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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。
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。参加･入場無料
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”39th” TAINAI STAR PARTY 2022
 at Tainai hill, Tainai-Shi, Niigata pre.

会場のご案内

■ 胎内市ブース内臨時電話
開催期間中の問い合わせは

中条駅、胎内スキー場の2ヶ所の乗り場から会場まで
運行します。運行時間等詳細は、後日ホームページにて
お知らせします。　 http：//www.tainai.jp

会場までは
シャトルバスのご利用が便利です。

無料

詳細は右上拡大図
をご覧ください。
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こちらの駐車場のご利用可能な時間は
PM7：00～AM0：00（深夜）となりま
す。AM0:00（深夜）を過ぎると入口を
閉鎖しますので、ご注意ください。

シャトル ■
バス乗場

ディープスカイ
エリア

メイン会場

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。

研修館下は非常時以外
立ち入り禁止です。

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27日（土）9:00～9:30、28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。

草地や林の中への車の乗り入れ、駐車は厳禁です。草地や林の中への車の乗り入れ、駐車は厳禁です。

テント設営に関してのご注意
テントサイトは、26日（金）～28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。

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、
夜間一方通行
時間/18：00～23：00
昆虫の家から夏井方面

その他の注意事項
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。※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。

〈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。

至る 昆虫の家　

→

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

飲料水を毎日提供しています。

トイレは会場内に5ヶ所あります。

喫煙コーナー

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
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会場 /新潟県胎内市胎内平

通常
開催
決定！よう

やく

新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。
●各施設内への出入りの際、手洗い・消毒をお願いします。
●会場内ではマスク着用をお願いします。

●会場内受付で、必ず検温をしてください。

●ご来場の際に、入場後必ず本部で連絡先の登録をお願いします。

●場内のソーシャルディスタンスにご協力ください。

原則的に3歳未満のお子様のマスク着用は不要ですが、可能な限りの
感染対策を実施していただくようお願いいたします。

37.5℃以上の発熱が確認された場合や体調不良が認められた場合、
会場への入場をお断りします。ご了承ください。

グループや家族で来場される方は代表者の方のみで結構です。

会場内では市のスタッフの指示に従って行動するようお願いいたします。

検 温　　　　　　マスク着用　　　　 密集しない

消毒手洗い  　　　　  換 気　　　　　連絡先登録

番号が決定し次第、ホーム
ページにてお知らせします。
http：//www.tainai.jp

※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。※駐車場は係員の指示に従い、指定の場所を
ご利用下さい。



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、2023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。

オフィシャルグッズの販売

缶バッチ
カレンダ

ー

Tシャツ

サイズはS, M, L, LL
メールで予約を受け
付けています

土星

神秘的な環を持つ土星と木星がベストなシーズン。午後9時頃には東の
空に木星が、南東の空には土星が輝きます。27日が新月なので、素晴ら
しい星空が堪能できるでしょう。世界中で注目を浴びている新世代望遠
鏡をはじめとした電視望遠鏡にも注目です。 M13

天の川 M8 干潟星雲

誰でも気軽に参加できる自由参加の星
まつりは、大人から子供まで、天文ファ
ン・エキスパート、一般の方々も気軽
に星に親しめるイベントです。胎内市胎
内平の丘陵地の緑に囲まれた会場は、
満天の星空を楽しむことが出来ます。
50社を越える望遠鏡 ・カメラ・ビデオ
機器メーカーをはじめ、各販売店、ま
た、胎内市の飲食店もブースを開設、
昼夜にわたりさまざまなイベントが行
われます。昆虫教室や天気予報士など、
夏休みの自由研究に役立つ昼のイベ
ントも充実しています。

今年注目の星空今年注目の星空20222022

第39回

2019年以来3年ぶりに胎内星まつり
が平常開催となります！！以前と同様の
開催を予定していますが、会場での新
型コロナ感染予防対策にご協力くださ
い。イベントの様子は同時にネット生中
継でもお楽しみいただけます。

第39回 開催
戻ってきた胎内星まつり！！

会 場 / 新潟県胎内市胎内平
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●あなたも気象予報士●あなたも気象予報士

子供たちに大人気の「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、ししのくらの
森巡礼ツアー」。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。

※「あなたも気象予報士」のみ本部での受付になります。

★昼の体験イベントも盛りだくさん★★昼の体験イベントも盛りだくさん★

●昆虫教室

27日（土）午後2時～ 
（会場：天文館）
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。

天体写真教室〈シーン別撮影法の実際〉天体写真教室〈シーン別撮影法の実際〉沼澤茂美

会場から、満天の星空と、各イベントの様子。
メーカーによる最新情報などを中継します。

www.tainai.jp/liveLive!

●神秘の巨樹に逢いに行く、
　ししのくらの森巡礼ツアー
●神秘の巨樹に逢いに行く、
　ししのくらの森巡礼ツアー

●アクセサリー作り
             体験教室
●アクセサリー作り
             体験教室

胎内の自然を
満喫しよう！

■恒例の大オークション品、
　大抽選会出品を募集
本部及び月刊天文ガイドブースで受け付けます。

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。

■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！！
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→tainai001＠tainai.jp
当日の申込みはできませんのでご注意ください。

■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。

ネット中継同時開催

1チャンネル
2チャンネル
3チャンネル

ステージ周辺
各教室
天文ガイド特設スタジオ

胎内星まつりのプログラムの運営は、
胎内星まつり実行委員会のボラン
ティアスタッフで行われています。実
行委員会は、皆様のカンパと本部の物
販の売り上げで運営されています。胎
内星まつり継続のためにご協力をお
願いいたします。カンパの赤い箱は、
本部と天文館に設置してあります。

胎内星まつり実行委員会

〈カンパのお願い〉



27日（土）
10：00
13：00

14：00

15：00
18：00

19：00
20：00
21：00
23：00

奥胎内ツアー、巨樹巡礼
胎内市PRコーナー
長谷川玲奈さん出演予定
気象予報教室、沼澤茂美天体写真教室
ロケット実験教室、
鳫さん・塩田さんの太陽観測教室
天然石アクセサリー作りと昆虫教室
恒例の大オークション
星空コンサート（よさこい中条和組、渡辺大
輔、スプリングライン、さざなみ軽音学部、ホ
ームスイートホーム、uncon.、アクアマリ
ン、天文ガイダース2）  司会：未定
星まつり夜話2
岩上さんの星空教室
伊東さんの最新天文教室
星まつり夜話3

●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
　 「tainai001＠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：tainai001＠tainai.jp
●Facebook 「胎内 星まつり」もご利用ください。

プ ロ グ ラ ム

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
記念写真撮影
各メーカー販売店のPRコーナー
柳家小ゑん師匠の星空寄席
星まつり夜話1
星空中継

19：30

20：00
20：30 
21：30 
23：00

26日（金）

胎内星まつり2022　 交通のご案内

会場の座標：
東経139°30′06″
北緯38°01′35″

会場の座標：
東経139°30′06″
北緯38°01′35″

28日（日）
11：00
13：00

会場内では各種飲食店の他、27日（土）、28日（日）の
朝から朝市。26日（金）、27日（土）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。

最終オークション
記念写真撮影後解散

台湾　   新潟 直行便就航！

※当日の出演者は変更となる場合があります。

ロケット実験教室

地元で活躍するスプリングラ
イン、ホームスイートホーム、
渡辺大輔、さざなみ軽音学部、
よさこい中条和組、星まつりで
おなじみのアクアマリン、天文
ガイダース2。今年はuncon.
さんが初参加！

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。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最寄りの駅は中条駅と平木田駅で、中条駅からの
バス及びタクシーの利用が便利です。

柳家小ゑん師匠の星空寄席 高齢の大オークション 集合写真

交通のご案内

60センチ望遠鏡

         胎内
自然天文館
からのお知らせ
※入館は昼・夜とも終了の
　30分前までとなります。

◎8/26 10：30～16：00 19：00～23：30
◎8/27 10：30～16：00 19：00～23：30
◎8/28 9：30～12：00　

胎内星まつり開催期間中の営業時間 ※予定

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。

会 場 / 新潟県胎内市胎内平

第39回

202226      28 昼午後8月

”39th” TAINAI STAR PARTY 2022 at Tainai hill, Tainai-Shi, Niigata pre.

〒950-0086 新潟市中央区花園2丁目1-16三和ビル307
TEL025-256-8568　FAX025-256-8652
https://micebrain.co.jp　E-mail：niigata@micebrain.co.jp

SVBONY株式会社
E-Mail：info@svbony.jp　URL：www.svbony.jp

さざなみ軽音学部 uncon.

アクアマリン ホームスイートホーム

スプリングライン 渡辺大輔

天文ガイダース2

よさこい中条和組

充実の星空コンサート充実の星空コンサート

113

ロイヤル胎内
パークホテル

営業本部
東港工場
津島屋工場

〒950-3102新潟市北区島見町3399番地37 TEL025-257-4580
TEL025-257-4588 　東港メタルセンター TEL025-250-4850
TEL025-273-4309

お気軽にお問い合わせ下さい http://o-mission.co.jp

株式会社 大橋商会

自然環境を次世代へ
■ 産業廃棄物収集運搬・中間処理リサイクル
■ 構造物解体
■ スクラップ引取運搬処理
■ フロン回収事業　他



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

日
本
海

荒川

胎内川

290
ROUTE

7
ROUTE

113
ROUTE

113
ROUTE

荒川胎内IC

中条IC

越後
下関

越後
大島

中
　
条

金
　
塚

坂
　
町

●
乙宝寺
tel：0254-46-2016

県立少年●
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

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

日
本
海
東
北
自
動
車
道

羽
越
本
線

月
岡
温
泉
↓

●胎内高原ゴルフ倶楽部
●大波石・小波石●

飯豊
連峰

日本一小さな山脈 櫛形山脈

米坂
線

←
 瀬
波
温
泉

関川温泉郷

■ ■

290
ROUTE

加
　
治

新
発
田

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

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
https://ohiragumi.co.jp

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 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

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
I C
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

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

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。

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

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

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。

建築土木設計施工・木材・製材・製函・宅建

http://www.inouezaimokuten.com/

〒959-2654 新潟県胎内市本郷町1番5号
TEL0254-43-2151（代）  FAX0254-43-2119

会 場 / 新潟県胎内市胎内平

第39回

202226      28 昼午後8月

”39th” TAINAI STAR PARTY 2022 at Tainai hill, Tainai-Shi, Niigata pre.

〒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

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。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
https://matsubarastables.we
bnode.jp/

〒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

取締役工場長　傳　清一郎
株式会社 ヨシデン

新潟県の

星紀行
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