
 

お問い合わせ  野沢温泉観光協会 ☎0269-85-3155 

第142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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 3 月 20 日(土)、21 日(日)の 2 日間にわた

り、野沢温泉にお泊りのお客様を対象に「野沢温泉

はとぐるまカップ」を開催いたしました。 

《デェアヴァイセラウシュ大会》は新設された長坂

ゴンドラのやまびこ駅からスタートし、ゴールは長

坂ゴンドラ長坂駅まで延長され、開催時間も夕方へ

と大きく変わりました。参加人数は 180 名程でした

が、今回より新設された「クロスカントリースキー

の部」では 13名の参加があり、オリンピアンも出場

するなど、今後の参加者増加に期待しています。 

また、同日夜に大湯通りで開催した「お客様感謝

祭」にて表彰式を行い、大勢のお客様と優勝者を称

える事ができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《ジャイアントスラローム大会》では、昨年同様に

雪不足が心配されていましたが、無事にカンダハー

ゲレンデで開催でき、FIS 公認コースを滑走できる

貴重な体験をしていただくことが出来ました。 

お客様感謝祭には約 700 名のお客様に足を運んで

いただき、まんじゅうの振る舞いは数分で終了、ス

マートフォンを使った抽選も定員に達する等、大盛

況のうちに今シーズンの冬のイベントをすべて終え

る事が出来ました。 

支部の出役やスキー史変遷等、皆様の“ご来村の

お客様へ感謝”のおかげで無事開催することが出来

ました。ご協力をいただき、ありがとうございまし

た。 

～野沢温泉はとぐるまカップ・お客様感謝祭 開催～ 
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◎八坂小学校日帰り移動教室 

毎年7月上旬に3泊4日の移動教室で野沢温泉村

を訪れている八坂小学校ですが、新型コロナウィルス

の感染拡大に伴い、今年度は春の段階で、秋に移動教

室を予定しておりました。しかし、秋の時点でも感染症

拡大により延期となってしまい、卒業式間近の 3月 23

日（火）に日帰りで野沢温泉村を訪れました。 

滞在時間は 3 時間ほどでしたが、グループごとに見

たい所や、やりたい事を事前に計画し、時間内に回って

いました。ほとんどのグループが、雪遊びと温泉を入れ

ており、雪遊びでは日影のキッズパークに行き、ソリや

雪合戦をして楽しんでいました。温泉は、他のグループ

と重ならないよう工夫をし、場所や時間を変えて入浴し

ていました。 

また、一番の楽しみのお土産を買う時間では、みんな

両手いっぱいにお土産を買っていました。 

 当初の予定から延期を重ね、最終的には短い時間で

の訪問・交流となりましたが、受入宿の方にはご協力を

いただきありがとうございました。 

八坂小学校の移動教室では、“どうしても子供たち

を野沢温泉へ連れて行ってあげたい”という校長先

生の強い意向もあり、今回は日帰りの移動教室とい

う形でお越しいただきました。 

 

◎聖火リレー 

東京オリンピック 2020聖火リレーが 4月 1日（木）

野沢温泉村でも行われました。野沢温泉スパリーナ

上をスタートし、ゴールの役場までの道のり約 2ｋ

ｍを 13 名の聖火ランナーが走り、ゴールの役場前で

は、聖火が村内をリレー中、セレモニーとして、野

沢温泉道祖神太鼓の演奏があり、観客の皆様を盛り

上げました。コロナ禍での開催となった聖火リレー

は「ソーシャルディスタンスを保って応援は拍手で」

という呼びかけに、沿道で応援にかけつけたお客様

や村民が手を振って、ランナーを温かく迎えました。 

聖火リレーの様子はライブ中継で配信され、お家

で観戦をすることができ、今後も各地の聖火リレー

をご覧いただけます。全国各地をつなぐこの聖火は

7 月 21 日（水）に東京都庁でゴールとなるようで↗ 

全生徒とはいきませんでしたが、大勢の生徒が来

てくれました。↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長坂から日影への移動はナスキー号に乗り、雪山

を楽しんでいました。↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↘す。この聖火リレーで、沿道の警備ボランティアに

ご協力いただいた協会員の皆様ありがとうございま

した。 
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◎免疫力アップクーポン精算について 

冬季シーズン中のキャンペーンに際し、お客様へ

のご案内、お申込み作業をいただきありがとうござ

います。期間が残り半月ほどとなりましたクーポン

ですが、精算漏れがないか今一度ご確認ください。 

精算の際は以下のことに注意し、観光協会へお持

ちください。 

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 

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） 

③4月 25日～5月 6日締切分→5月中旬振込 

※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。 

また、事務局でも枚数を確認させていただきますの

で、混雑時を避け、平日にお持ちいただけると助か

ります。 

 

◎定時総会について 

野沢温泉観光協会第７期定時総会を下記の日程に

て予定しています。今年は感染症対策を行ったうえ

で、出席の会員様にも体調管理に気を付けていただ

き、通常通り開催いたします。出欠は次回協会報へ

折り込みにてご案内を予定しています。 

総会に先立ち、グリーンシーズン説明会も開催い

たしますので、今から予定して頂きますようお願い

いたします。 

 

開催日：令和3年5月20日(木) 

場 所：野沢温泉スパリーナ国際会議場 

日 程：13:00～ 受付 

 13:30～ グリーンシーズン説明会 

 引き続き 第7期定時総会 

 

 

◎中央ターミナルの夏期営業  

観光協会では、昨年に引き続き通年で中央ターミ

ナルの管理運営を行います。 

中央ターミナルにつきましては、野沢温泉ライナ

ーの乗降スペース以外は有料駐車場として運営しま

す。料金を下記に示しますので、お客様へのご案内

をお願いいたします。 

区分 日帰り 1泊2日(車中泊禁止) 

普通車 500円 
1,500円 

＜台数制限あり＞ 

中型車 1,000円 
3,000円 

＜台数制限あり＞ 

大型車 

(乗降のみ可) 

乗降それぞれ 

1,000円 
＜予約制＞ 

 

バイク 300円  

◆大型バスのご利用について◆ 

大型バスは乗降のみ可能です。留め置きは中尾駐

車場のご利用をお願いします。乗車／降車ともに、

ご利用の際には1回1台1,000円を申し受けます。 

野沢温泉ライナーの発着が優先されるため、利用

できるのは以下の時間のみとなります。 

10:00 11:50 12:20 13:30 14:15 15:15 16:15 17:15 

ご利用には予約が必要となります。 

観光協会(85-3155)までお問い合わせください。 

 

◎美化清掃運動について 

雪解けと共に目につくようになった沿道のゴミ拾

いを今年も計画しました。ゴールデンウィークから

グリーンシーズンに向けてお越しになるお客様を気

持ちよく迎えるため、急な呼びかけではありますが、

都合の付く皆様の協力・参加をお願いします。 

日 時：令和3年4月15日(木)  

午後5時～(1時間程度) 

集 合：中尾観光案内所前 

作 業：笹沢～かんがら坂～中尾駐車場 

※当日の参加人数により3～4班編成 

持ち物：軍手、防寒着等 

(ゴミ袋は協会で用意します) 
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◎サマーゲレンデ 

営業期間：令和3年6月19日(土)～11月7日(日) 

※火･水･木定休 7/3～9/5は毎日営業 

営業時間：９：００～１６：００ 

◎遊ロード 

営業期間：令和3年7月3日(土)～11月7日(日) 

営業時間：８：３０～１７：００ 

◎夏季ゴンドラ運行（予定） 

営業期間：令和3年7月3日(土)～ 

営業時間：９：００～１６：００（下り１６：３０） 

片道料金：おとな1,500円 こども1,000円 

往復料金：おとな2,500円 こども1,500円 

 

◎今後のイベント予定  

◆菜の花パノラママーチ 

5月8日(土)･9日(日) 

◆つつじまつり 

6月5日(土)･6日(日)  

◆たけのこまつり 

6月11日(金)～20日(日) 

◇オリエンテーリングツアー 

6月25日（金）～6月28日（月） 

村内にチェックポイントを設置し、“誰が一番早くま

われるか”という個人競技です。 

◎感染症疑い者の搬送期間延長について 

野沢温泉村新型コロナウイルス受診対策協議会

（観光協会・旅館組合・のざわ温泉交通）では、新

型コロナウイルス感染疑い者における移動手段がな

い方の搬送体制「搬送タクシー」について、令和 2年

12月 16日から令和 3年 3月 31日をもって終了予定

でしたが、期間をスキー場営業終了までの、5月 9日

（日）まで延長することとなりました。冬季シーズ

ン終了とともに搬送業務も終了といたしますのでお

知らせいたします。施設の皆様は、お客様へのご案

内にご注意ください。 

 

◎ジップスカイライド 

営業期間：令和3年6月5日(土)～11月7日(日) 

※6/5～7/2の期間は土日のみ営業 

営業時間：９：００～１６：３０ 

◎ナスキーパーク 

営業期間：令和3年6月5日(土)～11月7日(日) 

※6/5～7/2の期間は土日のみ営業 

営業時間：９：００～１６：３０ 

★雨の日も遊べる室内の遊び場がオープン！ 

 

※グリーンシーズン営業情報の詳細は、 

５月２０日(木)のグリーンシーズン説明会にて

お知らせいたします。 

 

◆The4100Dマウンテントレイル 

7月23日(金・祝)～24日(土) 

◆野沢トレイルフェス 

 8月7日(土) 

◆納涼盆踊り 

8月14日(土)～16日(月) 

◆マウンテンバイクエンデューロジャパンオープン 

 9月4日(土)5日(日) 

◆のざわな蕪四季會社 蕪主総会 

11月1日(月) 

各イベントは、今後の社会情勢を鑑み、都度開催可

否を判断・お知らせしてまいります。 

◎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。協会報だけ

でなく、その他情報ものせていますので、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「会員

専用ページ」をクリックする。 

②パスワード「3883」を入力する。 

紙面での配信を段階的に削減していきたいと考え

ています。WEBにて確認できる会員の方は、お知らせ

ください。 

～グリーンシーズン営業情報 ～ 


