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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 
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令和3年6月24日(木) 県内のマスコミ関係者、旅行

会社の担当者等々の皆様にお集まりいただき、今年

の夏季観光の情報交換会を行いました。 

この情報交換会は、毎年春と秋に各マスメディア

に情報発信をすることで、少しでもお客様にお越し

いただけるよう野沢温泉を取り上げていただくため、

開催しています。 

春の情報交換会では、参加者の皆様に｢タケノコ採

取｣を体験いただいており、これを楽しみに毎年参加

される方もいらっしゃいます。昨年は、感染症拡大

予防の観点から中止としましたが、今年は予定通り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催し、｢タケノコ名人｣並みに立派なタケノコをた

くさん採取する方もいらっしゃいました。 

その後の情報交換会では、村内の各観光関連団体

からグリーンシーズンの情報提供を行い、この時期

の旬の食材を召し上がって頂く会食の際には、マス

ク会食をお願いし新型コロナウイルスの感染予防に

努めました。 

まだまだ先が見えない状況ですが、これからもマ

スコミの皆様に、野沢温泉を取り上げていただける

よう情報提供してまいります。  

 グリーンシーズン情報交換会開催 
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 野沢温泉オリエンテーリング大会 

令和3年6月25日(金)～28日(月)の4日間、野沢温泉

オリエンテーリング大会が開催されました。 

北は北海道から南は徳島県まで、4日間の延べ人数

で219人の参加がありました。 

エリア内に設置されたチェックポイントを順番に

回ってゴールまでの時間を競う｢オリエンテーリン

グ｣。今回の大会では、ゲレンデ内を中心としたコー

スと温泉街を中心としたコースが用意されました。 

参加された方からは「地元のおばちゃんからの声

援が嬉しかった」「宿がアットホームで良かった」な

ど好評の声が寄せられたそうです。こうしたことか

ら、主催者は来年も開催したいとの意向があるよう

で、今大会を踏まえ、より良く、より多くの参加者

を呼び込むためにご意見を頂きたいとのことです。 

温泉街を通過するコースでは、普段お客様が通ら

ないような箇所にもチェックポイントが設置され、

戸惑いを感じた方もおられたかと思いますが、そう

した｢不安｣の声でも、｢こうしたら｣という提案でも、

どんなものでも構いません。ぜひ、観光協会までご

意見をお寄せください。 

 

 マウンテントレイル宿泊補助券 

令和3年7月23日(金) The 4100D マウンテントレ

イル in 野沢温泉が開催されます。 

今大会の65km(ソロ･ペア･トリプル･駅伝)に参加

される選手には、5,000円分の宿泊補助券が配布され

ます。精算の際に補助券が提示されましたら、5,000

円を差し引いた金額で精算をしてください。 

受け取った補助券は、宿泊日と宿名を記入(または、

施設印押印)し、8月1日(日)までに観光協会へ提出し

てください。 

【大会スケジュール】 

7月22日(木) オリンピックスポーツパーク 

受付 14:00～17:00 

7月23日(金) オリンピックスポーツパーク 

65㎞  7:00スタート 制限時間18時間(25:00) 

23㎞  9:00スタート 制限時間7.5時間(16:30） 

14㎞ 10:30スタート 制限時間5時間(15:30） 
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 あつまれ稲城っ子！野沢温泉塾 

東京都稲城市の市立小学校を対象とした「あつま

れ稲城っ子！野沢温泉塾」が開催されます。 

稲城市内12の小学校の6年生が4グループに分かれ、

ブナの植樹や上ノ平高原のトレッキング、つる細工

体験などを行います。温泉街を散策する機会もあり

ますので、受入宿以外の皆様も温かい目で見守って

いただきたく、日程をお知らせしますのでよろしく

お願いいたします。 

◇あつまれ稲城っ子！野沢温泉塾◇ 

Ａグループ 7月6日(火) ～8日(木) 201名 

Ｂグループ 7月7日(水) ～9日(金) 238名 

Ｃグループ 7月13日(火) ～15日(木) 226名 

Ｄグループ 7月14日(水) ～16日(金) 239名 

※緊急事態宣言の為Ｃ、Ｄは延期 合計 904名 

 施設写真撮影について 

先月下旬から撮影希望施設へ伺い、撮影させてい

ただきました。ご希望をいただきました施設の皆様

ありがとうございました。写真のデータが欲しい方

は、観光協会へUSBメモリをお持ちいただくか、メー

ルにてお申し出ください。冬季、インバウンド向け

に撮影に伺った施設もデータをお渡しいたします。

自身の施設のＰＲにご活用ください。 

 トレイルランニングレース｢奥信濃100｣ 

令和3年8月27日(金)～29日(日) 木島平村を中心

としたトレイルランニングレースが開催されます。 

大会前日27日(金)の宿泊が参加条件となっており、

原則、木島平村内の宿泊施設にお泊り頂く想定のよ

うですが、近隣市村への宿泊が無いとは言い切れま

せん。100㎞のスタートが朝5時のため、3時前後のチ

ェックアウトが想定されています。この期間の宿泊

受付に関してはご注意ください。 

【大会スケジュール】 

8月27日(金) 受付 13:00～18:00 

8月28日(土) 

 100㎞ 5:00スタート 制限時間21時間(26:00) 

 35㎞ 7:00スタート 制限時間8時間(15:00） 

大会公式サイト https://okushinano100.com/ 

 第59回全国中学校スキー大会受入 

宿泊施設の皆様には、既に受入可否を伺っており

ますが、現在も部屋数が足りていません。 

改めて個々にご連絡をさせていただきますが、皆

様のご協力をお願いいたします。また、保護者等の

宿泊についてですが、まずは選手団の宿泊部屋を確

保させていただきたいので、予約受付をお待ちいた

だけると幸いです。選手団の概算人数が10月頃とな

ります。その後に応援団の受け入れをしていただく

ようご協力をお願いいたします。 

大会開催期間：令和4年2月1日(火)～4日(金) 

 野沢温泉鳥瞰図ポスターについて 

今回、協会報と共に野沢温泉鳥瞰図ポスターを配

布しております。１事業者１枚を原則に配布してお

りますが、複数の事業所を申請頂いている協会員の

方には、追加の１枚を無料でお渡し出来ます。必要

な方は観光協会にお問合せの上、受け取りにお越し

ください。 

尚、観光協会では今回配布した野沢温泉鳥瞰図ポ

スターの販売も行っています。必要な方はお買い求

めください。常連のお客様などで「欲しい」という

方がいらっしゃれば、ご案内をお願いいたします。 

野沢温泉鳥瞰図ポスター：１枚 2,500円(税込) 

 GoToトラベルクーポン券利用金額 

国土交通省より令和3年版｢観光白書｣が発表され、

その中に、GoToトラベル事業で実施された地域共通

クーポンの都道府県別利用金額の上位10位までの地

域が発表されました。 

1位は東京都でした

が、続いて北海道、沖

縄県、京都府と人気観

光地域がランクイン

しました。 

長野県は39億4千万

円で第7位、1位東京都

の56％ほどの利用額

でした。 

  

順位 地域 利用額 

1位 東京都 69.6億円 

2位 北海道 68.2億円 

3位 沖縄県 55.9億円 

4位 京都府 51.5億円 

5位 静岡県 49.5億円 

6位 神奈川県 44.8億円 

7位 長野県 39.4億円 

8位 兵庫県 38.0億円 

9位 大阪府 37.2億円 

10位 千葉県 30.8億円 
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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 

冬の防寒や夏のUV対策、マスクの代用品など、1枚

あれば多様な使い方ができるオリジナルデザインの

｢ネックチューブ｣の取り扱いを開始しました。 

デザインは｢湯｣文字とナスキーの2種類で各3色、

｢湯｣文字柄は4WAYストレッチ素材で伸縮性に富んで

います。 

(税込) 一般販売価格 協会員販売価格 

｢湯｣文字柄 1,500円 1,200円 

ナスキー柄 1,200円 1,000円 

使い方は様々 

 

 

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 

※料金はすべて税込 

 

 

◇野沢温泉七夕ゆかた祭り◇ 

開催日時／令和3年7月31日(土）18：00～21：00 

開催場所／おぼろ月夜の館(菜の花広場) 

ゆかたコンテスト 18:00～18:30 

カラオケ大会 18:30～20:30 

結果発表 20:30～ 

 

◇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 

 

◇ナイトゴンドラツアー◇ 

令和3年7月31日(土)，8月7日(土)，8日(日)，11日

(水)～14日(土)，21日(土)，28日(土)，9月4日(土)，

11日(土)，18日(土)，19(日)，25日(土) 

運行時間／上り19:30～20:00 下り21:00～21:30 

料  金／大人3,000円 小人2,000円 

 グリーンシーズン営業情報  

今後のイベント 


