
 

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 
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令和 4 年 3 月 5 日(土) 長坂ゲレンデにおいて、

冬の灯明夜祭りを開催しました。 

抽選会、スキー史変遷披露、松明滑走、灯明アー

ト等、例年通りの開催を目指して準備を進めて来ま

したが、長野県の新型インフルエンザ等対策特別措

置法に基づく｢まん延防止等重点措置｣が令和 4 年 2

月 21 日から 3 月 6 日まで 2 週間延長されたことに

伴い、開催内容を変更し、雪上花火の打ち上げのみ

となりました。 

花火の打ち上げは第一駐車場で行われました。当

日は、感染拡大防止のため来場は控えるようご案内

しておりましたが、告知期間が短く、十分にご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

できなかったこともあり、200 名ほどのお客様がお

越しになり、間近で花火を見学されていました。 

今回の花火の費用は、観光協会事業費からの支出

に加え、(株)野沢温泉において実施できなかった年

末のカウントダウン花火の費用もこちらに回して頂

き、また、協会員の皆様からの寄付もあり、例年よ

りも多めに打ち上げることが出来ました。 

寄付を頂いた協会員の皆様、ありがとうございま

した。 

来年は、通常通り各種イベントを開催し、お客様

に楽しんで頂くことができるよう、祈るばかりです。 

  

 冬の灯明夜祭り 
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（宿泊関係について） 

・急な頼み事なども柔軟に対応してくださって助か

った。食事についても地元ならではの食材なども

出してくださった。 

・感染症対策がなされ、利用しやすかった。ワック

スルームは、少し狭い感じはしたものの、確保さ

れていた。 

・6泊7日間たいへん快適に過ごすことができました｡ 

宿の皆様のご支援に感謝です｡こちらの要望にも、

様々応えてくださり大変ありがたかったです。 

・監督会議をオンラインで行うのであれば、Wi-fi

環境の整っている宿を配宿していただきたく、そ

の必要があると考える。また本県会長は大会期間

中に県校長会がリモートで行われ、Wi-fi環境が

宿に無かったため、やむを得ず帰県し学校に戻り

会議に参加した。Wi-fiの整った宿舎を強く希望

したい。 

・同宿となった一般客と夕食が同時間帯だった。ま

た、アルコールの提供が行われており、あまりに

も選手に配慮が無いと感じた。食事内容について

は、冷めていたり堅かったり量が少なかったりと

大会に望む選手にとっては残念なものであった。

改善いただきたい。 

・食事の時間や少人数の部屋割り、感染症対策等、

きめ細かに対応していただいた。 

・部屋の換気や消毒，食事会場など感染対策につい

てとても配慮されていた。 

・親切に対応していただいた。(宿泊調整､感染対策) 

・施設面、気遣い面、いずれも大変よかったです。 

・全て良好でした。 

（その他） 

・この状況の中、開催していただいた事に本当に感

謝しています。 

・オミクロン感染拡大中での大会開催ありがとうご

ざいました。生徒たちにとって大変貴重な大会に

なりました。組織委員・実行委員のみなさま、

様々なご配慮ありがとうございました。 

・コロナ禍の大変な中、大会を開催していただいた

ことに感謝の気持ちでいっぱいです。

 

 

・歓迎の看板等を設置するなど、もう少し「おもて

なしムード」を出していただけると、一生一度の

全中の夢舞台になると思う。スリム化全中は賛成

ですが、選手の満足感や成就感につながる部分は、

残していただきたいと思いました。（表彰なども

工夫して） 

・コロナ禍で大変な中、長野県中体連、野沢温泉村

のご尽力のおかげで大会を開催していただき、誠

にありがとうございました。選手にとっては出場

辞退を余儀なくされた生徒もいましたが、参加し

日頃の成果を発表できたことは、記録にも記憶に

も残る大会になったことと思います。 

・コロナ禍の中でも大会を開催して頂けたことに感

謝します。 

・感染拡大の中で大会開催にご尽力頂いた関係者の

皆様に心より感謝いたしております。ありがとう

ございました。 

 

一部のみの掲載となりますが、概ね好意的なご意

見が多く寄せられました。毎年それぞれ課題等あり

ますが、選手団にはご理解をいただき、引き続き野

沢温泉にて開催できる様前向きに検討していきたい

と思います。 

今月協会報の折り込みにて、来年度の受入宿募集

をいたします。回答期限までにご返信いただきます

様お願い申し上げます。 

 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3日(日)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、お宿から直接発行元へ

提出されましても精算出来ません。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。 

全国中学校スキー大会 各都道府県からのご意見 
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 中央高等学院修学旅行開催 

2月13日から16日まで、3泊4日約160名が来村しま

した。昨年は新型コロナウィルス感染症の影響によ

り中止となった修学旅行ですが、今年は感染症対策

を行い念願の開催となりました。 

中央高等学院は関東6校、名古屋1校、計7校の通信

制の高校で、千葉県御宿町にも学校があります。御

宿町と野沢温泉村が姉妹村締結をしている事から、

野沢温泉で冬の修学旅行(スキー･スノーボード教室)

を開催したいと相談を受けての催行となりました。 

今年度が初の受け入れとなりましたが、受入宿の

方をはじめ会員の皆さまのご協力をいただき、無事

にすべての行程を終えることができました。ありが

とうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

野沢温泉ライナー時刻表（令和4年3月28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 

 

【3月28日から】ターミナルの夏期体制移行に伴う各種変更 

野
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朝日屋旅館前 

 

中央ターミナル 

新 田 

中 尾 

前 坂 

3月28日(月)より、中央ターミナルは夏期体制に移行します。これに

伴い、村内のバス停が変更になります。また、野沢温泉ライナーの時刻

も一部変更となります。ご利用の際、あるいは、お客様へのご案内の際

はご注意ください。 
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令和4年1月1日(土)～2月28日(月)まで「ふとっぱ

ら企画！くつろぐ、はしゃぐ野沢温泉」を開催しま

した。応募総数12,235件と沢山の方に応募していた

だきました。 

今回、応募時アンケートに答えていただきました

中から一部紹介したいと思います。 

 

 

◆春休みファミリーパックキャンペーン◆ 

令和4年3月1日(火)～3月27日(日) 

親子1日券A（大人1枚＋中学生以下小人1枚） 

8,100円→6,500円 

親子1日券B（大人1枚＋中学生以下小人2枚） 

11,000円→8,850円 

 

◆ホワイトデーイベント！◆ 

令和4年3月14日(月) 日影ゲレンデ 10:30～ 

ホワイトデーは野沢温泉スキー場のゲレンデで

甘いひとときをお過ごしください♪甘～いチョ

コレートをプレゼント！ 

※男性も可（数量限定） 

 

◆スキーこどもの日◆ [毎月第3日曜日] 

令和4年3月20日(日) 

こども(中学生以下)リフト1日券が無料！ 

※必ずスキー場内チケットセンターにて無料

リフト券の発行を受けてください。 

 

◆野沢温泉はとぐるまカップ◆ 

ディアヴァイセラウシュ大会 

令和4年3月19日(土) 17:45～ 

決められたルートに沿って山麓のゴールを目

指す！山頂からいっきに滑り下りる爽快感が

魅力！ 

ジャイアントスラローム大会 

令和4年3月20日(日) 10:30～ 

ポールを滑り速さを競うレースは誰もが憧れ

るスポーツ。その競技スキーを気軽に体験、

誰もが参加できるお客様スキー大会。 

 

 

野沢温泉の満足度では、全く満足してない｢0｣～

大変満足している｢10｣のスケールで、応募者の

83.9%が満足度｢8｣以上の評価をしてくださいました。 

野沢温泉を選ぶ理由では、1位は｢雪質がいいか

ら｣、2位は｢大きいスキー場で楽しいから｣で、1位

と2位で大半を占めました。3位は｢サービスなどが

いいから｣でした。 

 

◆お客様感謝祭◆ 

令和4年3月19日(土) 19:00～ 

同日開催されるディアヴァイセラウシュ大会の

表彰式のほか、豪華景品が当たるくじ引き、ス

キー史変遷披露が行われます。 

 

◆ナスキーと大雪上運動会！◆ 

令和4年3月21日(月) 日影ゲレンデ 9:00～ 

家族で楽しめるそりレースや雪玉入れなどの雪

上競技で競う運動会！お子様(3～12歳)と保護

者の2人1組でエントリー！ (先着100組) 

※要事前申込み 

 

◆春山まつり◆ 

令和4年3月26日(土) やまびこゲレンデ 10:00～ 

雪穴掘り大会は女性1名を含んだ3人1組でエント

リー！優勝グループには豪華賞品をプレゼント！ 

※当日9:30から申込受付(先着15組) 

 

◆まだまだ滑れる！春山サービス期間◆ 

令和4年3月28日(月)～5月8日(日) 

リフト料金特別割引 

1日券 大人 5,200円→4,100円 

 小人 2,900円→2,300円 

 シニア 4,200円→3,300円 

 

◆2022/23ニューモデルスキースノーボード試乗会◆ 

令和4年4月8日(金)～10日(日) やまびこゲレンデ 

2023シーズンのニューモデルスキーやスノーボ

ードを試乗できるチャンス！参加費無料！ 

※運転免許証等の顔写真付きの身分証明書を必ずお持ちください 

今後のイベント 

野沢温泉ウィンターキャンペーンの報告 


