
 

お問い合わせ  野沢温泉観光協会 ☎0269-85-3155 

第137号 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 1日「野沢菜の日」に、のざわな蕪四季會社

“蕪主総会”が柄沢の観光協会野沢菜畑にて行われ

ました。新型コロナウィルス感染症対策として、例

年とは異なり規模をかなり縮小し、また密を避ける

ために屋外での開催となりましたが、54名の蕪主様

と同伴者 38 名、合計 90 名の皆様にご参加いただき

ました。また、総会後には畑で野沢菜の収穫体験を

行いました。このような開催でしたが、参加された

蕪主の皆様と 1 年ぶりにお会いできたこと、お越し

いただき楽しんでいただけたこと、蕪主総会後も滞

在し、観光協会主催の野沢菜収穫時付け体験に参加

された方、湯グッズをたくさん購入された方、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれの野沢温泉愛を感じ、大変ありがたく思い

ます。今年は初の試みとして、YouTubeで蕪主総会の

模様をライブ配信しましたが、音声が聞こえないと

いう結果となってしまいました。反省を次に生かし

ていきたいと思います。 

翌日 11月 2日は朝 6時から、健命寺野沢菜発祥の

碑前で、野沢菜法要を行いました。 

早朝でしたが、数名の蕪主様にご参加いただきまし

た。 

来年は通常通り蕪主総会が開催できることを願うば

かりです。 

ご協力いただいたみなさまありがとうございました。 

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。 

野沢温泉のざわな蕪四季會社 蕪主総会開催 
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◎湯ったり宿泊クーポン販売終了 

お客様にも大変好評をいただきました、こちらの

クーポンは、８月２２日より予約販売開始をしまし

た。宣伝の効果もあり販売予定数に達しましたの

で、１０月３１日をもって販売終了となりました。

これに伴い、当日の冊数増刷や当日のお申込み受付

はできませんので、お客様へのご案内をお願いいた

します。施設の皆様のご理解もお間違いの無いよう

お願いいたします。 

◎交通費サポートキャンペーン終了 

 野沢温泉へお越しの交通費キャッシュバックにつ

いても、事業費が終わりましたので、１１月５日を

もって終了となりました。これについては、予約が

できないキャンペーンでしたが、今後のお客様への

お知らせにご注意いただき、周知願います。 

◎野沢温泉市開催 

10 月 23 日（金）からの 3 日間、稲城市で野沢菜

や野菜、加工食品などの販売を行いました。 

昨年は「稲城市民祭り」で野沢温泉村のブースを出

展し物販を行いましたが、今年はコロナ禍により中

止となり、23日は稲城市農産物直売所、24日からの

2 日間は稲城市公民館前に場所を移しての物販とな

りました。野沢菜やキャベツ、野沢菜漬けなどの加

工品を中心に販売を行い、稲城市民に足を運んでい

ただきました。お越しいただくお客様は例年に比べ

少なかったものの、その分ゆっくりとお話や PRがで

き、充実した 3日間となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎野沢温泉宣伝予定 

先日、支部の皆様にご出役いただき宣伝用にパン

フレット詰めの作業を行っていただきました。ご協

力をいただきましてありがとうございました。 

皆様に作っていただいたパンフレットは以下の宣伝

で活用いたします。 

・冬スポ‼東京ビックサイト 11/14-15 

・冬スポ‼さいたまスーパーアリーナ 11/21-23 

・冬スポ‼パシフィコ横浜 11/27-29 

・冬スポ‼長野ビックハット 11/28-29 

・冬スポ‼ナゴヤドーム 12/4-6 

・北信州スノーリゾート協議会 12/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇長野マスコミ情報交換会 11/11 

〇東京マスコミ懇談会 11/13 

〇大阪マスコミ懇談会 11/16 

各マスコミ懇談会では、例年の周知とはいかず、マ

スコミの方の人数も制限し村内からの訪問も最小人

数で各方面へ伺います。  
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↗スキーシーズン予定資料取り来てナス～↗ 

◎全国中学校スキー大会について 

 先月号でお知らせをいたしました第 58回全国中

学校スキー大会は催行予定です。宿泊施設の皆様に

は、今春に今年度受入可否のご連絡をいただいてあ

りますが、受入宿に対し以下の通り説明会を行いま

す。ご参加ください。 

 

・日にち：令和２年１２月９日 水曜日 

・時 間：午後２時～（14：00～） 

・場 所：野沢温泉村公民館 大広間 

 

※各宿の仮割り振りは１１月末をめどに進めていま

す。今しばらくお待ちください。 

また、新型コロナウィルス感染症対策として、受入

定員数を減らし、割り当てをしていきます。ご提供

いただきましたお部屋につきましては変更なきよう

お願いいたします。 

★全国中学校スキー大会㏌野沢温泉 公式 HP 

https://nozawazenchu.com/ 

大会要項など掲載していますので、ご覧ください。 

◎感染症対策セミナー 質疑応答 

 10月21日(水)に新型コロナウィルス感染症対策

セミナーを行いました。その際にありました、質疑

応答について、一部掲載いたします。各施設、参考

にしていただき、対策をしてください。 

 

【セミナー時の質問の回答】 

Ｑ．寝具（シーツ、カバー）の取り扱いについて

は、どのようなことに注意すればよいか。 

Ａ．シーツやカバーについては、通常通りの洗濯

（洗濯用洗剤による洗浄と乾燥）で問題ありま

せん。なお、シーツやカバーについては、原則

として、宿泊者ごとに交換していただくようお

願いします。交換が難しい場合はアルコール消

毒液を使用し、消毒液で十分湿らした後に、よ

く乾燥させることで、一定程度の消毒効果があ

るものと考えられます。 

  ※現時点で、研究等で効果が実証されているわ

けではありません。 

◎2020-2021スキーシーズン説明会資料 

10月21日(水)に実施したスキーシーズン説明会に

来られなかった方は、観光協会事務局（横落観光案

内所）に資料をご用意しております。 

今シーズンのスキー場情報や冬期駐車場の利用方

法など、ご宿泊や観光施設ご利用のお客様へご案内

する際の大切な情報です。 

受け取りにお越しください。 

 

 

 

 

 

 

Ｑ．宿泊者の検温で、熱があった場合の対応はどう

すればよいのか。 

Ａ．発熱以外の症状を含めて確認し、有症状者相談

窓口（保健所）に相談するよう案内してくださ

い。※本人及び同行者を含めてマスクの着用と

可能な限り客室にとどまるよう依頼してくださ

い。※冬シーズンは、保健所ではなく、近隣の

医院（かかりつけ医）に連絡の上、受診してい

ただく事になる予定です。 

Ｑ．体調不良の宿泊者が待機する部屋は、必ず準備

しておかなければならないか。 

Ａ．待機用の部屋を確保できるかは、各施設の実情

によると考えられますので、必ず準備しなけれ

ばならないという事はありません。待機用の部

屋が確保できない場合は、もともと予約してい

た部屋に入っていただき、可能な限り客室にと

どまるよう依頼してください。また、体調不良

の宿泊者が滞在した部屋については、チェック

アウト後に、入念に消毒を実施してください。 

↑セミナー・説明会には

多くの皆様にお越しいた

だきました↑ 
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◎メンテナンス休館のお知らせ 

冬の営業を前に、入浴施設のメンテナンス休館が

予定されています。お客様へのご案内の際にご注意

ください。 

◆野沢温泉スパリーナ 

令和2年11月9日(月)～11月20日(金) 

◆麻釜温泉公園ふるさとの湯 

令和2年12月1日(火)～12月10日(木) 

◆ラトリエ クラ 

令和2年11月4日(水)～11月11日(水) 

◎ふるさとの湯 村民無料サービスデー 

＊令和2年12月11日(金)～12月16日(水) 

～～今年のゆず湯～～ 

＊令和2年12月20日(日)お客様へご案内ください。 

◇野沢温泉スポーツ公園冬期営業◇ 

○ジップスカイライド ※要予約 0269-85-2623 

【営業期間】※毎週木曜定休 

令和2年12月5日(土)～令和3年5月9日(日) 

【営業時間】 

午前9時30分～午後4時 

【料金】 

大人1回1,400円 小人1回800円 

（リフト券をお持ちでない場合 

大人2,000円 小人1,200円） 

＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊ 

◎観光協会LINE再設定について 

観光協会LINEについて、機種変更の際にうまく引

継ぎが出来ず、以前のアカウントが使用不可とな

ってしまいました。 

新規でアカウントを開

設いたしましたので、お

手数ですが、再度申請・

登録をお願いいたしま

す。 

空室情報やご要望など

を受け付けます。 

 

◎浴槽水の水質検査について 

折り込みにてお知らせしてありますが、下記日程

にて浴槽水の水質検査を行います。 

水質検査の回数は県条例施行規則に以下のように

定められています。 

・毎日完全換水している場合 ･･･年 1 回以上 

・毎日完全換水しないが塩素系薬剤による消毒を

行っている場合  ･･･年 2 回以上 

・毎日完全換水せず塩素系薬剤による消毒も行っ

ていない場合  ･･･年 4 回以上 

また、浴槽水の検査は男女別浴槽ごとの検査が原

則となります。 

回収日／11月28日(土)，12月5日(土) 

受付時間／午前10時～午後2時 

料 金／1検体2,500円(税込) 

※観光協会では、毎年春と秋に水質検査を実施しま

す。次回は5月末の予定です。 

＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊ 

◎協会員への情報WEB配信について 

 紙面にて毎月10日発行している観光協会報ですが、

WEB上でも見られるようになりました。観光協会の最

新情報を発信しますので、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ＷＥＢ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。 


