
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

■ 胎内星まつりLIVE! 2021 公式情報HP　http://www.tainai.jp

Live!無観
客

"38th" TAINAI
STAR PARTY 2021

インターネット生中継

新型コロナウイルス感染症対策に応じ、開催の内容を変更する可能性があります。

www.tainai.jp/live
8月27日（金）午後～8月28日（土）夜半前後
無観客開催/会場への入場はできませんLive!無観

客
ネット生中継開催 “38th ” TAINAI STAR PARTY 2021

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

営業時間
18：00～24：00

村上東店

赤 道 店

笹 口 店

村上市大字山辺里字太田326-1
Tel 0254-53-3216
新潟市東区牡丹山6-8-9
Tel 025-271-4700
新潟市中央区笹口2-12-15
Tel 025-243-6311

新潟市中央区上近江1-1-32
Tel 025-283-1122
新潟市東区新松崎2-5-25
Tel 025-271-4151
長岡市巻渕700-1
Tel 0258-52-1313

近 江 店

松 崎 店

栃 尾 店

新潟市東区下木戸3-3-11
Tel 025-278-9107

U-Select
新潟中央

The Power of Dreams

Photo : e:HEV Z（FF） ボディーカラーはプレミアムサンライトホワイト・パール

どんな冒険も、最初の一歩を踏み出すことから始まる。
ヴェゼルはペダルのわずか一踏みで、
あなたをあたらしい世界へと連れてゆきます。

All-New
VEZELe:HEV
世界に、あたらしい気分を。

www.tainai.jp/live
新型コロナ感染症対策として、開催期間中の星まつり会場、
胎内平全域への出入りはできませんのでご注意ください。
周辺区域でのキャンプなど一切が禁止されます。

Net生中継開催！
2021年8月27日午後～28日〈FRI〉 〈SAT〉夜半

前後

Tainai Star Party just a decade ago

2011年開催！！10年前の胎内星まつり
Tainai Star Party just a decade ago

2011年開催！！10年前の胎内星まつり

2019年開催の記念撮影より

来年・39回開催・は、星まつり会場で会いましょう！！来年・39回開催・は、星まつり会場で会いましょう！！
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（土） 第1チャンネル　　第2チャンネル

休止中

鳫さん・塩田さんの
太陽観測教室

胎内市紹介コーナー

胎内市観光映像

胎内昆虫の家の
昆虫教室

クレーストーン博士の館紹介

ロケット発射実験

お宝映像
放映予定

胎内市観光映像

星空コンサート

よさこい中条 和組

長峰さんの
天気予報教室

わくわく
ENGLISH

沼澤茂美
天体写真教室

星まつり夜話-2
メーカー特別インタビュー
天体望遠鏡・カメラメーカー各
社の最新情報をお届けします。

台湾・台北市天文協会
嘉義市天文協会生出演

〈無観客生中継開催〉
8月27日(金)午後7時～28日(土)夜半前後
中継会場/新潟県胎内市胎内平・胎内自然天文館 他新型コロナ感染対策下で胎内星まつりで何ができるの

かを慎重に検討してきましたが、今年も昨年に引き続き、
星まつりのすべてのプログラムを無観客ネット中継開催
することに決定いたしました。 各イベントは収録映像と
現地からの生中継で全国、そして世界に発信いたします。
胎内の魅力、特に奥胎内の自然の素晴らしさを居ながら
にして体験できます。また、胎内自然天文館からは、さま
ざまな天体のライブ映像をお届けする予定です。自然散
策や星空教室などの映像は、4K収録とドローンを駆使
した高精細映像でお楽しみいただけます。もちろん、星
空コンサートなどのステージイベントもリアルタイムに
中継いたします。いつもの胎内星まつりをネット中継で
お楽しみください。 台湾の数カ所を結んで、現地からの
生中継も予定しています。

第38回 開催は
昨年に引き続き無観客ネット生中継

www.tainai.jp/live
新型コロナ感染対策として、開催期間中の胎
内平(星まつり会場）への出入りはできませ
んのでご注意ください。  周辺区域でのキャ
ンプなど一切が禁止されます。

重  要

例年通り胎内星まつりオフィシャルグッズの販売をネットを通じて行います。
販売品目は、オフィシャルTシャツ、2022カレンダー、星空写真撮影ガイド
ブック購入の方には先着100名に星まつり特製缶バッジを差し上げます。
収益金は胎内星まつりの運営に使わせていただきます。どうぞよろしくお願
いいたします。当日の申込は 胎内自然天文館0254-48-0150と特設電話、
E-mail : tainai01@tainai.jp で受け付けています。

オフィシャルグッズの販売
ネット生中継はスマートフォンやパソコンなど、インターネットが利用できる機器を使って試聴できます。

Live!無観
客

ネット生中継開催 “38th ” TAINAI STAR PARTY 2021

グッズ販売、生中継サイトなどすべての情報は
www.tainai.jp をご覧ください。

神秘的な環を持つ土星と木星がベストなシーズン。夕方には西の空に金星も輝きます。27日は月齢20の月が
午後9時頃に昇ってきます。それまでは夏の天の川とそこに点在する星雲星団に注目です。翌日の月の出は9時
半少し前になります。両日とも月の変化に富んだ地形も堪能できます。全国でも有数の大気の安定度を誇る条件
で最新機器のデモを行う可能性も。超高感度カメラを駆使してさまざまな天体の表情をお届けする予定です。

缶バッチ カレンダ
ー

Tシャツ

月例20の月

胎内星まつり2021 生中継プログラム（予定） www.tainai.jp/live
※無観客開催となります。開催中、胎内平への入場および通行は規制されます。天文館のステージ及び館内に設置した特設スタジオの2カ所から2チャンネルで生中継します。

柳家小ゑん師匠の星空寄席

今年の
星空★ ★

グリーンハウス裏ステージ 天文館内 その他の場所

当日の出演者は変更となる場合があります星空コンサート星空コンサート 出演アーティスト（予定）
　  天文ガイダース2　　　　　タカハシ 和歌子　　　　渡 辺 大輔

スプリングライン　　　　　  アクアマリン　　　　 豊田貴志と木下みどり

よさこい中条 和組

ホームスイートホーム

〈イベントに関する問い合わせ先〉
胎内市商工観光課  TEL:0254-43-6111
また、プログラムの内容などに関する質問やメッ
セージは「tainai01@tainai.jp」にお寄せください。
メッセージは生中継の中で紹介させていただきま
す。開催当日は特設電話を設置する他、胎内自然天
文館（0254-48-0150）でも問い合わせを受け付け
ております。  他に、 Facebook 「胎内 星まつり」を
ご利用ください。

インターネット生中継は、インターネットに接続されたパソ
コンやスマートフォンで視聴することができます。ここに表
記されたアドレスか、QRコードをご利用ください。生中継
映像は、チャットを利用してコメントをお寄せいただくこと
が可能です。メッセージなど、どんどんお寄せください。
最新の情報や生中継、ネットショップについてのすべての
情報は「www.tainai.jp」からアクセスが可能です。

星まつり夜話など、出演メーカーの詳細は決まり次第、
ホームページでお知らせいたします。

よさこい中条 和組

渡辺大輔

スプリングライン

タカハシ和歌子

ホームスイートホーム

　  〈 出演交渉中 〉

アクアマリン

天文ガイダース2

豊田貴志と木下みどり

天体ライブ中継
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23時
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29
（日）

午前1時頃終了予定

星まつり夜話-3
メーカー特別インタビュー
天体望遠鏡・カメラメーカー各
社の最新情報をお届けします。

岩上さんの
星空教室

伊東さんの
天文教室

プラネタリウム夜話

胎内星まつり2021
総括と次回開催

星まつり夜話-1
メーカー特別インタビュー
天体望遠鏡・カメラメーカー各
社の最新情報をお届けします。

会場の様子など

開会式
胎内市観光映像

天体デモ映像30分
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19時

20時
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22時

23時
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1時

27
（金） 第1チャンネル　　第2チャンネル

柳家小ゑん師匠の
星空寄席

思い出の胎内星まつり80～90年代
放映予定　午前1時頃終了

試験放送　　　　　　　　試験放送

星空中継

サイズはS, M, L, LL メールで予約を受け付けています

ロケット実験教室胎内市観光映像

天気予報教室 昆虫教室 沼澤茂美 天体写真教室アクセサリー教室

木星　　　　　　　　　土星　　　　　　　　　 M27アレイ状星雲　　  M8干潟星雲　 　　　　 M13



www.tainai.jp/live
8月27日（金）午後～8月28日（土）夜半前後
無観客開催/会場への入場はできませんLive!無観

客
ネット生中継開催 “38th ” TAINAI STAR PARTY 2021

www.tainai.jp/live
8月27日（金）午後～8月28日（土）夜半前後
無観客開催/会場への入場はできませんLive!無観

客
ネット生中継開催 “38th ” TAINAI STAR PARTY 2021

●イベントに関する問い合わせ
　 胎内市商工観光課  TEL:0254-43-6111
●プログラム内容に関する質問・メッセージ
　 「tainai01@tainai.jp」にお寄せください。
　 メッセージは生中継の中で紹介させていただきます。
●開催当日の問い合わせ・グッズの注文
　 胎内自然天文館( 0254-48-0150)ほか特設電話、
　 mail：tainai01@tainai.jp
●Facebook 「胎内 星まつり」もご利用ください。

インターネット生中継は、インターネットに接続されたパソコンやスマートフォンで視聴
することができます。ここに表記されたアドレスか、QRコードをご利用ください。 生中
継映像は、チャットを利用してコメントをお寄せいただくことが可能です。 メッセージな
どどんどんお寄せください。 最新の情報や生中継、ネットショップについてのすべての
情報は「www.tainai.jp」からアクセスが可能です。
Facebook 「胎内 星まつり」でも最新の情報を発信しています。
オフィジャルグッズの販売は、開催当日に電話とE-Mailで受け付けていますが、
Tシャツの事前予約も受け付けています。

インターネット生中継は、インターネットに接続されたパソコンやスマートフォンで視聴
することができます。ここに表記されたアドレスか、QRコードをご利用ください。 生中
継映像は、チャットを利用してコメントをお寄せいただくことが可能です。 メッセージな
どどんどんお寄せください。 最新の情報や生中継、ネットショップについてのすべての
情報は「www.tainai.jp」からアクセスが可能です。
Facebook 「胎内 星まつり」でも最新の情報を発信しています。
オフィジャルグッズの販売は、開催当日に電話とE-Mailで受け付けていますが、
Tシャツの事前予約も受け付けています。

www.tainai.jp/live
出演メーカーなどの最新情報は
www.tainai.jp をご覧ください。

ネット中継はこちらから

新型コロナ感染対策として、開催期間中の胎内平(星ま
つり会場）への出入りはできませんのでご注意下さい。 
周辺区域でのキャンプなど一切が禁止されます。

重要
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●
乙宝寺
tel：0254-46-2016

●乙まんじゅうや県立青少年自然の家●

　●はまなすの丘

　　●
塩の湯温泉
tel：0254-45-3325

●松原ステーブルス

    ●
Cafe Paradiso

中条グランド
●ホテル
●珈琲舎ぐれ

●長池憩いの森公園
　チューリップフェスティバル会場

中条駅西口
　のれん街
　　　　 ●

城の山古墳
tel0254-47-3409
（生涯学習課）●

道の駅胎内 tel：0254-47-2723
越後胎内観音
クアハウスたいない tel：0254-47-2660
胎内市美術館 tel：0254-47-2288
黒川郷土文化伝習館
tel：0254-47-3000
樽ケ橋遊園 tel：0254-47-3521

胎内星まつり会場（胎内平）
胎内自然天文館 tel：0254-48-0150

胎内昆虫の家 tel：0254-48-3300
クレーストーン博士の館 tel：0254-48-2011
胎内フラワーパーク
ロイヤル胎内パークホテルtel：0254-48-2211
胎内フィッシングパーク
 tel：0254-48-3435
胎内高原ビール園
 tel：0254-48-2020

シンクルトン記念公園
tel0254-47-3409（生涯学習課）
　　 　●

　　　　● ししのくらの森

●奥胎内トレッキングコース            ●
奥胎内ヒュッテ
 tel：0254-48-0161
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本社 新潟県胎内市黒川1668番地1 TEL（0254）47-2548（代）

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

（株）水倉組新発田営業所
Made in 新潟　ストパネ工法

株式会社 小谷商店
〒959-2807 新潟県胎内市黒川1341
TEL （0254）47-2811　FAX （0254）47-2912

快適な暮らしづくりのお手伝い。LPガス、灯油販売

有限会社

〒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

消防用システム＆機器、住宅用火災警報器

〒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

住宅設備機器工事、冷暖、空調、福祉用品販売

東亜住設株式会社

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

環境にやさしい地域づくりのお手伝い。

渡辺陞三商店
株式会社

胎内市高野777-2　TEL 0254-43-3743

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）

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
　　  http://www.hei.co.jp/

エネルギー・サービス業
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/

索道輸送設備の設計・製造及び据付
交通誘導警備・駐車場警備・イベント警備

本　社

新発田
営業所

新潟県村上市藤沢124-10
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

新潟県の

星紀行

www.tainai.jp/live
8月27日（金）午後～8月28日（土）夜半前後
無観客開催/会場への入場はできませんLive!無観

客
ネット生中継開催 “38th ” TAINAI STAR PARTY 2021
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8月27日（金）午後～8月28日（土）夜半前後
無観客開催/会場への入場はできませんLive!無観
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ネット生中継開催 “38th ” TAINAI STAR PARTY 2021

佐渡

粟島

磐越自動車道

関越自動車道上信越自動車道

日本海東北
自動車道

北陸自動車道

新潟中央 IC

津川 IC

上越 IC

妙高高原 IC

糸魚川 IC

柏崎 IC

三条燕 IC

長岡 IC

湯沢 IC

小千谷 IC

朝日
まほろば IC
村上瀬波
温泉 IC

中条 IC

クアハウスたいないクアハウスたいない乙宝寺乙宝寺 胎内高原ビール園胎内高原ビール園長池憩いの森公園長池憩いの森公園

チューリップフェスティバルチューリップフェスティバル

巨大なブナの木に
出会えるパワースポット
「ししのくらの森」

巨大なブナの木に
出会えるパワースポット
「ししのくらの森」胎内観音胎内観音胎内観音

胎内昆虫の家胎内昆虫の家

胎内フラワーパーク胎内フラワーパーク

〒959-2643 新潟県胎内市東本町25-50 TEL:0254-43-6060
http://www.nakajo-gh.com/

胎内市の星空をお楽しみください！！

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

事務用品・OA機器・スチール製品・書籍・教材・スポーツ用品

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

土木工事業・舗装工事業

（有）創 栄 建 設

本社 〒959-3132  新潟県村上市坂町2403-20
　　　TEL(0254)62-5492   FAX(0254)62-4995

一般測量・航空測量・調査・設計

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

交流の館交流の館 食の工房食の工房かがり火かがり火八幡八幡

★ふるさと体験の宿★★ふるさと体験の宿★★ふるさと体験の宿★
ご宿泊・お食事・日帰り温泉ご宿泊・お食事・日帰り温泉

〒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

海外ボードゲーム・銀と天然石のアクセサリー作り体験

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

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

野島出版発行 沼澤茂美著
「にいがた星紀行」より

米納津隕石
1837年（天保8年）に
現燕市富永の水田に落
下。落下地には記念碑
が建つ。実物は国立科
学博物館に展示。

魚沼市自然科学館 星の家
標高555mの好条件に、口径40cm
の望遠鏡を備える天文台。

最近急速に普及してきたIndia Pale Ale(IPA)は、い
わゆる日本のビールの大半を占めるラガーとは異な
り、上面発酵によって常温で短期発酵させて作り出す
エールという種類のビールです。しかも通常の3倍
のホップを用いることで、独特の強い苦み、深いコク、
フルーティーな味を楽しむことができます。さらに新
潟県産コシヒカリをを加えひじょうにバランスのとれ
た飲みやすいIPAに仕上がっています。他の国産
ビールに物足りなさを感じる方におすすめの1本！！
ロイヤル胎内パークホテル、胎内市のイオンスタイル中条店は
じめ新潟県内各所、及び Yahooネット通販でお求めください

山の駅 胎内高原ビール園
0254-48-2020
info@tainaibeer.com
〒959-2823
新潟県胎内市熱田坂670番地

胎 内 胎内川を中心に、海･山･里が一体になった美しいふる里です。胎内川を中心に、海･山･里が一体になった美しいふる里です。の観光スポット！の観光スポット！

シンクルトン記念公園シンクルトン記念公園

奥胎内ヒュッテ奥胎内ヒュッテ

ロイヤル胎内パークホテルロイヤル胎内パークホテル

奥胎内トレッキングコース奥胎内トレッキングコース奥胎内トレッキングコース

クレーストーン博士の館クレーストーン博士の館

松原ステーブルス
現役馬としての役目を終え、静かに余生を過ごす ...
馬たちの養老牧場。前日までのご予約で乗馬体験も可能です。
第 1種動物取扱業 第 1005004 号
〒959-2721 新潟県胎内市築地字築地原 2484
ホームページ：https://matsubarastables.webnode.jp/

城の山古墳城の山古墳

奥胎内の巨大トチノキ奥胎内の巨大トチノキ

Cafe Paradiso
tel：0254-28-8337

ビーチサイドの
イタリアン

ビーチサイドの
イタリアン

乙（きのと）まんじゅうや

乙宝寺の門前に店を構え、
創業200年以上！！胎内高原
ビールも販売しています。
tel：0254-46-2008

胎内フィッシングパーク胎内フィッシングパーク

胎内市美術館胎内市美術館

波模様の巨大な岩「大波石」波模様の巨大な岩「大波石」

黒川郷土文化伝習館黒川郷土文化伝習館

笹川流れの漁り火と天の川

芭蕉が見た星空

奥胎内の天の川絶景

枝折峠の星空
「雪国」の星空

大池「星の降る池」伝説の星空

撮影：松林 宏

笹ヶ峰牧場の星空

妙高･笹ヶ峰牧場
日本100名山にも数えられる妙
高山の麓に広がる笹ヶ峰高原。

出雲崎町
山形から日本海に沿って
南下した松尾芭蕉が、名吟
「荒海や佐渡によこたふ天
河」を残した地。

大佐渡スカイライン
南東から南にかけて、空が少し明るい
が、他は良好、標高900メートルの空が
楽しめる。冬季は積雪で閉鎖。

胎内自然天文館
胎内星まつりのシンボル！
口径60㎝望遠鏡や太陽望遠
鏡などを完備。

越後湯沢
川端康成の小説「雪国」の舞
台となった雪国の宿「高半」。 
ここには沼澤茂美作「雪国」の
原画が展示されている。

口径40㎝と35㎝の望遠鏡を
備えた2つのドームが特徴の
多機能天文台。

ポーラースター神林

枝折峠（しおりとうげ）
県内有数の暗い空を誇る国道
352号沿いにある峠で、雲海と滝
雲でも有名な観光地。

笹川流れは、日本百景に
も選ばれた風光明媚な
海岸で、高い透明度の
海と、日本海の荒波が作
り出した奇岩が有名。

笹川流れ

櫛池隕石と上越清里
1920（大 正9年）上
越市清里区の水田に
落下。上越市立清里
歴史民俗資料館に実
物が展示されている。
星のふるさと館は口
径65㎝望遠鏡とプ
ラネタリウムを完備。

上越清里・星のふるさと館

村上市・大池
冬から初春の星空の様子が、
情緒豊かに話し継がれた民話
「星の降る池伝説」が残る池

粟島 全島すばらしい星空が堪能できる。
粟島で見る星は、高山で見る星のよ
うに星が大きく見え、近く感じる。

魚沼スカイライン
魚沼丘陵の尾根に沿った約20キロの行
程。夜景と共に満天の星空が楽しめる。
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