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開催概要
私たち NPO 法人もっと胎内応援隊（代表理事・村松眞智子）は、本年 1 月に設立総会を

開き、同年 6 月、正式に内閣府より認可を受けました。NPO 法人の活動として、胎内市と
ともに地域活性化に向けた取り組みを行っていますが、今回開催した「TAINAI KIREI
FESTA2011」は、①胎内市の魅力を首都圏の方々に知っていただき、一人でも多くの“胎
内ファン”を作り出していくこと、②発足後間もない NPO 法人の存在を地元市民の方々に
知っていただくとともに、今後行っていく様々な施策をともに作り上げていく“サポータ
ー”となっていただくこと、を目的に計画いたしました。
初開催となった今回は、
「KIREI」
「GENKI」をキーワードとして掲げ、胎内の自然の中
に身を置きながら、
“五感で感じる胎内”にふさわしいイベントに仕上げました。また、今
回のイベントをスタートとし、来年以降企画・実行していく「キレイ＆元気」「子宝＆子育
て」
「交流＆学び」
「地産地消」
「エコ」をテーマとした目的型ツーリズムのキックオフと位
置付けて開催いたしました。
また、本年は「東日本大震災復興支援」を冠にセミナー会場、ビール園に募金箱を設置、
集まった募金すべてを胎内市に寄付し、復興支援に役立てていただくことにしました。

TAINAI KIREI FESTA 2011 開催概要
名称

東日本大震災復興支援 TAINAI(たいない) KIREI(きれい)
FESTA(フェスタ) 2011

サブタイトル
2011年テーマ

～胎内回帰 2011～
★・・
「キラメク夜空からのエール」
・・★

会期

2011年10月29日（土）・30日（日） ２日間

会場

ロイヤル胎内パークホテル コンベンションホール、
胎内高原ビール園。胎内平及び周辺
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NPO法人もっと胎内応援隊

主催

胎内市
後援・協賛（順不同） 胎内市、大印 合同青果株式会社、株式会社タイナイ、新潟製粉株
式会社、胎内高原ハウス株式会社、株式会社胎内リゾート、新日
本製薬株式会社、株式会社新日本医薬、株式会社ホソダSHC、A・
Tコミュニケーションズ株式会社、三生医薬株式会社、株式会社シ
ンコー、新印 北部新潟中央青果株式会社北部支社、スタービュー
ティ株式会社、大塚製薬株式会社、株式会社スパホスピタリティ
ーMont Saint Michel 商品サポートセンター、フランス FLORILAB
ピエール・ランベール、TRANSENT 大橋マリ、有限会社 エーアン
ドイー 代表 三谷基、JA氷見市、社団法人日本温泉協会、日本補
完代替医療学会、NPO日本スパ振興協会、一般財団法人国際指圧
普及財団、NPO健康と温泉フォーラム、社団法人虹の会、国際マ
タニティエステ協会
２

イベント報告
（１）イベント参加者数
クラブツーリズム モニターツアー参加者 60 名
招待券参加者 240 名
＊セミナー参加者 160 名
＊水の音楽会・バイキング 300 名
（２）東日本大震災復興支援 募金合計額
101,409 円
３

イベント結果詳細報告

■イベント全体
イベント初日となった 29 日は、朝から晴天に恵まれ絶好のイベント日和となり、セミ
ナー会場、トルン演奏会場となった「ロイヤル胎内パークホテル」及び水の音楽会、バ
ーベキュー会場となった「胎内高原ビール園」では、NPO 法人もっと胎内応援隊関係者、
胎内市職員、坪穴集落の方々が開始に向けて準備を行いました。
また、クラブツーリズム主催のモニターツアーは、定刻に新宿を出発、5 時間後には無
事ロイヤル胎内パークホテルに到着するものと思われていましたが、ツアーバスが関越
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自動車道に入って間もなく、事故渋滞に巻き込まれるというトラブルが発生、到着が大
幅に遅れるとの一報が入り、イベント時間の見直しを余儀なくされることとなりました。
本来であれば、13 時 30 分から開始予定だった「開会式」を取りやめ、主催者代表として
ご挨拶いただく予定だった吉田市長にご連絡を取り、開会式での挨拶を「水の音楽会」
で会場にて行っていただくよう変更し、対応しました。
モニターツアーでの参加者の到着遅れの影響により、セミナー開始時間を 15 分繰り下げ、
2 名の講師の方（森安めぐみ様、菅家ゆかり様）に講演時間をそれぞれ 10 分弱短くして
いいただけるようお願いし、快くご了承いただけたことで、以降のプログラムは支障な
く遂行することができました。
セミナー終了から開始した小栗久美子様の「トルンのふれあいロビーコンサート」では、
フロアの周りに多くの聴衆者が集まり、ホテルの雰囲気とマッチしたベトナム民族楽器の
演奏を楽しんでいました。
17 時から行われた涼音堂茶舗「水の音楽会」には、予想を上回る来場者がビール園に集
まり、開始 1 時間前から入り口で開始を待つ市民の方も。バイキング料理が始まる 18 時こ
ろには 300 名ほどの来場者がビール園に集まり、胎内特産品や坪穴のお母さんたちが手作
りで用意した料理の数々、ビールやワインを堪能しながら、幻想的な映像と音楽の夕べを
満喫していました。帰りがけには、「マザーリーフ アクション」のスタートのために用意
した「マザーリーフ」
（400 鉢）のほとんどをお持ち帰りいただけ、
「マザーリーフの絆」の
広がりに好感触を得ることができました。
翌日は、
「ウォーキング・ヨガ」を午前 9 時より胎内平周辺で行う予定でしたが、開始 30
分前に降雨となり、参加者の大半が雨具の用意がなかったため、急きょウォーキング開催
を中止とし、胎内レクホール（体育館）を借りそこでのヨガ開催となりました。開始時間
の変更等で参加者へ連絡等で多少の不手際がありましたが、9 時 30 分から 1 時間余りヨガ
インストラクター・小神埜玲子様指導のもとでヨガを実施、参加者（約 50 名）には、楽し
くヨガの時間を過ごしていただけました。
交通渋滞や急激な天候の変化など、不可抗力によるトラブルはあったものの、イベント
全体を通して、おおむね順調に進行することができ、モニターツアー参加者や地元の来場
者たちからも「よかった」
「楽しかった」の声を多くいただくことができました。
しかしながら、準備段階から実施まで、様々な点に反省や課題も多く、今回の経験を生
かし、来年はさらに充実したイベントとなるように万全な準備を行います。
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■各プログラムの報告
○セミナー
モニターツアーの延着により開始時間が 15 分あまり遅れ、14 時開始を目指して来場された
方々に少しお待ちいただくことになってしまいました。モニターツアーで参加された方々
には、到着後休憩時間もない状態でセミナーにご参加いただく結果となったことなど、来
場者にご迷惑をおかけしてしまいました。また、2 名の講師には、講演時間の短縮というご
無理をお願いすることになり、こちらにもご迷惑をおかけしてしまいました。
森安様のセミナーには、フランス FLORILAB ピエール・ランベール、TRANSENT 大橋マリ様
よりラベンダーの精油、有限会社 エーアンドイー 代表 三谷基様よりペーパーディフュー
ザー「折花」が協賛として参加者に配布され、セミナーとともにアロマの香りを楽しんで
いただけました。
セミナー自体は、160 名に参加いただき、テーマ内容・講師ともにどちらのセミナーもご満
足いただけたものとなりましたが、不測の事態発生を予測したスケジュールの設定はして
いたものの、十分ではなかったと痛感いたしました。
○トルン演奏
ふれあいロビーコンサートの演奏者である小栗久美子様と演奏場所の打ち合わせを行い、
ロビーフロアにて「トルン演奏」を約 50 分にわたり行いました。ロイヤル胎内ホテルのご
協力により、演奏者の近くに椅子を配置、ゆったりと演奏を聴いていただけることもでき
たため、イベント参加者だけでなく、当日ホテルにいた一般の方々にも一緒に楽しんでい
ただけました。
○水の音楽会
胎内高原ビール園を会場に、「胎内高原ビアホールコンサート」
「ブルワリーラインを映像
作品に」
「噴水と映像の競演」「ロイヤル胎内パークホテルからも楽しむコンサート」をテ
ーマに映像と電子音楽を組み合わせ、幻想的な世界を作り上げました。それぞれの映像や
音楽はとても素晴らしく、これまでに見たことのない独特なアートを堪能する機会となり
ました。また、休憩時間に行った協賛品の化粧品獲得「じゃんけん大会」では、新日本製
薬株式会社提供の「ラフィネ パーフェクト ワン」
、スタービューティー株式会社提供の「エ
レミス」をめぐって来場者とのじゃんけんを実施、大いに盛り上がりました。
さらには、急な時間変更にもかかわらず、音楽会の途中に吉田市長が駆けつけてくださっ
てご挨拶をいただき、イベントに華を添えることができました。
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しかしながら、予想以上にビアホールに人があふれてしまい、ゆっくりと作品を鑑賞する
には不十分な状態になってしまったことが非常に残念でした。また、進行及び事前打ち合
わせ等の準備不足のため、それぞれの作品の説明や演奏者たちの紹介、時間中の来場者へ
のアナウンスなどが十分にできず、来場者に「水の音楽会」のテーマ・趣旨を完ぺきに伝
えることができずに終わってしまいました。
この反省点を生かし、次回開催時には、綿密な打ち合わせと来場者人数等の調整を図り、
より堪能いただける「音楽会」に仕上げたいと思います。
○バーベキューバイキング
坪穴集落のお母さんたち、株式会社タイナイの方々、市役所職員のご協力により、2 日前よ
り準備を開始、メニュー14 品目、ドリンク 6 品目を揃えることができ、多くの来場者に十
分な料理を提供することができました。
今回のイベントでは、17 時より開場し、17 時 30 分より水の音楽会スタートの予定で準備
しておりましたが、開場時間前より、予想以上の来場者となってしまい、水の音楽会より
も料理の開始を待つという状態に。18 時の料理開始時よりバイキング料理に殺到してしま
ったこともあって、開始 30 分ほどは混乱状態となりましたが、徐々に落ち着いた状態に戻
りました。料理の皿がなくなるとすぐに補充がなされ、不手際なく提供することができま
した。
「水の音楽会」同様、
「バーベキューバイキング」も想定していた来場者数が開始前に押し
寄せてしまい、入場制限をかける時間が確保できなかったことや開催方法の検討が必要と
認識しました。
○募金
東日本大震災復興支援を目的として、セミナー会場、ビール園ホール 2 か所に募金箱を設
置しました。募金に際しては、東日本製薬株式会社より協賛いただいたスポーツセーター
を募金のお礼として提供し、両会場合わせて 101,409 円の募金をお預かりしました。
この全額は、後日胎内市へ寄付することになっています。
○マザーリーフの配布
子宝草＝胎内のイメージ作りを行うため、「マザーリーフ アクション」のスタートとして
ビール園ホール入り口にてマザーリーフの配布を行いました。配布する際、マザーリーフ
の説明やアクションの趣旨をお話しすると、非常に興味をもっていただけ、400 鉢用意した
大半を来場者に手渡すことができました。
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４

謝辞

今回のイベント開催に当たりまして、多くの協賛団体・企業よりご協賛をいただきました。
企業・団体名および協賛品の一覧を掲載するとともに、感謝申し上げます。
（順不同）
協賛企業・団体等

ご協賛品

胎内市

胎内黒豚ボンレスハム、胎内ハム、フランクフルト、
粗挽きウインナー、ポークウインナー、胎内モツァレ
ラチーズ、ブリート胎内チーズ、ヨーグルト、地ビー
ル（3 種類）
、 ワイン（赤と白）

大印 合同青果 株式会社

協賛金、マザーリーフ

株式会社 タイナイ

協賛金

胎内高原ハウス 株式会社

胎内高原の水、胎内高原の麦茶

新日本製薬 株式会社

スポーツセーター、基礎化粧品「ラフィネ パーフェク
ト ワン」

株式会社 新日本医薬

協賛金

株式会社 ホソダ SHC

協賛金

A・T コミュニケーションズ

ポスター、チラシ

株式会社
三生医薬 株式会社

協賛金

株式会社 シンコー

協賛金

新印 北部新潟中央青果 株式会社

食材

北部支社
JA 氷見市

はと麦機能性飲料「透白美人」

スタービューティー 株式会社

エレミス化粧品

大塚製薬 株式会社

「Gerble」ジェルブレ ～フランス人の食の秘訣～

株式会社 スパホスピタリティー

ハーブティー

Mont Saint Michel 商品サポー
トセンター
フランス FLORILAB ピエール・ ラベンダー精油
ランベール
TRANSENT 大橋マリ
有限会社 エーアンドイー 代表

手作りのアロマ用ペーパーディフューザー「折花」

三谷基
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