
 

お問い合わせ  野沢温泉観光協会 ☎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 
第144号 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年5月20日(木)午後2時より野沢温泉スパリ

ーナコンベンションホールにて、野沢温泉観光協会

第7期定時総会を開催しました。 

当日は、総会員数299名の過半数を超える218名(内、

委任状159名)の出席により成立し、第7期の事業報告

と決算報告、第8期の事業計画と収支予算(案)につい

て審議していただき、その他も含めて提案された議

題については、すべて承認されました。 

今回承認された事業計画に基づき、第8期の事業を

推進してまいります。引き続き、皆様のご理解とご

協力をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆第8期 野沢温泉観光協会 役員 

代表理事：河野健児(協会長) 

理 事：片桐アキラ(副会長)、河野今朝成(副会長) 

 森博美(専務理事)、嶋田孝至、内田博喜、 

 河野晃久、富井靖弘、高澤公治、 

 上野雄大 

監  事：富井純一、竹井勝 

上記役員は今期にて任期満了となり、役員改選が

行われます。改選にあたり、会員の皆様にご意見を

伺う機会もあろうかと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 野沢温泉観光協会 第7期定時総会 
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 ＧＷ道祖神太鼓演奏会 

令和3年5月3日(月) 道祖神太鼓保存会による演奏

会が開催されました。 

今年は、大湯前の｢レストラン＆バー寿命延｣様前

の広場をお借りし、お客様や村民の皆様に道祖神太

鼓の勇壮で凛々しい演奏を楽しんでいただきました。 

昨年度は、このような発表の場を設けることがで

きず、久しぶりの演奏会となりましたが、お客様か

らは「迫力がすごい！感動しました」「太鼓の音は元

気が出ますね、素晴らしかった」などのお声をいた

だきました。 

 菜の花パノラママーチ 

令和3年5月8日(土)･9日(日)第16回菜の花パノラ

ママーチが開催されました。2年ぶりの開催となった

本大会では、参加者の方には体調確認票を送付し体

調管理をお願いする、複数の方が接触する可能性が

ある給水所は設置せず参加賞として飲料水を配布す

るなど、感染症対策を実施しながらの開催となりま

した。 

一時崩れはしたものの、おおむね天候に恵まれ、

北は山形県、南は宮崎県から延べ708名の参加があり、

菜の花が咲き、新緑が映える野沢温泉と周辺の里山

をウォーキングされました。 

本大会が所属する関東甲信越マーチングリーグで

は、昨年多くの大会が中止となり、本大会が1年3ヶ

月ぶりのウォーキング大会となったそうです。リー

グ本部の皆様が各地の組織にご案内して頂いた結果、

思っていた以上に多くの方々に参加していただくこ

とが出来ました。 

大会運営にご協力いただいた皆様、大会に参加し

盛り上げていただいた村民の皆様に御礼申し上げま

す。ありがとうございました。 
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 つつじ山整備作業 

令和3年5月21日(金)に、つつじ山の整備作業でつ

つじを覆う枯草やツルなどを取り除き、歩道の草刈

りを行いました。広範囲のため、1日の作業では終わ

りませんでしたが、見ごろを迎える季節には山一面

が赤色で覆われるよう、時間をかけて今後も整備を

行っていく予定です。 

観光協会ではグリーンシーズンの野沢温泉の郷山

歩きのコースのひとつとして、お客様につつじ山散

策をご案内しています。つつじ山から見える野沢温

泉の景色もまた趣がありますので、村民の皆様も初

夏のつつじ山へ足を運んでみてはいかがでしょうか。 

 第8期(令和3年度)の支部長の皆様 

定時総会後の6月1日(火)、役場301･302会議室にて、

第8期(令和3年度)第1回目の支部長会を行いました。 

新たな支部長会組織の顔合わせと今後のスケジュ

ールなどを話し合い、支部長互選により支部長会長

と副会長が選出されました。 

今年度の各支部長は右記のとおりです。 

 

来年は役員改選が行われます。その準備のために

今年度の各支部長の皆様にはご足労いただくことと

なりますが、よろしくお願いいたします。 

 

 国内旅行消費61％減＜1～3月期＞ 

観光庁が発表した旅行・観光消費動向

調査の速報値で、2021年1～3月期の日本

人の国内旅行消費額は、2020年同期比

50.1％減、コロナ禍以前の2019年同期比

では60.9％減。GoToトラベル事業の全国

停止、緊急事態宣言の発令などで旅行需

要が縮小したようです。消費額は現行の

調査手法となった2010年以降で1～3月期

として最低となりました。 

観光協会における宿泊斡旋の動向を見

ると、同じような振れ幅で減少している

ことが分かりました。 

<参考> 観光経済新聞 第3081号 2021年5月29日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中 尾 支 部：門脇館 

新 田 支 部：ゆかり荘 

十王堂支部：ff フォルテシモ 

秋 葉 支 部：美野屋（支部長会副会長） 

松 葉 支 部：鈴森 

大 湯 支 部：マウンテンサイド大竹 

河原湯支部：三十苅 

麻 釜 支 部：桐屋旅館 

真 湯 支 部：レジデンス寧 

寺 湯 支 部：三河屋 

横 落 支 部：白樺（支部長会々長） 

 

 

 

  

日本人国内旅行消費額 

国内旅行全体（億円） 
  

うち宿泊旅行 うち日帰り旅行 

2019年 1～3月期 42,109 32,482 9,627 

2020年 1～3月期 32,972 26,150 6,822 
 

2021年 

1～3月期 16,458 12,865 3,593 

2020年同期比 －50.1％ －50.8％ －47.3％ 

2019年同期比 －60.9％ －60.4％ －62.7％ 
 

観光協会宿泊斡旋 

延べ宿泊者数（人泊） 
 宿泊料金合計

(円)  

2019年 1～3月期 4,631  35,572,990 

2020年 1～3月期 3,958  30,425,291 
 

2021年 

1～3月期 1,801  15,291,729 

2020年同期比 －54.5％  －49.7％ 

2019年同期比 －61.1％  －57.0％ 

 

さとやま 
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長坂ゴンドラリフト 

運行期間 令和3年7月3日(土)～10月31日(日) 

運行時間 午前9時～午後4時(下り16:30) 

料 金 おとな <往復>2,500円 <片道>1,500円 

       こども <往復>1,500円 <片道>1,000円 

スタカ湖キャンプ場 

営業期間 令和3年7月3日(土)～10月31日(日) 

営業時間 午前8時30分～午後4時30分 

料 金 バンガロー 1泊7,000円 

       テントサイト 1泊2,500円 

上ノ平ピクニックガーデン 

多年草を中心とした様々な花が咲く自然豊かな

ガーデン、ウッドデッキやベンチがある｢木漏れ

日テラス｣で大自然を体感できます。 

キッチンセアボス 

営業期間 令和3年7月3日(土)～10月31日(日) 

営業時間 午前9時30分～午後4時 

営業内容 軽食･飲料･売店 

 

 湯グッズについてのお知らせ 

この度、以下のように取扱い内容を変更させてい

ただきますので、ご了承くださいますようお願いい

たします。 

○｢湯めぐりセット｣価格変更 

｢湯めぐりセット｣内の石鹸の値上がりにより、卸

価格と販売価格を次のように変更いたします。 

 

 

 

〇｢道祖神ストラップ｣販売終了 

｢道祖神ストラップ｣の在庫分が先日完売し、これ

をもちまして今後の取り扱いを終了いたします。 

〇｢道祖神御神体｣取り扱い開始 

お客様からお問合せをいただくこともあり、｢道祖

神御神体｣の販売を次のように開始いたします。 

卸価格･販売価格(税込) 1,200円 

 

※上記の価格は商店以外の協会員様の価格です。 

 

 

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 

運行時間 午前9時～午後4時 

料 金 おとな 1日3,600円 半日2,700円 

      こども 1日2,100円 半日1,600円 

      シニア 1日3,100円 半日2,400円 

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 

運行時間 午前9時～午後4時30分 

料 金 おとな 1回2,000円 

      こども 1回1,200円 

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 午前9時～午後4時30分 

料 金 500円 シーズンパス6,000円 

 

 

 

◇野沢温泉オリエンテーリング大会◇ 

メイン会場／オリンピックスポーツパーク 

日 程／令和3年6月25日(金)～28日(月) 

地図に記されたチェックポイントを順番に巡

り、ゴールまでのタイムを競うスポーツです。 

 

◇The 4100D マウンテントレイル in 野沢温泉◇ 

メイン会場／オリンピックスポーツパーク 

日   程／令和3年7月23日(金) 

(65㎞)午前7時スタート～18時間制限 

(23㎞)午前9時スタート～7時間30分制限 

(14㎞)午前10時30分スタート～5時間制限 

 

◇野沢トレイルフェス◇ 

令和3年8月7日(土) 11:00 ロング27㎞スタート 

13:00 ﾀﾞｳﾝﾋﾙ12㎞スタート 

令和3年8月8日(日) 10:00 キッズスタート 

 グリーンシーズン営業情報  

今後のイベント 

 現行  変更後 

卸価格(税込) 371円 → 478円 

販売価格(税込) 440円 → 550円 

 


