
 

 

 

お問い合わせ  野沢温泉観光協会 ☎0269-85-3155 

第133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 

 

 

 

 

 

 

 

梅雨入りが心配される中、6月 19日～21日、26日

～28日の 2週にわたり、新型コロナウイルス感染症

による営業自粛や不要不急の外出制限などの疲れを

吹き飛ばし、まずは野沢温泉村の村民から元気にな

ってもらおうと、河原湯路地裏にて「路地裏屋台」

を開催しました。 

多い日で１２店舗が出店し、いつもの清閑な路地

裏を賑わせました。県をまたぐ移動が解除されるタ

イミングと重なったという事もあり、感染症拡大防

止の対策として入場時に手指の除菌、住所・電話番

号の記入にご協力頂きました。天候の優れない日も

ありましたが、村内外から延べ 1,600 人の方が来場

され、その内１割ほどは県外からのお客様がお越し 

 

 

 

 

 

 

 

になり、移動規制の解除に合わせた様な動きが見ら

れました。 

 路地裏の雰囲気を楽しんで頂く事もイベントの楽

しみの一つでしたが、今回は、出来る限りの安全策

と言う事で会場は座席数を少なく設定し、出店者は

持ち帰りが出来るような器での提供を心掛け、様々

な工夫をしての開催となりました。ご来場の皆様に

は不自由な部分も多々有ったかと思いますが、笑顔

で来場される皆様の様子を見て「村民から元気を」

という思いの通りに無事終えることができました。 

 今後も協会員が一体となり、内側から元気を発信

出来るように努めていきます。アイディア、ご意見

などありましたら事務局へお声掛け下さい。 

路地裏屋台 開催 
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◎ディスカバー信州 県民応援割 
7月1日より開始していますクーポン券の取り扱い

について、通年営業事業者様には、ご協力をいただ

きありがとうございます。取扱いについて再度ご案

内致しますので、お手元にあるマニュアルをご確認

のうえ、ご注意願います。 

-宿泊割について- 

宿泊業者の方は、お客様がお持ちになった券の額面

に応じて受入をしていただき、宿泊代金の差額を頂

いて下さい。旅行会社などを通さず、直接予約を受

けた場合は、予約・チェックインの際に身分証明書

などの提示により 長野県民であることの確認をお

願いします。なお、色合いが違うなど あきらかに

正規のクーポンでないと判別のつくものに関しては 

受取をお断りし、すみやかにコールセンター026-

224-0444へ連絡してください。 

キャンペーン期間は 7 月 1 日水曜日のチェックイン

から 8月 1日土曜日のチェックアウトまでです。 

 

 

Ⅰ.お会計（支払額の提示） 

Ⅱ.お客様（宿泊者）が宿泊クーポン券利用の意思表

示 ※本券は現金との引き換えや返金・おつりが出

せない事をお伝えください。※オンライン経由での

予約については「現地決済」プランについてのみ対

応が可能です。 

Ⅲ.偽造されたものでないかご確認ください。※受け

取った宿泊クーポン券と見本を比較してください。

例）コピーすると COPYという文字が浮かび上がりま

す。 

Ⅳ.お客様（宿泊者）から宿泊クーポンをお受け取り

ください。※不足分は現金で受領してください。 

※ファミリーマート発行の観光クーポン券は半券を

切り取らず、そのまま受領してください。 

 

 

Ⅴ.ミシン目に沿ってクーポン券を切り離して保管

してください。※控券が無ければ、異議申し立てが

できません。 

 

◎精算は８月１０日までに「提出用」を観光協会へ

お持ちください。 

 

受け取った宿泊クーポン券の処理 

お客様（宿泊者）への対応 

宿泊割クーポン券 見本 

事務局提出用 宿泊施設控 

① 

宿 泊 者 

長野県内ファミリーマート 

② 

ホテル・旅館など 

①県内ファミリーマートで宿泊クーポン券を購入 

②宿泊者が宿泊施設に予

約。クーポン券を持って宿

泊施設へ。宿泊料金精算時

に使用。※宿泊施設への予

約は電話・WEB など、現地

支払プラン 

③宿泊施設でクーポン券

を回収 

③ 

④ 

④宿泊クーポン券を観光

協会に提出 

観光協会 
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-おでかけ割観光クーポン券について- 

こちらは一枚 500 円分の券となっています。クー

ポン券は茶色と青色とファミリーマートで発行され

たものがあります。 

現金との引換や、お釣りはお出しできませんのでお

気をつけください。 

キャンペーン期間は 7 月 1 日水曜日から 8 月 31 日

月曜日までです。 

 

 

Ⅰ.お会計（支払額の提示） 

Ⅱ.お客様（消費者）が観光クーポン券利料の意思表

示 

※本券は現金との引き換えや返金・おつりが出せな

い事をお伝えください。※観光クーポン券で購入し

た商品の返品は出来ない旨を事前にお伝えください。 

Ⅲ.偽造されたものでないかご確認ください。例）コ

ピーすると COPYという文字が浮かび上がります。実

券タイプ（アルクマ印字）の場合はホログラムがつ

いています。 

Ⅳ.お客様（消費者）から観光クーポン券をお受け取

りください。※不足分は、現金等で受領してくださ

い。 

＊観光クーポン券は２種類あります。 

・お出かけ割クーポン券の有効期限は 8月 31日（月） 

・宿泊割クーポン券の有効期限は 8月 1日（土） 

ファミリーマート発行の観光クーポン券は半券を切

らず、そのまま受領してください。 

●出来る限り長野県民であるかの確認をしてくださ

い。 

 

 

Ⅴ.ファミリーマート発行分は、ミシン目に沿ってク

ーポン券を切り離して保管してください。 

Ⅵ.実券タイプ（アルクマ印字）は、そのまま保管し

てください。 

※控券が無ければ、異議申し立てができません。 

◎精算は９月１０日までに「提出用」を観光協会へ

お持ちください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○有効期間 

①宿泊割観光ｸーﾎﾟﾝ券（ｱﾙｸﾏ印字・茶色） 

2020年 7月 1日（水）～8月 1日（土） 

 

②お出かけ割観光ｸーﾎﾟﾝ券（ｱﾙｸﾏ印字・青色） 

2020年 7月 1日（水）～8月 31日（月） 

 

③お出かけ割観光クーポン券（ﾌｧﾐﾘーﾏーﾄ発

行） 2020年 7月 1日（水）～8月 31日（月） 

 

＊有効期限が違いますので必ず確認して受領

してください。 

 

  

お出かけ割り観光クーポン券 見本 

お客様（消費者）への対応 

受け取った宿泊クーポン券の処理 

事務局提出用 宿泊施設控 

★今後長野県より、県外の方向けに観光クーポンが発売される予定です。詳細は追ってご連絡致します。 
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◎東京都東村山市訪問  
 毎年春に受入を行っている「萩山小学校」「八坂

小学校」児童の自然体験学習ですが、今年は新型コ

ロナウイルス感染症の影響で、受入が先伸ばしとな

っています。先方より、時期をずらしても「野沢温

泉で行いたい。」と要望をいただき、訪問・打合せ

を行いました。受入時期は、11月の野沢菜最盛期頃

を予定しています。受入宿の皆様には、時期が定ま

らない中、都度ご協力をいただき感謝申し上げま

す。受入の際には、協会員の皆様も温かく迎えてい

ただくようお願い申し上げます。 

 

◎グリーンシーズン情報交換会開催 
6月25日、県内のマスコミ関係者、旅行会社の担

当者等々の皆様にお集まりいただき、今年の夏季観

光の情報交換会を行いました。この情報交換会は、

毎年夏と秋に各マスメディアに情報発信をすること

で、少しでもお客様にお越しいただけるよう野沢温

泉を取り上げていただくため、開催しています。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、観光立

村を掲げる野沢温泉村への経済打撃は直に感じてい

ると思います。移動規制解除後の、首都圏感染者数

増加により不安が尽きることはありませんが、今出

来る事を行い、少しずつ“いつもの”野沢温泉に戻

って行けるよう今後も誘客活動を行っていきます。 

 

◎芸能保存会活動開始  

～道祖神太鼓保存会～毎年10月に開催しているコン

サートに向けて７月より練習を開始致しました。例

年より２か月遅れのスタートとなりましたが、今年

は新たに16人の年中児を迎え、活動してまいりま

す。各イベントが中止となり、披露できる場が少な

くなっていますが、皆様に元気を届けられるよう頑

張っています。皆様も、打ち手に興味がありました

ら是非お声掛け下さい。 

 

◇事務局員の紹介 

小田切美幸→6月 1日より事務局次長に就任しまし

た。会員の皆様が気軽に足をお運びいただけるよう

な事務局にしていきたいと思います。 

池田郁也→主にイベントや HPを担当致します。 

中島寛仁→経理を担当し、旅行業取扱者です。企画

旅行を造成していきます。 

河野陽子→お客様へのご案内を主に窓口業務を行っ

ています。 

富井聖→土日祝日勤務となりますが、窓口業務を行

っています。       

以上２回にわたって事務局員の紹介をさせていただ

きました。今号ではスペースの関係で顔写真を載せ

られませんでしたので、顔を見にお茶を飲みに事務

局へお越しください☆どうぞ宜しくお願い致します。

◎野沢温泉市」開催  
7月4日（土）、5日

（日）に稲城市南山農産

物直売所にて、野沢温泉

市を開催いたしました。

これは、JA観光振興協議

会に加盟している宿の皆

さんが、誘客宣伝を兼ね、野沢温泉の旬の野菜や山

菜などを中心に物販販売を行うPR活動です。食を通

じて野沢温泉に興味を持ち、お越しいただける事を

願っています。今後も秋までに数回行う予定です。 

 

各施設の皆様は引き続き換気や消毒をこまめに行

い、各施設のガイドラインに従って営業再開をお願

いしたいと思います。 

 

また、各メディアからの取材依頼がありました

ら、ご協力いただきますようお願い申し上げます。 

  

 

 

 

 
 

 

～小唄保存会～今年は春からのイベントが中止とな

り、披露の場が少なくなっています。しかし、小唄

保存会では野沢温泉小唄を継承していく為に日々練

習を重ねています。その中でも今年は体験会を開催

して、少しでも皆様に保存会の活動に触れていただ

き、仲間となっていただけるよう機会を設けていま

す。「体験してみたい」と言う方がいましたら、毎

週木曜日、林業センターで練習をしていますので、

気軽に覗いてお声掛けください。 
 

○今後のイベントについて 

・納涼盆踊り 

8月 14日（金）～16日（日） 

・七夕ゆかた祭り（主催：商工会） 

8月 1日（土） 

・野沢トレイルフェス（後援：(株)野沢、旅館組合） 

8月 29日（土）、30日（日） 

・野沢温泉のざわな蕪四季會社蕪主総会 

11月 1日（日）、2日（月） 

・オリジナルマウンテンマラソン in野沢温泉 

11月 7日（土）、8日（日） 

 

○ラトリエ クラ 休業日変更のお知らせ  

 8 月 1 日より定休日が水曜日に変更となります。 

お客様へのご案内をお願いいたします。 


