

8 月23
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会場 / 新潟県胎内市胎内平

会場 のご案内
広大な胎内平の植樹林が周辺に広がる胎内平大駐車場を
メイン会場にして、ほとんどのイベントがここで催されます。
開催期間中の問い合わせは
■ 胎内市ブース内臨時電話
TEL 0254 - 39-5777
23日
（金）15：00
〜25日
（日）11：30まで

会場までは

36th TAINAI STAR PARTY 2019

無料

シャトルバスのご利用が便利です。

受付、星まつりに関する総合案内、
グッズ販売を行っています。
星まつり開催中に限り、
テントを張ることができます。
水色の部分が駐車スペースです。
係員の指示に従ってください。
有料指定袋を購入（胎内市ブースで販売）し、
指定の場所に出してください。
会場、施設の情報、問い合わせ先
観光案内や市営のイベント受付

胎内スキー場駐車場から会場まで運行します。
※23 日（金）、24 日（土）
とも 18：00〜23：00

〈節水のお願い〉会場内の上水道の量には限りがあります。節水にご協力ください。
〈ペットをお連れの方へ〉近年ペットをお連れの方が増加し、事故も多発しています。
十分にお気を付けいただきますようお願いいたします。特にコンサート会場周辺で
は、入場の制限をさせていただく場合があります。

at Tainai hill, Tainai-Shi, Niigata pre.

ゴミを出す場合、必ず有料指定袋に
入れて指定の場所にお出し下さい。

飲料水を毎日提供しています。
トイレは会場内に6ヶ所あります。

8 月 23

ゴミを収集する時間は 24 日（土）9:00
〜9:30、25 日
（日）9:00〜9:30 です。
10:00にゴミ集積所は撤収となります。
ゴミの分別にご協力をお願いします。
※駐車場は係員の指示に従い、指定の場
所をご利用下さい。
※夕刻から宵の時間帯は、会場周辺が大
変混み合いますのでご注意下さい。
※胎 内 市 の 許 可 無く、食 品や生き物 の
販売はできませんのでご注意下さい。

会 場 / 新潟県胎内市胎内平
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参加･入場無料

正午
過ぎ

会場内で行われる一部体験イベントや
胎内自然天文館への入館は有料となります。

喫煙コーナー
草地や林の中への車の乗り入れ、駐車は厳禁です。
ディープスカイ
エリア

テント設営に関してのご注意
テントサイトは、23 日（金）〜25 日（日）
（正午）のみ利用できま
す。この時間以前にテントなどがある場合は撤去いたします。
研修館の下など、指定以外のエリアでは絶対に張らないで下さ
い。また、テントエリア内への車の乗り入れ、駐車は厳禁です。

開催期間中、
夜間一方通行

時間 /18：00〜23：00
昆虫の家から夏井方面

その他 注意事項
至
る

すべてのエリアでのラジコンヘリ（ドローン）、ラジコンカーの使用を禁止
します。また、メイン会場内へのバイク、自動車等の乗り入れはできませ
ん。ステージやその周囲での花火、爆竹、スモーク等の使用はできません。

夏

井

テントエリア、林の中、
ディープスカイエリア内での駐車、
車の乗り入れは厳禁です。
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詳細は右上拡大図
をご覧ください。

研修館下は非常時以外
立ち入り禁止です。

開催期間中、
夜間一方通行

こちらの駐車場をご利用可能な時間は
PM7：00〜AM0：00（深夜）
となります。
ご注意下さい。
AM0:00（深夜）
を過ぎると入口のカギ
がかかりますので、
ご注意ください。

時間 /18：00〜23：00
昆虫の家から夏井方面

シャトル ■
バス乗場

至る 昆虫の家

■胎内星まつり2019

公式情報HP

http://www.tainai.jp

■恒例のインターネット生中継

http://www.tainai.info/

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、JPL 日本プラネタリウムラボラトリー inc. ／後援 : 月刊天文ガイド編集部／協力：天体望遠鏡光学機器メーカー、販売店、各種企業ほか

36th TAINAI STAR PARTY 2019

第 36 回
●神秘の巨樹に逢いに行く、
奥胎内巨樹巡礼ツアー

■自作望遠鏡大集合！
！
自作望遠鏡や機材をお持ち下さい。
天文ガイド編集部が取材に伺います。

■星まつり大ステージ発表
（あるいは公開生中継で放映）募集！
！

世界最大級の星空の祭典
胎内星まつりは胎内の美しい星空や自然の下に
集い楽しもうという自由参加のイベントです。会

ビデオ作品などを募集しています。
事前にお申し込みください→tainai01@tainai.jp
当日の申込みはできませんのでご注意ください。

今年も胎内星まつりで会いましょう! 胎内の豊かな自然のもと、昼夜にわたる多彩なイベントと
今年は美しい夏の天の川を満喫 !! 神秘的な土星の環も見頃です。

■恒例の大オークション品、
大抽選会出品を募集

場は新潟県胎内市の胎内平を中心とした広大な
エリアです。胎内自然天文館のあるメイン会場で
が、
より暗い場所を求める人には、森林の中の広
場「Deep Sky エリア」
が用意されています。今年

正午
過ぎ

会 場 / 新潟県 胎内市 胎内平

子供達に大人気の「あなたも気象予報士」、
「昆虫教室」
や
天然石を使用した
「アクセサリー作り体験教室」、胎内の自
然を満喫できる
「神秘の巨樹に逢いに行く、奥胎内巨樹巡
礼ツアー」。
これらは胎内市のブースや本部で受付してい
ます。会場では胎内の特産品を使った飲食メニューなど胎
内ならではの味覚が味わえます。

★昼の体験イベントも盛りだくさん★
●あなたも気象予報士

の開催は 23 日が下弦の月となるため、月が昇る
夜半頃までは美しい夏の天の川が、そして宵の南
の空には土星と木星が輝きます。

昆虫教室や天然石を使用したアクセ
サリー作り体験教室。天気図の描き
方が学べる天気予報教室など、夏休
みの子供たちにぴったりな楽しい体験
教室です。

●昆虫教室

胎内星まつり

23時〜

●アクセサリー作り
体験教室

ネット生中継「星まつり夜話」
ネット生中継は、
オフィシャルホームページ

www.tainai.jp からリンクされています。

メイン会場には 60 社にのぼる望遠鏡光学機器
カメラメーカー、望遠鏡天文グッツ販売店、
アウト
ドア用品販売店などのブースがたちならび、新製
品などのデモンストレーションや星まつり特価販
売などが行われます ! 最新機器による星雲星団、
神秘的な土星の環、木星の縞模様の変化をとら
えるチャンスです。胎内自然天文館前のステージ
などでは、
オークションや抽選会、星空コンサート
などが行われます。
また、専門家の指導による昆
虫教室、天然石アクセサリー作り、奥胎内巨樹巡
礼ツアー、あなたも天気予報士などの昼のイベ
ントも充実。2 日目には胎内自然天文館で天体写
真の写し方講座を開催 ! 夜間の天体写真撮影体
験も予定されています。今年の胎内星まつりも新
しい発見が待っているに違いありません。

星まつり会場内特設ブースから最新情報や今だから話せ
る星まつり秘話、
マニア向け特別情報をお届けします。
どんな方々のトークが飛び出すかはお楽しみ！
！

今年注目の星空

●メーカー最新機材のここがすごい！
！
●今日の星空情報、
ここが暗い！
！
●星まつりゆかりの人々に聞く！
！など

沼澤 茂 美
天の川

M8 干潟星雲

胎

T A I N A I

M13

内

ロイヤル胎内パークホテル

胎内市観光協会

大自然と
手をつなごう
www.tainai.info

〒959-2806 胎内市下赤谷 387-1 TEL（0254）47-2723 FAX（0254）47-2737

天体写真教室〈シーン別撮影法の実際〉

24 日（土）午後 1 時〜（会場：天文館）

初日は半月状の下弦の月が夜半に東の空から昇ってきます。それまではとても暗い
空が望めますので、天の川を観るには最適です。開会セレモニーの時間帯には、土星
や木星の姿をステージスクリーンに映し出せるかもしれません。南の空に輝く環の大
きく開いた土星を楽しむにはベストなタイミングです。全国でも有数の大気の安定度
を誇る条件で最新機器などのデモンストレーションを堪能できるに違いありません。
期間中は胎内自然天文館の 60 センチ望遠鏡も見ることができます（開館時間参照）

夏の胎内で
フルコースのくつろぎ

たるが橋観光交流センター

胎内の自然を
満喫しよう！

土星

オールシーズンリゾート

心癒される旅になる。

一般社団法人

25

※胎内市のイベントは24 日
（土）8：30 からの受付となります。
※「あなたも気象予報士」のみ本部での受付になります。

本部及び月刊天文ガイドブースで受け付けしていま
す。
また、昨年に引き続き、胎内星まつり
「メシエトライ
アスロン」開催予定。胎内の空に見えるメシエ天体を
「眼視」
「スケッチ」
「写真」で競うコアなイベントです。
応募用紙は本部で用意しています。

は、
ステージを中心に様々イベントが行われます

8 月23

at Tainai hill, Tainai-Shi, Niigata pre.

ロイヤル胎内パークホテル
〒959-2822 胎内市夏井 1191 番地 3 TEL（0254）48-2211 FAX（0254）48-2000

美しい星空風景の撮影法を、最新の
情報を交えながら紹介します。
ことし
は、基本的な撮影法の他に、四季の
さまざまな風景を織りまぜた「シー
ン別撮影法」
についても紹介します。

※参加費は無料ですが、天文館への入館料および整理券が必要となります。

●胎内星まつり杯テニス大会

胎内星まつり 2019

プ ロ グ ラ ム

23日
（金）

24日（土）

10：00 テントブースの設営
15：00 受付開始（受付をされると、大抽選会で当選
の可能性があります）
19：30 開会セレモニー 市長挨拶、実行委員会挨
拶、天文ガイド挨拶
…司会 : 柳家小ゑん師匠
メーカー販売店紹介、記念写真撮影
21：00 柳家小ゑん師匠の星空落語
22：00 会場内特設スタジオよりネット公開生中継
「星まつり夜話・第一部」 出演 : 柳家小ゑん、
井川俊彦、佐々木夏、沼澤茂美、大野裕明、各
メーカー代表者他

（テニス大会）
10：00 青空イベント
神秘の巨樹に逢いに行く、
奥胎内巨樹巡礼ツアー（有料）
13：00 あなたも気象予報士、胎内昆虫の家の昆虫教室
沼澤茂美・天体写真教室（天文館）…状況に
よって 2 回連続で開催の可能性あり
14：00 ロケット実験教室…進行 : 柳家小ゑん師匠
天然石アクセサリー作り
（有料）
15：00 恒例の第 1 回オークション+ 大抽選会ハイ
ブリッド開催…司会 : 柳家小ゑん師匠
17：30 星空コンサート
村上ボッサクラブ、Spring Line、
よさこい
和組、
ホームスイートホーム、
アクアマリン、
台湾のオカリナグループ・OMG、天文ガイ
ダース2 …司会 : 鍵冨 徹
23：00 会場内特設スタジオよりネット公開生中継
「星まつり夜話・第二部」
出演 : 柳家小ゑん、井川俊彦、佐々木夏、沼
澤茂美、大野裕明、各メーカー代表者他
※夜間に星空風景写真実践講座（昼の写真
教室のつづき）
を行う予定です。

交通のご案内
台湾

25日
（日）

地元で活躍する村上ボッサクラブ、
スプリン
グライン、
よさこい中条和組、
ホームスイート
ホーム。星まつりではおなじみのアクアマリ
ン、天文ガイダース 2。 さらに今年は、台湾
よりオ カリナ 演 奏 グ ル ー プ「OMG（The
Ocarina Moon Group）」
が参加予定です。

10：30 清掃、後かたづけ
11：30 第 2 回最終オークション
司会：柳家小ゑん師匠
12：30 記念撮影後解散
会場内では各種飲食店の他 24 日、25 日の午前 6 時
半頃から朝市、23 日、24 日の午後 5 時半頃から夕市
が開かれ、近隣の農家の方々により野菜などの販売が
行われます。

2020 金環日食情報

※当日の出演者は変更となる
場合があります。

充実の星空コンサート

来年の 6 月 21 日、
台湾で金環日食が見られます。金
環日食の中心帯が通る台湾の嘉
義市から、嘉義市天文協会の皆さ
んが出店し、金環日食を宣伝しま
す。現地の貴重な情報を教えてい
ただけるチャンスです。

at Tainai hill, Tainai-Shi, Niigata pre.

新潟 直行便就航！

8 月23
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113

会場の座標：
東経139°
30′
06″
北緯38°
01′
35″

交通のご案内

日本海東北自動車道で
「中条」まで。関東方面から関
越道でおいでの方は、日本海東北
道の中条インターから国道7号線に乗
って北上。盤越道ご利用の方は安田インターから国道290号線で北上。国
道113号線山形方面からこられる場合は、関川村下関を過ぎ、土沢のセブン
イレブン近くのバイパス入り口から左折して胎内市へ。JR最寄りの駅は中
条町と平木田駅で、中条駅からのバス及びタクシーの利用が便利です。

無料観光バスぐるっと胎内 停留所
2 便目

3 便目

4 便目

のりば

１便目

JR 中条駅東口

9：05

10：25 13：20 14：40

本町通り商店街

9：10

10：30 13：25 14：45

お問い合わせ先

道の駅胎内

9：25

10：45 13：40 15：00

ロイヤル胎内パークホテル

9：40

11：00 13：55 15：15

★宿泊案内・予約（電話番号）
● ロイヤル胎内パークホテル TEL：0254-48-2211

9：55

11：15 14：10 15：30

きのと観光物産館

10：05

11：25 14：20 15：40

JR 中条駅東口

10：25

11：45 14：40 16：00

JR 平木田駅前

◆夜間：胎内スキー場駐車場〜星まつり会場
〈バス往復運行〉23（金）、24 日
（土）18:00〜23:00

その他、胎内市、新発田市、村上市の旅館ホテルが利用できます。

★イベントに関するお問い合わせ
● 胎内市商工観光課
TEL：0254-43-6111（担当：平山）

※交通状況により多少時間のずれがありますが、
ご了承ください。

胎内
自然天文館

胎内星まつり開催期間中の営業時間 ※予定

※入館は昼・夜とも終了の
30分前までとなります。
ロケット実験教室

沼澤 茂美 天体写真教室
〈シーン別撮影法の実際〉

◎8/23 10：30〜16：00 19：00〜23：30
24 日
（土）午後 1 時より開催！
◎8/24 10：30〜16：00 19：00〜23：30 沼澤茂美 写真展 〜9月29日（日）まで
◎8/25 9：30〜12：00
「星空風景 2019」を開催！

からのお知らせ

柳家小ゑん師匠の星空寄席

36th TAINAI STAR PARTY 2019

60 センチ望遠鏡

チケットは星まつり期間中有効のフリー券（大人 300 円、小人 150 円）
を販売いたします。夜間はドームの整理券を発券いたします。

昨年から今年にかけて撮影された
美しい星空風景の最新作を大型写真で展示 !!!

胎内星まつり

協力金
の お願い

胎内星まつり運営のため、会場内に
設置した募金箱にご協力お願いします。

会場

36th TAINAI STAR PARTY 2019

8 月23

at Tainai hill, Tainai-Shi, Niigata pre.

海外ボードゲーム・銀と天然石のアクセサリー作り体験

★ふるさと体験の宿★
★ふるさと体験の宿★
ご宿泊・お食事・日帰り温泉

交流の館

八幡

食の工房

25
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星空の下で本格自家焙煎の珈琲をお楽しみください。

自家焙煎の店
〒950-0872 新潟県新潟市東区牡丹山 1-21-12
TEL＆FAX 050-1450-0619 URL http://ateliertonton.com

新潟県
胎内市胎内平

珈琲舎ぐれ

〒959-2646 胎内市西栄町2-35 TEL&FAX.0254-20-8027

かがり火

〒959-3942 新潟県村上市勝木1099番地 TEL0254-60-5050
http://www.chuokai-niigata.or.jp/sanpoku-taiken/hatiman.html

事務用品・OA 機器・スチール製品・書籍・教材・スポーツ用品

美味しいお酒をご用意してお待ちしております
久保田・越州・越乃景虎・ふじの井・吉乃川・麒麟山

越後地酒屋
本社 〒959-3265 新潟県岩船郡関川村下関 45-2
TEL（0254）64-1018（代） FAX（0254）64-0258

ヤマキチ酒店

〒959-2807 胎内市黒川1403 TEL 0254-47-2448 FAX 0254-47-2448
E-mail yamakichi@sage.ocn.ne.jp

土木工事業・舗装工事業

（有）創 栄 建 設

一般測量・航空測量・調査・設計
本社 〒959-3132 新潟県村上市坂町 2403-20
TEL(0254)62-5492 FAX(0254)62-4995

医療法人白日会

本社 新潟県胎内市黒川1668番地1 TEL（0254）47-2548（代）

黒川病院

（株）
水倉組 新発田営業所

快適な暮らしづくりのお手伝い。LPガス、灯油販売

株式会社
ホームページ http://www.inouezaimokuten.com/
胎内市本郷町 1-5 ☎
（代）
0254-43-2151・FAX0254-43-2119

ストパネ工法

〒957-0016 新発田市豊町 2 丁目 6-28
TEL
（0254）
24-4428 FAX
（0254）
24-4581

〒959-2664 新潟県胎内市柴橋780-1
TEL（0254）44-7870 FAX（0254）43-5357

建築土木設計施工・木材・製材・製函・宅建

〒959-2805 新潟県胎内市下館字大開1522番地
TEL 0254-47-2422 FAX 0254-47-3181
http://www.hakujitsukai.com

〒367-0017 埼玉県本庄市傍示堂461-3
TEL080-5426-7434 FAX0495-71-7386

Made in 新潟

小谷商店

〒959-2807 新潟県胎内市黒川1341
TEL（0254）47-2811 FAX（0254）47-2912

住宅設備機器工事、
冷暖、
空調、
福祉用品販売

株式会社

東亜住設株式会社

大平組

株式会社 ヨシデン
取締役工場長

〒959-2804 新潟県胎内市塩沢235番地1
TEL（0254）47-2620（代表）
FAX（0254）47-2402

傳

〒959-2647 新潟県胎内市北本町 7 番 9 号
TEL（0254）43-2328 FAX（0254）43-2504 http://www.toua-j.jp

清一郎

〒959-2804 新潟県胎内市塩沢166-1
TEL（0254）47-2041（代）FAX（0254）47-2129
URL:http://www.yoshida-denzai.co.jp

消防用システム＆機器、住宅用火災警報器

有限会社
本 社 〒959-3132
新潟県村上市坂町 1760 番地 1
TEL(0254)62-3161（代）FAX(0254)62-5518

〒957-0058 新発田市西園町3丁目1番25号
TEL(0254)22-3337（代）FAX(0254)22-5029

http://www.hei.co.jp/

環境にやさしい地域づくりのお手伝い。
資源リサイクル
（鉄くず・新聞・雑誌・段ボール）
廃棄物処理（粗大ごみ、会社ごみ・家庭ごみ）

株式会社

渡辺陞三商店
胎内市高野777-2

TEL 0254-43-3743

安全索道株式会社
本
社：滋賀県守山市勝部町471番5
信越支店：長野市南高田2丁目6-8
TEL026-259-8900 FAX026-259-8903
http://www.ansaku.co.jp/

電気設備工事のことなら私達プロにおまかせ下さい！
！

胎内地区電気工事組合
会長
営業時間
18：00〜24：00

〒958-0866 村上市村上2705番地6 Tel・Fax：0254-52-7140

水澤 貴洋

副会長

！
交通誘導のパイオニア！

索道輸送設備の設計・製造及び据付

中村 公一

事務局

内藤 英樹

事務所 /〒959-2654 新潟県胎内市本郷町 16-23 TEL0254-43-2224 FAX0254-43-4988

本

社

新発田
営業所

新潟県村上市藤沢 100-1
TEL
（0254）
50-5525 FAX（0254）50-5630

新潟県新発田市荒町甲 1559-1
TEL
（0254）
20-0676 FAX（0254）23-7158

