
 

お問い合わせ  野沢温泉観光協会 ☎0269-85-3155 

第136号 

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

野沢温泉のざわな蕪四季會社 一番間引き菜発送 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 月 10 日（金）のざわな蕪四季會社野沢菜畑で、

野沢菜の間引き作業が行われました。今年は少雨に

より野沢菜の発芽や生育が十分ではなかったため、

間引き作業までの数日間で早朝・夕方と水まきを行

いながら、当初の予定を一週間延期しての作業とな

りました。予定を変更したにもかかわらず、当日は

支部出役のみなさんや麻釜隊をはじめとする多くの

方々にご協力をいただき、375 名の蕪主様へ無事に

一番間引き菜を発送することができました。水まき

作業や間引き菜の発送作業など、ご協力いただきま

してありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後、蕪主様より「とてもおいしかった」「手を

かけて送ってくれてありがとう」「野沢温泉に行きた

いと思いながら食べました」等のお声をいただきま

した。 

今年度の蕪主総会は 11 月 1 日（日）14 時から、

のざわな蕪四季會社野沢菜畑で開催予定です。 

蕪主の皆様に野沢温泉を楽しんでいただけるよう

に、準備を進めています。当日はお越しいただいた

蕪主の皆様を笑顔でお迎えいただき、野沢温泉の魅

力や野沢菜のお話などしていただいて、交流を深め

ていただければ幸いです。 

社是 

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。 
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◎湯ったり宿泊キャンペーン 

 会員の皆様にはお客様へのご案内・ご対応をいた

だきありがとうございます。９月の連休には大勢の

お客様にお申込みをいただきました。交通費キャッ

シュバックの申請・受け取りについては手続きに時

間がかかり、お客様をお待たせしてしまったため、

待つことに不満を感じた方もいたことと思います。

会員の皆様にはご案内していただいたにも関わらず、

「お客様がなかなか帰ってこない」「交通渋滞が起こ

っている」などご心配、ご迷惑をかけてしまい大変

申し訳ございませんでした。お客様へのご案内がス

ムーズにいくよう、お宿の方は必ず事前申請をお願

いします。また、おかげさまで大変多くのお申し込

みをいただいております。 

●精算について 

一.クーポン裏面に施設印を押印 

二.宿で枚数を確認 

三.観光協会へ持ち込み 

※観光協会にて施設の口座登録がない場合、口座番

号を確認させていただきます。自社の口座番号を把

握しておいていただけると助かります。 

 

◎野沢温泉宣伝キャラバン 

９月２８日から１０月１６日まで県内と近隣県各地

で宣伝キャラバンを行っています。新ゴンドラＯＰ

ＥＮとゆったり宿泊キャンペーンのご案内が主です

が、多くの皆様に野沢温泉村へ足を運んでもらえる

よう観光関係団体で訪問、誘客を行っています。 

突然の訪問もありましたが、各所快く受け入れてく

ださり、社内周知やパンフレットの設置をしていた

だきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、当日観光協会にて「お宿に寄るように言

われてきた」程度の認識しかなくお越しになるお客

様も少なくありません。その場合はトラブルを防ぐ

ため、キャンペーンの説明をしてから販売していま

すが、他お客様の待ち時間が長くなるなど窓口混雑

につながりますので、ご宿泊の際にキャンペーンの

内容を分かるようご説明・ご案内をしていただきま

す様お願いいたします。キャンペーン開始より１か

月ほど経ち、窓口では「事前予約冊数より当日冊数

を増やしたい」とのお声が多くありました。当初の

ご案内では、“当日冊数の変更はできない。”とのご

案内でしたがご要望が多くあったため、予約人数の

冊数を越えなければ当日の冊数変更は可能といたし

ます。 

 

①毎月１０日締日→１５日振込 

②毎月２５日締日→末日振込 

最終締日：２０２０年１２月１３日（日） 

 

日 程 訪  問  先 

9／28（月） 群馬県（甘楽、富岡） 

  29（火） 長野県東信（東御・佐久穂） 

  30（水） 上越市 

10／ 1（木） 糸魚川市 

   2（金） 長野県中信（松本周辺） 

   5（月） 長野県東信（佐久、小諸） 

   6（火） 長野県東信（上田、坂城） 

   7（水） 新潟県（南魚沼） 

   8（木） 福井県、石川県 

   9（金） 福井県、石川県 

  12（月） 新潟県（小千谷、魚沼） 

  13（火） 富山県（富山、射水） 

  14（水） 長野県北信（千曲、長野） 

  15（木） 長野県北信（須坂、小布施） 

  16（金） 新潟県（津南、十日町） 
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◎稲城市契約旅館利用助成券の取り扱について 

友好都市との交流の発展を図る為、稲城市では宿

泊費の一部補助を行っております。稲城市民は、野

沢温泉観光協会を通しての宿泊に限り、補助が受け

られます。稲城市のＨＰにも「予約は必ず、野沢温

泉観光協会へ電話にて行ってください。」となってお

りますが、ここ数年、お客様が宿泊施設に直接予約

やオンライン予約等で、観光協会を通さないで補助

を受けるケースが増えています。 

このことについて、稲城市、野沢温泉村と協議し、

今後野沢温泉観光協会を通して予約の宿泊以外は助

成券利用ができません（取り扱いません）ので、宿

泊施設の皆様はお客様へのご案内をお願いします。

また、お客様から直接予約の場合は助成券を受け取

らないようお願いします。 

 

◎第 58回全国中学校スキー大会について 

新型コロナウイルス感染症の影響により、様々な

イベント・大会等が中止、延期となっております。

全国中学校スキー大会の開催も危ぶまれていますが、

現在、開催の方向で準備、会議を進めております。

ですが、今春に受け入れ宿の募集をさせていただい

た時とは状況も変わっており、定員数を通常より減

らして人数の配分をさせていただいたり、各施設に

１部屋必ず保健部屋を確保していただきます様お願

いいたします。詳細が決まり次第また皆様にご連絡

をさせていただきますが、現在把握している詳細は

以下の通りです。 

・大会開催期間：2021年2月2日（火）～2月5日（金） 

・宿泊料金適用期間：1月31日（日）～2月5日（金） 

・宿泊料金：Aタイプ・13,200円（諸税込） 

      Bタイプ・9,900円（諸税込） 

※定員数の減、保険部屋の確保により、１名当たりの単価

を上げていただきました。 

・今年は無観客にて開催いたします。 

・宿泊一次申込締切：2020年10月30日（金）＊概算

人数報告 

・宿泊正式申込締切：2021年1月19日（火） 

新型コロナウィルス感染症対策として、お願いする

ことなどありますが、限りある中学生の全国大会が

無事に開催できるよう、ご協力をお願いいたします。 

◎GOTOトラベル地域共通クーポン登録について 

10月1日から利用開始となったGOTOトラベルキャ

ンペーン事業に付与される地域共通クーポンですが、

村内商工施設の皆様は是非店舗登録をしていただき、

お客様が村内でお楽しみいただけるようご協力をお

願いいたします。 

登録については野沢温泉商工会にて承っておりま

す。登録に際し、不明な点は商工会へご相談くださ

い。 

●野沢温泉観光協会でも「地域共通

クーポン」が使えます！ 

野沢菜時漬け体験などにも利用でき

ますので、お客様へご案内くださ

い。 

 

 

◎今後の各施設予定 

 皆様ご存じの通り、今シーズン長坂ゴンドラが新

しくかけ変わります。村では、スキー場のオープン

前に村民の皆様が試乗できる様計画をしていますの

で、この機会を利用いただきお客様へご案内くださ

い。 

☆スキー場オープン：2020年 12月 12日（土） 

★グランドオープン：2020年 12月 19日（土） 

↓１０月上旬の山頂駅工事の様子↓ 
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◎2020-2021スキーシーズン説明会について 

今年度は、スキーシーズン説明会の前に、冬の営

業に向けて保健所の職員の方にお越しいただき、新

型コロナウイルス感染症対策を行っていただきます。 

今回は、コロナ対策の基本的なことから各職種別の

対策などをお話ししていただきます。シーズン説明

会と合わせて、出席希望の方は別紙申込書に必要事

項をご記入の上お申込みください。また、時間が長

引かないよう対策を行いたいので、事前に質問事項

を合わせてお書きください。 

開催日：10月 21日（水） 

場所：野沢温泉スパリーナ国際会議場 

午後 1時 30分～ コロナ対策セミナー 

引き続き スキーシーズン説明会 

 

◎新型コロナウィルス感染症対策ポスター制作 

野沢温泉観光協会では、以下のポスターを制作予

定です。ご来村のお客様へ向けて、施設へ掲示して

いただくなどご活用ください。冬前には会員様へお

届けいたしますので、今しばらくお待ちください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎野沢温泉ふるさと体験開催・募集！ 

この時期、野沢温泉ならではの体験をセットにし、

募集・販売いたします。 

～「見て」「感じて」体験する二日間。～ 

名湯を満喫しながら郷土料理作りや野沢菜の

時漬け体験をしませんか。 

開催期間：①10月 26日(月)～30日(金) 

②11月 9日(月)～13日(金) 

※各 5日間・各日 9名定員/最少催行人数 2名 

※お申込み受付は体験日の 7日前まで 

体験期間：上記開催期間のうち、2日間 

参加費：お一人様 2,500円（宿泊費は別途） 

体験スケジュール： 

1日目 13：00 観光協会集合 

～集まり次第畑へ移動(送迎)～野沢菜収穫～温泉で

お菜洗い～時漬け体験～ 

       16：00 終了予定 

2日目 8：50 爺婆産集合 

～郷土料理作り（笹寿司・おやき）～試食～ 

    12：00 終了予定 

申し込み：野沢温泉観光協会 

 

＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊ 

◎協会員への情報WEB配信について 

毎月１０日を目安に配信しておりますが、その他会

員へのご案内など載せていますので、定期的にアク

セスしてみてください。 

①観光協会HPを開き、下段バナーエリアの観光協会

ロゴマークをクリックまたは、以下QRコードを読み

取る。 

②パスワード「3883」を入力

する。 

また、この配信に伴

い、紙での配布が不要な

かたは、事務局までご連

絡願います。 

●ニュースリリースの配布について 

協会報と一緒にお配りしておりました、ニュースリ

リースですが、協会員ページの立ち上がりに伴い、

ＷＥＢ掲載のみとさせていただきます。ご理解いた

だき、紙面削減のご協力をお願いいたします。 


