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TAINAI STAR PARTY 2015
Tainai hill, Tainai-Shi, Niigata JAPAN.
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会場 / 新潟県胎内市胎内平

32nd

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
TEL0254 - 48-2789
21日
（金）15：00
〜23日
（日）11：30まで

会場までは

MTC

会場 のご案内
無料

シャトルバスのご利用が便利です。
胎内スキー場駐車場から会場まで運行します。
※21 日（金）、22 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。

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

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。
ゴミを収集する時間は 22 日（土）9:00
〜9:30、23 日
（日）9:00〜9:30 です。
10:00にゴミ集積所は撤収となります。
※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。

飲料水を毎日提供しています。

TAINAI STAR PARTY 2015
Tainai hill, Tainai-Shi, Niigata JAPAN.

大自然のもと、
昼夜にわたる多彩なイベントと満天の星空が待っている！
今年も胎内星まつりで会いましょう
！

21

トイレは会場内に6ヶ所あります。

ディープスカイ
エリア

2015

草地や林の中への車の乗り入れ、駐車は厳禁です。
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会場内で行われる一部体験イベントや
自然天文館への入館は有料となります。

テント設営に関してのご注意
テントの設営は、星まつり開催中の 3 日間だけ許可された場
所でのみ行うことができます。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。

その他 注意事項

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。

P
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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。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。

こちらの駐車場をご利用できる時間は
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。

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。

シャトル ■
バス乗場

至る 胎内アウレッツ館・胎内昆虫の家他

■胎内星まつり2015

http://www.tainai.jp
http://www.tainai.info/

公式情報HP Oﬃcial Information Page

■恒例のインターネット生中継 アドレスは

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

TAINAI STAR PARTY 2015

大自然のもと、昼夜にわたる
多彩なイベントと
満天の星空が待っている！

2015

32nd

★世界最大級の星空の祭典「胎内星まつり」
★

胎内星まつり

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

ミニFM局開設

という自由参加のイベントです。会場は新潟県胎内市の胎内
平の広大なエリアです。胎内自然天文館のあるメイン会場で

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！
！

は、
ステージを中心に様々イベントが行われ、夜になれば会場
内の望遠鏡で夏の夜空の神秘を体験できます。
また、人工光
の影響を避けたより暗い場所を求める人には、森林の中の広

32nd

★昼の体験イベントも盛りだくさん★
子供達に大人気の「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
「奥胎内トレッキングツアー」
、胎内の遺跡「城の山古墳」見学ツアー（予定）
。
これらは
胎内市のブースで受付しています。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。※胎内市のイベントは22 日（土）8：30 からの受付となります。

●奥胎内
トレッキングツアー
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Tainai hill, Tainai-Shi, Niigata JAPAN.
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2015

●胎内の遺跡
城の山古墳見学ツアー
全国的な注目を集めた日本海側最北の古
墳である城の山古墳。臨場感あふれる解
説で古代へのロマンを感じてください。

奥胎内のブナ林を歩く

●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！
！

場「Deep Sky エリア」
が用意されています。
メイン会場には５０社を超える望遠鏡光学機器メーカー、望
遠鏡、天文グッズ販売店、
アウトドア用品販売店などのブース

※特設ブースより半径 50メートルの範
囲で FMラジオでご利用になれます。

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。

●テニス大会

●天気予報教室

●石工体験教室

★会場の星空も多彩です★
宵の時間に月が沈み、夜半前から胎内平の素晴らしい星空が望めます。会場にかかる夏の天の川
は絶景です。午後 10 時半頃までは西の空に土星が位置します。全国でも有数の安定した気流を
ほこる胎内での惑星の見え味は抜群です。大型望遠鏡や最新機器などを体験できるチャンスで
す。期間中は胎内自然天文館の 60 センチ望遠鏡も覗くことができます
（天文館公開時間参照）。
M57

然を
の自
内
胎
よう！
M31
満喫し

M8

ステージを中心に行われます。望遠鏡などが格安で手に入る

自作望遠鏡や機材をお持ち下
さ い。天 文 ガ
イド編 集 部 が
取材させて
いただきます。

土星

「大オークション」
や受付番号でさまざまなグッズが当たる
「抽
選会」、大型映像を使った
「映像発表」、30 回から二部制に拡張
された
「星空コンサート」など恒例のプログラムでお楽しみくだ
さい。また、専門家の指導による昆虫教室、石工体験教室、ロ

■星まつり大ステージ発表募集！
！
■恒例の大オークション品を募集！
！

ケット発射実験、奥胎内トレッキングツアーなどの青空イベント
も充実。夏休みの体験学習にも最適です。周囲の広大な森林公

夏の天の川

月

天文ガイドブースで受け付けしています。

園は、開催期間に限ってテントを設営することができます。

オールシーズンリゾート

心癒される旅になる。

胎

T A I N A I

内

夏の胎内で
フルコースのくつろぎ
ロイヤル胎内パークホテル

たるが橋観光交流センター

一般社団法人

胎内市観光協会

日本望遠鏡工業会

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

一般社団法人

〒179-0084 東京都練馬区氷川台 2 丁目3 番 1 号
TEL（03）5398-1687 FAX（03）3937-4216 HP www.jtmas.jp/

株式会社 胎内リゾート
〒959-2822 胎内市夏井 1191 番地 3 TEL（0254）48-2211 FAX（0254）48-2000

天文ファン向け特別企画

「メシエトライアスロン」

■自作望遠鏡大集合！
！

イベントプログラムは、会場にある胎内自然天文館前のメイン

月のない空は最適の条件です！
応募用紙は会場で用意しています。

胎内星まつり盃「メシエトライアスロン」は、胎内星まつり
実行委員会と月刊天文ガイドの独自企画の天体観察イベ
ントです。
できるだけたくさんの天体をとらえ、その数と観
測クオリティーを競 います。星 雲や星 団、銀 河といった
「Deep Sky 天体」
を望遠鏡を通して「目で観察」、
「スケッ
チする」、
「写真観測を行う」の 3 つの方法で観察した結果
を指定の「メシエマラソン記録ノート」
（B5 判・64 ページ
/300 円・・・本部もしくは天文ガイドで販売しています）
に
記入し応募してください。結果は WEBまたは天文ガイド
誌上で発表し、上位入賞者には豪華景品が用意されます。

●昆虫教室

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。

胎内星まつり 2015

プ ロ グ ラ ム

交通のご案内

TAINAI STAR PARTY 2015

32nd

21日
（金）
10：00 テントブースの設営開始
15：00 本部開設、受け付け開始
19：00 開会セレモニー
開会の挨拶：胎内市長、実行委員長、実行
委員会、天文ガイド、
メーカー自己 PR
司会：柳家小ゑん師匠
記念写真撮影
20：30 小ゑん師匠の星空寄席
21：40 大型映像「天体ショーデモ」他
自由発表会（ビデオ、画像、
観測発表など）。会場内は、
自由観察・機材デモなど
自由に行われます。
※会場内特設ブースから「胎内星まつり miniFM 中継」を
予定しています（21 日 22 日夜）

21

Tainai hill, Tainai-Shi, Niigata JAPAN.
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★

★

★

大抽選会

22日（土）
10：00
10：30
11：00
13：00
14：00
15：00
16：00

柳家小ゑん師匠の星空寄席

17：30
18：30

22：00

会場の座標：
東経139°
30′
06″
北緯38°
01′
35″

★

日本海東北自動車道「中条インター」

充実の星空コンサート

関東方面から関越道でおいでの方は、
日本海
東北道中条インターから国道7号線にのって
北上。磐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、
土沢地内から左折して胎内市へ。JR最寄りの
駅は中条駅で、
タクシーの利用が可能です。

★

星まつりをより広く親しんでもらおうと1985 年の第 2 回開催から始められ
た
「星空コンサート」
はしだいに規模を拡大し、第 30 回開催以降 2 部構成と
なりました。開始は2 日目の午後 5 時 30 分からです。1 部は地元で活躍する
「村 上 ボッサ クラブ」
「Spring Line」他。2 部 は「ホ ー ム ス イ ートホ ー ム」
「ORANOA」
「天文ガイダース2」
「アクアマリン」
が出演予定です。

テニス大会（受付は前日本部で行います）
城の山古墳見学ツアー（胎内市･有料）雨天中止
奥胎内トレッキングツアー（胎内市･有料）雨天中止
あなたも気象予報士、
胎内昆虫の家の昆虫教室（胎内市）
ロケット実験教室、
石工アクセサリー教室（有料・胎内市）
大抽選会（本部での受付番号が必要です）
恒例の第 1 回オークション
司会：柳家小ゑん師匠
星空コンサート一部（出演：村上ボッサクラ
ブ、Spring Line 他）
胎内市 PR「よさこい中条和組・板額太鼓」
星空コンサート二部（出演：ホームスイート
ホーム、ORANOA、天文ガイダース2、
アク
アマリン）司会：柳家小ゑん師匠
会場内は、自由観察・機材デモ など自由に
行われます。

星空コンサート

◆夜間：胎内スキー場駐車場〜星まつり会場
（バス往復運行）21 日
（金）、22 日
（土）18:00〜23:00
※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。

出演アーティスト（予定）

胎内自然天文館 からのお知らせ

当日の出演者は変更となる場合があります

胎内星まつり開催期間中の営業時間

23日
（日）

◎8/21
◎8/22
◎8/23

Spring Line

村上ボッサクラブ

10：00 ごみ拾い、後かたづけ
11：00 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

10：30〜16：00
10：30〜16：00
9：30〜12：00

星空コンサート

19：00〜23：30
19：00〜23：30

（入館は昼・夜とも終了の30分前までとなります）

夜の部は入館時に望遠鏡の見学整理券を発行いたします。
60 センチ望遠鏡

ホームスイートホーム

展示学習コーナー

お問い合わせ先

★メ ーカー販売店さんの出店申し込み・
ビデオ発表の申し込み等
・JPL
（tainai01@tainai.jp）

★宿泊案内・予約
（電話番号）
・ロイヤル胎内パークホテル／0254-48-2211
・胎内アウレッツ館／0254-48-3321

ロケット実験教室

※予定

チケットは星まつり期間のフリー券を販売いたします。
●大人300円 ●小人150円（胎内星まつり期間中有効）

ORANOA

記念撮影

2015

オークション

天文ガイダース2

★開催期間中の問い合わせ先
・星祭り会場内胎内市ブース／0254-48-2877

★イベントに関するお問い合わせ
・胎内市商工観光課
（担当：平山）
／0254-43-6112

アクアマリン

ユーハン工業株式会社

アルミ表面鏡の再コーティング

ジオマテック株式会社
〒989-5184 宮城県栗原市金成小迫金沼 9
TEL（0228）42-1764 FAX（0228）42-3029 sales@geomatec.co.jp

SGRプロジェクト天体観測システムで天体観測のIT化

ダイイチ株式会社

TEL（0268）29-8212 FAX（0268）21-8424
E-mail:info@sgr.dai1.jp ホームページ:http://sgr.dai1.jp

初心者応援、全力全開！萌え系？ 天文サポートショップ！

アストロステーション

SEAofSKY

〒213-0034 神奈川県川崎市高津区上作延 833-7
Tel/090-9816-3517 http:// www.seaofsky.com

昭和電池工業所
小池 重文

〒311-1226 茨城県ひたちなか市幸町 4-26
TEL080-1085-1705 FAX029-262-3755 bunbunbun311@me.com

沼澤 茂美 著

好評発売中

「にいがた星紀行」

2,100円

（税込）

約 4 年間にわたって新潟日報に掲載されたにいがた星紀
行。
その中から新潟関連の記事を集約し、大幅な増補を
加えました。郷土に伝わる星物語、世紀末〜今日まで話題
の天文現象・・、美しい写真。
イラストで紹介します。

★E-mail、
はがき等でご注文いただいた方は、送料無料で
発送いたします。E-mail:nojima@shuppan.co.jp
〒955-0062 新潟県三条市仲之町1-7
Tel 0256-34-3592 www.shuppan.co.jp

占い・パワーストーン・癒し雑貨
〒957-0052 新発田市大手町 4-3-15
TEL0254-20-8840 FAX020-4663-7070
http://www.tenkon.net

海外ボードゲーム・銀と天然石のアクセサリー作り体験

〒950-0872 新潟県新潟市東区牡丹山 1-21-12
TEL＆FAX 025-275-6257 URL http://ateliertonton.com

さぁ、星を見に出かけよう。

新潟中央

HYBRID（FF） メーカー希望小売価格（消費税込み）1,690,000 円（G〈FF〉）〜

近 江 店 〒950-0973 新潟市中央区上近江1-1-32 松 崎 店 〒950-0017 新潟市東区新松崎2-5-25
Tel 025-283-1122

Tel 025-271-4151

笹 口 店 〒950-0911 新潟市中央区笹口2-12-15

村上東店 〒958-0821 村上市大字山辺里字太田326-1

赤 道 店 〒950-0872 新潟市東区牡丹山6-8-9

AT新潟中央 〒950-0885 新潟市東区下木戸3-3-11

Tel 025-243-6311
Tel 025-271-4700

Tel 0254-53-3216
Tel 025-278-9107

32nd 胎内星まつり 2015

夏の夜空を飾る天の川は、空高い
位置を通ってしだいに明るくなりな
がら南の地平線まで続いています。
頭上に輝いているのが七夕の星々
で、南の低い位置にはさそり座をさ
がすことができます。
天の川の中にはたくさんの星雲や
星団がうかんでいます。双眼鏡や天
体望遠鏡でその美しい姿をたどっ
てみましょう。

美しい天体がたくさん！
！
はくちょう座からさそり座までの天の川を示しまし
た。
また、注目したい天体を拡大写真で紹介してい
ます赤い色をした星雲はとても淡く、望 遠 鏡を
使っても見えないものもあります。M8やM17は
小型望遠鏡でも見やすい明るい星雲です。

フジ・クリエイティブセンター

株式会社

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

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

新潟産コシヒカリ米粉入り生パスタ

事務用品・OA 機器・スチール製品・書籍・教材・スポーツ用品

麺のことならお任せください

〒959-2600 新潟県胎内市清水 9 番 154

TEL(0120)47-2171 FAX(0254)44-7600 http://www.oguniseimen.com

越後村上

村上市飯野1-4-31

たいようざかり

美味しいお酒をご用意してお待ちしております
〒950-0914
新潟市中央区紫竹山7-10-16
phone 025-249-5855
fax 025-249-5866
http://www.kelvin-web.jp/

TEL0254（53）-3145

久保田・越州夏ほのか・越乃景虎・ふじの井・大洋酒造

越後地酒屋

ヤマキチ酒店

TEL 0254-47-2448 FAX 0254-47-2448
E-mail yamakichi@sage.ocn.ne.jp

ストパネ工法

（株）
水倉組 新発田営業所

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

〒959-2701 新潟県胎内市笹口浜字中山656-4
TEL（0254）45-3338 FAX（0254）45-3311
E-mail yamasetu@herb.ocn.ne.jp ホームページ http://yamaei-sb.co.jp

〒946-0088 新潟県魚沼市大湯温泉
TEL(025)795-2021

交流の館

八幡

食の工房

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

医療法人白日会

株式会社

新潟市江南区祖父興野 225 番地 4
TEL（025）283-9629 FAX（025）283-9627

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

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

ファッショングッズのグローバル企業を目指します。

オーロラ（株）
新潟センター
本社 新潟県胎内市黒川1668番地1 TEL（0254）47-2548（代）

黒川病院

〒959-2807 新潟県胎内市黒川桜ノ木1581-1 TEL 0254-47-2625

「安全」
は私たちの使命です。

新潟日野自動車株式会社
〒957-0101 新潟県北蒲原郡聖籠町東港 3-75-12
TEL（025）257-5850 FAX（025）257-5853

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

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

高橋 伸一

副会長

津野 勇治

事務局

緒形 利幸

事務所 /〒959-2657 新潟県胎内市江上 966 番地 TEL0254-43-5345 FAX0254-43-5389

消防用システム＆機器、住宅用火災警報器

有限会社

吉田電材工業株式会社
取締役工場長

〒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

〒959-2648 新潟県
胎内市住吉町 577-1 TEL（0254）43-2210 FAX（0254）43-3789

緑とやすらぎの空間をお届けします

新発田営業所

電気設備工事のことなら私達プロにおまかせ下さい！
！

割烹居酒屋

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

株式会社

旬にこだわった地物食材を中心にご提供致しております。

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

ヤマエイ設備株式会社

ご宿泊・お食事・日帰り温泉

（有）創 栄 建 設

関口 一栄

〒950-0993 新潟市中央区上所中3 -11-8
tel 025-283-6000 fax 025-283-6008
HP http://www.fuji-cc.co.jp/

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

プラスチック・金属への精密塗装匠業

★ふるさと体験の宿★
★ふるさと体験の宿★

新潟県 越後大湯温泉

Made in 新潟

土木工事業・舗装工事業

代表取締役

傳

清一郎

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

小谷商店

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
〒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

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

