
 

 

 

お問い合わせ  野沢温泉観光協会 ☎0269-85-3155 

第132号 

〒389-2502 野沢温泉村豊郷9780-4 ☎0269-85-3155 

野沢温泉観光協会は、 

お客様と住民にとって 

健全な観光地創りを 

めざす。 

社是 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年５月２２日(金)午後１時３０分より野沢

温泉スパリーナコンベンションホールにて、野沢温

泉観光協会第６期定時総会を開催しました。 

今年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止・予

防のため、多くの会員の皆様には委任状にて総会を

お認めいただく形での開催となりました。総会員数

２９７名の過半数を超える２０５名(内、委任状１７

８名)の出席により成立しました。第６期の事業報告

と決算報告、第７期の事業計画と収支予算(案)につ

いて審議していただき、その他も含めて提案された

議題については、すべて承認されました。 

今回承認された事業計画に基づき、第7期の事業を

推進してまいります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、今年は役員の任期満了に伴う改選が行わ

れ３名が退任、新たに４名が理事に加わりました。 

また、長期にわたり会長を務めていただき、ご尽

力いただきました森行成さんは第６期をもちまして、

会長職を退き、第７期からは顧問という立場で観光

協会に携わっていただきます。 

代表理事（協会長）はじめ、観光協会が第７期よ

り新体制となりますが、引き続き、皆様のご協力を

お願い申し上げます。 

 

この度、役員に選任された方は次ページにて紹介

いたします。 

 野沢温泉観光協会 第6期定時総会 
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◆第７期 観光協会役員 

代表理事（会 長）：河野健児 

理  事（副会長）：片桐アキラ、河野今朝成 

専務理事：森 博美 

 

◆森 行成 退任のあいさつ 

縁あって野沢温泉の

住人になって半世紀弱。

うちほとんどを観光産業

の仕事に携わって来まし

た。当時は旅館組合の役

職は自動的に観光協会の

仕事に就いたからです。 

 いつもいつも若いつも

りで仕事をして来ました

が、齢８０を目前にすると

ヨロヨロ、モタモタの現象は平等に来るようです。 

村、スキー場、協会。三位一体の出張宣伝も統一

行動に体がついて行かなくなりました。 

 

◆河野 健児 就任のあいさつ 

「豊かさの共有」 

先月、開催さ

れました観光協

会総会につきま

しては新型コロ

ナウイルスの影

響で例年と少し

違った様式での

開催となりまし

が、会員の皆様

のご理解、ご協

力をいただき、

総会を無事に終

了することがで

きました。ありがとうございました。 

この度、事業の継続・改善・新規事業を行う際に、

事業に統一性を持たせるため、そして野沢温泉観光

協会に携わる皆様が同じ方向を向けるよう「豊かさ」

というテーマを設定いたしました。 

現代社会では豊かさの定義も変化し、物質的、 

理  事：嶋田孝至、内田博喜、富井靖弘、 

河野晃久、内田成己、上野雄大、 

高澤公治（（株）野沢温泉より役員派遣） 

監  事：富井純一、竹井勝（観光産業課長） 

 

平成から令和へ。新しい時代には新しい若いヒー

ローが出て当然です。パソコンの時代にトップを走

っていた企業が、ネットの時代にもトップであり続

けるわけはありません。時代が変わっているのです。 

 新観光協会長は、白樺の次男 河野健児君です。

私より一気に４０歳も若くなりましたが、スキーク

ロスのワールドカップを転戦、世界と渡り合った強

者ながら、会社をたてあげ、自立心の高い新進気鋭

の「野沢大好き人間」です。 

 若い彼を新しいリーダーに、観光立村の野沢温泉

をさらにさらに発展させて欲しいと思います。私は

そこに賭けました。 

長い間、本当にありがとうございました。 

（了） 

 

時間的、精神的など豊かさの要素は多様です。 

ここ野沢温泉にはこれらをすべて満たす観光資源、

自然、景観、文化、そして人が揃っているように思

います。 

観光地 野沢温泉の大きな特徴はすでにご存知の

通り、湯仲間で管理をする外湯をお客様に開放する

などの住民の生活と密接に関係する観光地であると

いうことです。野沢温泉を訪れていただくお客様の

おもてなしをするうえで大切なことは、我々一人ひ

とりが、ここ野沢温泉で過ごす時間を“豊か” と感

じているかが重要な要素のように思います。 

野沢温泉に住む我々の豊かな生活（時間）をお客

様へ豊かな時間、豊かな経験として提供をする。 

新型コロナウイルスの影響で厳しい状況でのスタ

ートになりましたが、こういう時だからこそさらに

良い方向に変化をしていくチャンスのように思いま

す。 

先人たちが築いてきた野沢温泉というブランドを

守り、受け継ぎ、時代に合わせ変化をさせていく。 

お客様と地域住民が共に豊かになれるそんな観光

地づくりを進めていきたいと思います。 
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◇今期から新たに加わった役員紹介 

この度の役員改選に伴い観

光協会を退職し、専務理事と

し引き続き関わらせていただ

くこととなりましたのでどう

ぞよろしくお願いします。 

 

この度、地区推薦頂きまし

て就任しました。今までの経

験を生かしながら更に広く知

見を深め、村の観光地として

の発展に努めていきたいと考

えています。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

◆令和２年度の支部長の皆様 

定時総会後の 6 月 1 日(月)、役場 301.302 会議室

にて、令和２年度第 1回目の支部長会を行いました。 

新たな支部長会組織の顔合わせと支部長の役割、今

後のスケジュールなどを話し合い、支部長互選によ

り支部長会長と副会長が選出されました。任期は、

令和2年5月23日から令和3年の定期総会日までとな

ります。 

今年度の各支部長は右のとおりです。 

一年間、よろしくお願いいたします。 

 

 

◇事務局長 就任あいさつ 

６月１日より事務局長に就任

いたしました。新型コロナウイル

スの終息の先が見えない中での

就任となり、不安もございますが、

協会員の皆様の為、お客様の為、

野沢温泉の為に一所懸命頑張っ

ていきたいと思いますので、宜し

くお願い致します。 

観光協会では、「笑顔も自然湧出」の社訓の元、協会

員の皆様、協会職員と共に、温泉のように自然に笑顔

が湧き出るような観光地づくりをしていきたいと思いま

すので宜しくお願い致します。 

この度、大湯地区より推薦さ

れました。よろしくお願いい

たします。日常の野沢温泉に、

毎日感動･感謝の日々です。 

「不易流行野沢温泉」が大

好きな 52才です。よろしくお

願いします。 

 

この度、（株）野沢温泉より

理事を拝命致しました。観光

立村としての発展、そして村

の盛り上げに、努力していき

たいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

中 尾 支 部：パール吉越 

新 田 支 部：四季の宿河達（支部長会長） 

十王堂支部：池光食堂 

秋 葉 支 部：くつろぎのお宿まるじ 

松 葉 支 部：げんたろう屋 

大 湯 支 部：常盤屋旅館 

河原湯支部：三九郎商店 

麻 釜 支 部：民宿宮川 

真 湯 支 部：御宿ふぶき 

寺 湯 支 部：御宿三河屋（支部長会副会長） 

横 落 支 部：まるとや 

 

◇事務局員の紹介 

→主にインバウンド事業そして、芸

能保存会の担当をします。よろしく

お願いいたします。 

 

 

主に会員管理、パンフレット ← 

制作を担当いたします。 

 

 

→窓口業務、 

お客様へのご案内をいたします。

この冬、厄年です。道祖神へ参加致

します。  

森 博美 

上野 雄大 

内田 成己 

高澤 公治 

※他事務局員は来月号にて紹介します。 
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◆新型コロナウイルス感染症対策について◆ 

 新型コロナ対策－業種別ガイドライン 

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室で

は、新型コロナウイルス感染症対策として、業種ご

との感染拡大予防ガイドライン(PDF)をまとめた資

料をホームページで公開しています。 

業種別ガイドラインには、「業種」「団体名」「担当

省庁名」「ガイドライン掲載 URL」がまとめられてお

り、全 81にも及ぶ団体が一覧にまとまっている資料

になっています。 

既に業種別ガイドラインをご覧になられている方

も多数おられるかと思いますが、まだご覧いただい

ていない方は、一度確認していただくようお願いい

たします。 

https://corona.go.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年会費納入のお願い 

今号の協会報と一緒に、令和2年度(第7期)の年会

費納付書をお送りさせていただきました。第7期にお

いても、年会費の額は例年通りとさせていただきま

した。 

先シーズンの少雪に加え、新型コロナウイルスに

よる影響で、協会員の皆様に置かれましては大変な

状況かと思いますが、観光協会ではアフターコロナ

の対応で例年以上に宣伝活動に注力する所存ですの

で、ご理解いただき、お納めいただきますようお願

い申し上げます。 

 

観光協会では、以下のとおり資料を提供しますの

で、必要な方はご利用ください。 

【宿泊施設の皆様】 

「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガ

イドライン（第 1版）」（日本旅館協会ほか監修）

をご用意しています。 

【商工業関係の皆様】 

事前にご連絡いただければ、当該業種の業種別

ガイドラインを印刷しておきます。 

 

尚、同ホームページでは、新型コロナウイルス感

染症で生活や事業に影響を受ける方々への支援をま

とめた「新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援」

の一覧資料も公開しています。利用できるものは無

いか、一度確認されてみてはいかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のイベント 

いよいよ自粛規制が解除され、これからお客様を

お迎えするにあたり、まずは村民の皆さんで集まり

一緒に楽しみませんか？ 

観光協会では下記のように「路地裏屋台」を開催

します。 

日にち：6月19日（金）～21日（日） 

6月26日（金）～28日（日） 

時 間：１８時３０分～２０時３０分 

場 所：河原湯裏路地 

★野沢温泉商工会で発行しているプレミアム付商品

券がお使いいただけます。 


