
 

お問い合わせ  野沢温泉観光協会 ☎0269-85-3155 

第141号 

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

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月 6日(土)午後 7時 30分より長坂ゲレンデにて

『冬の灯明夜まつり』を開催いたしました。 

感染症対策のため、例年行っていた日影ゲレンデか

ら長坂ゲレンデへ会場を移し、開催時間も 1 時間と

短縮、現状出来る限りの中でお楽しみいただきまし

た。当日は朝から雨模様でしたが、日が暮れてから

は雪がちらつく空模様となり、ゲレンデに設置され

た灯明が一層際立ちました。野沢温泉スキークラブ

によるスキー史変遷滑走では、時代ごとの衣装に身

を包み、時代ごとの道具や技術で滑走し、お客様か

ら歓声が上がる程楽しんでいただきました。またス

キースクール講師と一般募集のお客様による松明滑

走は、例年より募集人数を半分に減らして行われま 

 

 

 

 

 

 

 

 

したが、半数以上は一般募集の方となり、他では出

来ない経験をしていただきました。 

イベントのフィナーレを飾る雪上花火は、皆様に多

くのご協賛をいただき、さらには今までよりも打ち

上げ場所が近くなり、大迫力のなか多くの歓声があ

がっていました。出役いただいた支部の皆様、お忙

しい中ありがとうございました。出役頂いた際に準

備の不手際などが多々あり、申し訳ございませんで

した。 

3 月 20 日(土)には『野沢温泉はとぐるまカップ』

『お客様感謝祭』、21(日)『野沢温泉はとぐるまカッ

プ GSL 大会』が行われる予定ですので、お客様への

告知や当日の出役等よろしくお願いいたします。 

～＊冬の灯明夜まつり 開催＊～ 



令和3年(2021年)3月10日 第141号  

2  
NOZAWA ONSEN Tourism Association News 

野沢温泉観光協会報 
   

 

 

◎免疫力アップキャンペーン 

3月1日より販売開始の当キャンペーンについて、

会員施設の皆様には、ご協力をいただきましてあり

がとうございます。連日多くのお申込みをいただき、

残り半数ほどとなりました。 

お申込みにあたり、以下の事項を再度ご確認くだ

さい。 

①クーポンは必ず事前にお申込みください。旅行計

画を立て、体調管理をきちんとしていただきお越し

いただくためです。来村されてからクーポンの情報

を知り、申し込みたい！とならないよう、予約時に

お客様へのご案内を必ず行ってください。 

②クーポン受付は８時３０分から１７時まで、販売

は８時３０分から１７時３０分までとなります。１

７時以降は翌日の受付となりますので、ご了承くだ

さい。 

③登録の際に漢字や読み方がわからず困ることもあ

りますので、出来ましたらお名前の「フリガナ」を

記載していただけると助かります。 

④お申込みの際は、必ず「氏名（フルネーム）」「住

所」「施設名」を記載の上お申し込みください。お客

様の重複や連泊などを避けるため、必要な情報とな

ります。 

 

◎会員施設 写真撮影について 

観光協会入会の際には、各施設より写真をデータ

－にてご提出いただきありがとうございました。現

在、各施設よりいただきました写真を観光協会ホー

ムページに掲載しておりますが、画素数が足りない

ものや古いものがあり、お客様への案内に向かない

ものもあります。インターネットで検索をするのが

当たり前の現代です。お客様に選んでいただけるよ

うな観光地、施設に見せることも非常に大切なこと

です。以上のことから、全観光協会員施設を対象に

春より順次観光協会施設の写真撮影を無料で行いま

す。ご希望のかたは今回お配りする用紙に記入し、

お申し込みください。 

また、撮影希望なしの方も別紙詳細をよく確認し、

回答をお願いいたします。 

④週末は大変混み合います。車の渋滞がおこる可能

性もありますので、なるべく徒歩でのお越しをお客

様へご案内お願いいたします。 

◎野沢温泉にお泊りいただくお客様へ販売するクー

ポンですので、必ず宿泊予約が必要となります。ク

ーポンお申込みは観光協会の会員ページ内にフォー

ムがありますので、ご利用ください。FAXが届いてな

い！や、施設印がないので、宿名がわからない！な

どのトラブルがなくなります。また、紙の削減にも

なりますので、ご協力をお願いいたします。 

「よくある質問」も、観光協会の会員ページへま

とめてありますので、併せてご覧ください。 

●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。 

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：２０２１年５月６日（木） 

 

写真の一例です 
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◎外国人宿泊者数アンケートについて 

先月号でもお伝えいたしましたが、全宿泊施設の

皆様へ外国人宿泊者数アンケート調査の回答いただ

くようお願いをしています。 

このアンケートは、外国人宿泊客調査の資料に反

映される重要な調査です。 

夏期の回答が１２月末日、冬期の回答が２月末日

となっていましたが、未提出が多く確認されます。

宿泊施設の皆様は必ず次の方法で必ず提出をお願い

いたします。 

①観光協会の窓口あるいはＦＡＸ（８５－３８８３） 

②メール（info@nozawakanko.jp） 

※①②のいずれかの方法でお願いします。 

（観光協会ホームページ内会員ページに報告書デー

ターがありますのでご利用ください。） 

 

◎お客様の声 

〇１月２日「むさしのＦＭ」に村長が電話出演

をし、野沢温泉の耳より情報をお伝えしました。

この放送を聞いていたリスナーの方より、野沢温

泉にメッセージが多数寄せられましたので、一部

ご紹介いたします。（本文まま） 

＊昨シーズン、久しぶりに野沢温泉に行きました。

改めて野沢温泉の魅力にはまってしまいました。

ゲレンデはもちろん、雪質、温泉街の雰囲気、温

泉めぐりなど全て最高です。今シーズンも絶対行

きたいです。 

＊野沢温泉の外湯巡り、サイコーですよね。私も

肩を傷めている時に、友達の付き合いで野沢温泉

にスキーで行った時に友人が滑っている間、外湯

巡りを楽しみました。昼に巡ったので、地元の方

とノンビリお話しできてとても旅気分が盛り上が

りました。スキーなしでも楽しめる、野沢温泉な

らではです。野沢温泉、本当にステキな場所です

よね。 

＊４３年前、２回目のスキーが野沢温泉、ロープ

ウェイは満員、シングルリフトを乗り継いで上ノ

平へ。長―いｔバーリフトがあったのを覚えてい

ます。それからも数年おきには通ってます。 

◎保養施設補助券の精算について 

3月利用の各種保養施設利用補助券については、出

納閉鎖の関係から、4月2日(金)までに観光協会事務

局にお持ちいただくようお願いいたします。 

契約団体によって、年度をまたいでの精算が出来

ない場合があります。また、宿泊施設から直接発行

元へ提出されましても精算は出来ません。 

お客様からお預かりした保養施設利用補助券の精

算につきましては必ず観光協会へ提出ください。 

過去、提出が遅れたために精算出来なかった事例

があります。 

 

今年度の利用補助券で、提出忘れのものが無いか、

今一度ご確認をお願いいたします。 

 

 

 

 〇外湯に関してのお声です。 

外湯を利用した際に、熱くて加水をしようとした所、

「どこの人ですか？私たちはお金を払って管理して

いるんです。観光客の人は水を入れるから困るのよ

ね。」と言われたそうです。この方は、お賽銭をいれ、

利用していたこともあり、“観光させていただいてい

るので、少し贅沢をして、現地でお金を使って。”と

考えていたそうで、とても残念です。とメールにて

連絡がありました。前々から同じような問題はあり、

湯仲間の皆様はじめ、村民の皆様には回覧等で周知

されていると思いますが、今一度自然の恵みをいた

だいている事に感謝をして入浴したいものですね。 

〇先日、野沢温泉での感染症対策についてお客様

よりご指摘がありました。観光協会会員施設の皆様

においても今一度確認をし、対応していただきます

様お願いいたします。施設内でのマスク着用や消毒

は、皆様だけではなくお客様へ感染させない様に予

防も兼ねています。常連様や団体様にはなかなか注

意できない場面もあるかと思いますが、お客様皆様

に楽しい旅行をしていただくためには注意し、促す

ことも必要だと感じます。 

素晴らしい観光地、“野沢温泉”であることに自信

を持ち自覚をもってご協力をお願いいたします。 
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 3月29日(月)より、中央ターミナルは夏期体制に

代わります。これに伴い、村内のバス停が変更に

なりますので、ご注意ください。また、野沢温泉

ライナーの時刻も一部変更となります。 

お客様へのご案内をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎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。免疫力アップ

キャンペーンの申し込みを会員ページ内に設置した

こともあり、多くの会員様にご覧いただけたのでは

ないでしょうか。 

今回のように、観光協会の最新情報を発信してい

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

方は、事務局までご連絡

願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光協会ホームページ トップ画面 
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野沢温泉ライナー時刻表（2021年3月29日～12月中旬） 

上り＜飯山駅行＞  下り＜野沢温泉行＞ 

 野沢温泉 発 飯山駅 着   飯山駅 発  野沢温泉 着 

① 6:30 6:55  ① 8:45  9:10 

② 7:40 8:05  ② 10:00  10:25 

③ 8:30 8:55  ③ 10:45  11:10 

④ 9:40 10:05  ④ 12:30  12:55 

⑤ 11:20 11:45  ⑤ 13:40  14:05 

⑥ 13:00 13:25  ⑥ 15:15  15:40 

⑦ 14:20 14:45  ⑦ 17:30  17:55 

⑧ 16:50 17:15  ⑧ 18:55  19:20 

⑨ 18:15 18:40  ⑨ 20:15  20:40 

⑩ 19:35 20:05  ⑩ 21:20  21:45 

 

◎ターミナルの夏期体制移行に伴う各種変更について 

ページ 

下へ 


