


蓼科エリア

蓼科エリア

「躍女広場」では
素敵な蓼科エリアでキラキラ輝きながら
活躍している女性を紹介しています。

家事や育児をしながらの仕事。
大変な中にも自分らしさを大切に
素晴らしいスキルを活かして頑張っています。
女性ならではの柔らかさ、そして高いポテンシャル!
躍女の日々 の活躍をご覧ください。

※掲載は順不同

PR  豊かな自然が残る滝ノ湯川の渓流沿いに
建つ高原リゾートホテル。清涼感あふれる多彩な
お部屋をはじめ、3つの浴場・21もの湯船をそろえ
た温泉施設。和・洋・スイーツ全70種のディナー
ビュッフェ・アミューズメントやリラックスまでそろった
充実の館内施設です。またウェルカムベビー認定
お宿対象ホテルのため、赤ちゃん連れも安心。
────────────────────────
住所  391-0393  長野県茅野市北山4028
電話  0266-67-2525（代表）
────────────────────────
特典  このパンフレット持参で貸切風呂半額

 通常60分 3,080円（税込）→ 1,540円（税込）に
 ※日帰りの方は、別途入浴料がかかります。

────────────────────────

PR  東急リゾートタウン蓼科は、四季折々の体験
が楽しめる森のリゾート。八ヶ岳の山々から清らか
な空気と水が流れる森には、都会では味わえない
上質な静けさが満ちています。地域循環型の環境
づくりを進めながら、新しい過ごし方も、住まい方も、
働き方も提案していく。そんな未来への取り組みを
行っています。 
森をまもり、森とともに暮らす。深い緑に包まれた、豊
かな時間と体験を。心と体を解き放ち、自分らしくあ
り続けるウェルネス&サステナブルリゾートです。
────────────────────────
住所  391-0301  長野県茅野市

 北山字鹿山4-26-2
電話  0266-69-3109（蓼科東急ホテル）
────────────────────────

蓼科グランドホテル滝の湯

東急リゾートタウン蓼科

職種 ①ホテル予約業務
 ②キーパンチャー
─────────────────────
仕事内容 ①予約受注・処理業務全般
 ②データ入力・他
─────────────────────
給与 ①時給1,000円～1,300円
 ②時給1,000円～1,600円
─────────────────────
時間 要相談

採用情報

髙田さん（広報・企画業務）
経験・スキルを存分に発揮させていただけ
る職場です。現在子育て中のママは少な
いですが、子どもが病気になってしまった際
も快く早退等シフト調整をしていただけま
す。 2人目妊娠期間中も業務内容の配慮
をしていただけました。子育て中のママも妊
娠中の女性も働きやすい職場環境です。

Kさん（諏訪市在住／勤続8年）

産休・育休・時短勤務もあり、
働きやすい職場です。
リピーターのお客様が多く、
楽しく働いています。

躍女

＼コメント／

躍女

＼コメント／

白樺湖エリア

蓼科エリア

女神湖エリア

PR  創業65周年を迎え、ホテル・遊園地・スキー
場等の総合レジャー施設の運営により、地域の発
展・観光業の発展に寄与しております。 親子三世
代で楽しめる施設であるとともに、団体様の様 な々
ニーズにも柔軟にお応えできる従業員の思いがあ
る総合リゾート施設です。
────────────────────────
住所  391-0392  長野県北佐久郡立科町

 芦田八ケ野1596番地
電話  0266-68-2211（代表）
────────────────────────

採用面談あり   10月18日 山ん家フェス 9:30–15:00
＠白樺湖ローソン芝生広場内「わくわく広場」にて

（担当：人事 本山翔吾）
事前にお電話でお問い合わせいただくとスムーズです。

PR  女神湖のほとり、シンボルの女神湖クリスタル
チャーチのあるリゾートホテル
────────────────────────
住所  391-2309  長野県北佐久郡立科町

 大字芦田八ケ野女神湖975
電話  0267-55-7711（代表）
────────────────────────
特典  「このパンフレットを見た」で

 一泊2食付10,000円～（税・サービス料込／入湯料別）
	 さらに夕食時ワンドリンクサービス

────────────────────────

────────────────────────
住所  391-0301  長野県茅野市

 北山蓼科4035
電話  0266-67-2020（代表）
────────────────────────

株式会社池の平ホテル & リゾーツ

ホテルアンビエント蓼科

蓼科親湯温泉

職種 料飲部門（サービス・裏方）

 リゾートローソン
─────────────────────
仕事内容 サービス・会場設営清掃
 ローソンでの接客
─────────────────────
給与 時給880円～
─────────────────────
時間 要相談
─────────────────────
その他 職種、時間、曜日等応相談。
 託児所も完備しております。夜間の
 レストランでのお仕事もございます。
 夜間のレストランサービスは、
 時給1,000円～の募集です。

採用情報

職種 清掃スタッフ
─────────────────────
仕事内容 客室、大浴場及び
 パブリック（館内）の清掃
─────────────────────
給与 時給950円～
─────────────────────
時間 10:00～15:00
─────────────────────
他条件 週１日～5日勤務可
 送迎有（茅野・佐久方面）

採用情報

職種 ①サービススタッフ
 ②調理スタッフ
─────────────────────
仕事内容 ①お客様へお食事の提供を
 行う仕事
 ②調理業務を行う仕事
─────────────────────
給与 ①時給1,000円～
 ②時給900円～
─────────────────────
時間 要相談
その他条件 交通費あり／諸保険あり

採用情報

のんちゃん（／勤続3年6ケ月）

調理正社員で入社し社内結婚、産休後
復職して頑張っています。 専門の資格を
持った先生に子どもを預け、安心して働い
ています。時間やお休みの融通もきかせて
もらい、働きやすい職場です。　

躍女

＼コメント／

仲良しグループ（茅野市・立科町在住）
幅広い年齢層のスタッフが
協力して働いています。

躍女

＼コメント／

みくちゃん（北山蓼科在住／勤続9年）

女子更衣室が充実していたり、子ども手当
（月額）が給与に加算されたり、シフトの
調整を柔軟にしてくださり子育て中のママ
にはありがたい職場です。
女性比率も高く、平均年齢も37才。 離職
率も低い会社です。

躍女

＼コメント／



蓼科エリア

蓼科エリア

蓼科エリア

PR  会員制リゾートホテル。自然との融合、かつ
都会的なライフスタイルとカントリースタイルを両立さ
せるリゾートホテルとしての空間を提供します。 八ヶ
岳を望む客室は大きな窓があり、ダイニングでは地
元の食材を、温泉は八ヶ岳を望む露天風呂で高
原を満喫できます。
────────────────────────
住所  391-0301  長野県茅野市北山4035

         （蓼科湖の下）
電話  0266-67-0100（代表）
────────────────────────
特典  このパンフレット持参で、館内ショップでの

 お買い物が10％OFF　もしくは
 夕食 & スパのセットご利用でタオル無料

────────────────────────

PR  「ブリティッシュ・カントリースタイル」をテーマに
誕生する温もりとやすらぎのオールシーズンリゾート
ようこそ、エクシブ蓼科へ
イギリスの貴族が郊外で過ごす、優美でしかもアク
ティブな休暇。 美しく広がる無垢な自然、ゆるやか
に流れる時間…  都市生活では決して味わうこと
のできない大きなくつろぎが、あります。
────────────────────────
住所  391-0301  長野県茅野市蓼科高原

 北山4035番地
電話  0266-71-8111（代表）
────────────────────────
特典  このパンフレット持参で

 ラウンジにてドリンク1杯サービス

────────────────────────

PR  TINY GARDEN 蓼科（タイニーガーデン
タテシナ）は2019年9月21日にOPENした複合
施設です。 キャンプ・ロッジ・キャビンの3タイプから
なる宿泊施設に加え、温泉やカフェ、ショップ、コワー
キングルームなどが併設。 標高1250mの蓼科湖
畔に佇み、高原の澄んだ空気と白樺の木 に々囲ま
れたフィールドで、これからの働き方や暮らし方を提
案していきます。 通年営業しておりますので、どうぞ
お気軽にお越しください。
────────────────────────
住所  391-0301  長野県茅野市北山8606-1
電話  0266-67-2234（代表）
────────────────────────
特典  このパンフレット持参でランチご利用のお客様には

 カフェにてコーヒー or 紅茶1杯サービス

────────────────────────

テラス蓼科リゾート & スパ

エクシブ蓼科

TINY GARDEN 蓼科

ちいさん（茅野市芹ケ沢在住／勤続20年）

子育て中のママが多く
協力しあって働いています。

女性ならでは、の細やかな対応のできるフ
レンドリーで柔軟性のある優しい接客を目
指しています。 お客様に「おかえりなさい」と
いえる空間づくりとお客様を想うサービスを。

躍女

＼コメント／

躍女

＼コメント／

H （茅野市玉川在住／勤続1年）
きく （茅野市金沢在住／勤続1年）

若いスタッフも多く、
元気に楽しく働いています。

躍女

＼コメント／

白樺湖エリア

車山エリア

車山エリア

PR  ペンションブルーベリーの自慢は高原の空気
の中で温泉を堪能していただける貸し切りの天然
温泉露天風呂です!!
────────────────────────
住所  391-0301  長野県茅野市北山3419
電話  0266-68-2739（代表）
────────────────────────

PR  https://galaxy-kurumayama.com/
────────────────────────
住所  391-0301  長野県茅野市北山

 車山高原3413-45
電話  0266-68-1181（代表）
────────────────────────
特典  このパンフレット持参で

 お茶またはコーヒーサービス

────────────────────────

PR  旬の食材を活かしたフレンチとソムリエール
厳選のワインを楽しめる標高1530mに佇む小さな
オーベルジュ。
────────────────────────
住所  391-0301  長野県茅野市北山3413-17
電話  0266-68-3939（代表）
────────────────────────

ペンションブルーベリー

車山リゾートホテル  ギャラクシー

オーベルジュ  ラ・メイジュ

職種 接客業
─────────────────────
仕事内容 お客様にお料理の配膳
 客室の清掃
─────────────────────
給与 時給1,000円～
─────────────────────
時間 17:30～20:00（土曜・祝日・年末年始）

 7:00～12:00（土曜・祝日・年末年始）

採用情報

職種 清掃業務
─────────────────────
仕事内容 繁忙期（連休・夏期シーズン）の
 客室清掃
─────────────────────
給与 1部屋800円
　　　　   （交通費別途支給／２年目より
 １部屋900円にUPします）
─────────────────────
時間 10:00～13:00（清掃数により）

採用情報

さえさん（茅野市北山在住）
この地域は同じ業種のママ達も多く、支え
合い、共に頑張る仲間がたくさん居ます。こ
の自然豊かな環境の中、日々お仕事でき
る毎日を嬉しく思います。

躍女

＼コメント／

慶玲さん（茅野市北山在住）
自分も子育てをしながら宿で働いています。

躍女

＼コメント／

水野さん（茅野市車山在住）
自営業なので産後１ヶ月から息子をおんぶ
して仕事を再開しました。今では小学校2
年の息子も仕事を手伝ってくれるようになり、
また保育園や小学校を通じて出会ったマ
マ達が客室清掃を担ってくれていて、子育
てを通じて出会った女性の繋がりの強さ
に感謝しています。

躍女

＼コメント／



蓼科エリア

蓼科エリア

車山エリア

PR  女神湖で「B&B sora」および「Picnicbase
& Hostel」、白樺湖で「takibi hut」の合計三施
設を運営しています。
────────────────────────
住所  384-2309  長野県北佐久郡

 立科町芦田八ヶ野１０４３
電話  0267-55-7890（代表）
────────────────────────

PR  八ヶ岳と富士山の見えるファミリー大歓迎の
ペンション。
────────────────────────
住所  391-0301  長野県茅野市北山3412-60
電話  0266-68-2379（代表）
────────────────────────
特典  このパンフレット持参で

 夕食時グラスワイン1杯プレゼント

────────────────────────

PR  ATグループ（愛知トヨタグループ）の保養
所です。 源泉かけ流しの温泉があり、食事もイタリ
アン・和食と選ぶことができます。
（社員・OBの利用のみになります）
────────────────────────
住所  391-0301  長野県茅野市

 北山4035-216
電話  0266-67-2233（代表）
────────────────────────

株式会社エルソル

ペンション ベストフレンド

ATグループ蓼科保養所

職種 レストランスタッフ／客室清掃
─────────────────────
仕事内容 レストランフロアでの接客
 調理補助、客室清掃 など
─────────────────────
給与 時給900円より応相談
─────────────────────
時間 6:00～21:00のうち時間帯は
 応相談  ※季節により変動あり

他条件 “食”に関心のある方

採用情報

ひろさん（蓼科在住／勤続9年）

私自身も含め、子どもを連れて見ながら仕
事をしているママもいます。その子供達を皆
で見守りながら働いています。

躍女

＼コメント／

なほさん（茅野市車山在住／勤続7年目）

近くに子育て中のママや年の近い子どもた
ちがいるので安心します。

躍女

＼コメント／

ゆかりさん
（立科町〈女神湖〉在住／勤続5年）

三人の子どもたちを育てながら宿を営んで
おります。 当館には併設のキッズコーナー
があるため、お子様連れでも安心して働く
環境があります。

躍女

＼コメント／

豊平エリア

蓼科エリア

米沢エリア

PR  “人を地域を医療からハッピーに”を
VISIONに掲げ、「健康づくりの公民館」として医
療にイノベーションをおこします。
────────────────────────
住所  391-0213  長野県茅野市豊平3317-1
電話  0266-77-2050（代表）
────────────────────────

PR  車のことなら何でもおまかせ！安心安全なカー
ライフを提供致します。
────────────────────────
住所  391-0216  長野県茅野市米沢3747-1
電話  0266-72-4133（代表）
────────────────────────

PR  農産物や地元の名産品を取り扱う店舗とし
て、道の駅内に今年７月オープンしました。当店人
気の焼きもろこしを片手に、湖畔のテーブル席で清
涼な風を満喫してください。
────────────────────────
住所  391-0301  長野県茅野市北山

        「道の駅ビーナスライン蓼科湖」内
電話  北八ヶ岳リゾート 0266-67-2009（代表）
────────────────────────

ライフクリニック蓼科

有限会社朝倉石油

道の駅 ビーナスライン蓼科湖「蓼科農家」

職種 販売
─────────────────────
給与 時給９００円～
 交通費・時間外勤務手当別途支給
─────────────────────
時間 8:00～17:00
─────────────────────
他条件 年齢不問

採用情報

みーちゃん・まるちゃん・りーちゃん
（勤続1～3年）  ＊左から

院長含め、子どものいるスタッフも多く活躍し
ています。 子どもの行事や急病の際は、スタッ
フ同士フォローしあいながら働いています!

躍女

＼コメント／

ゆきみさん・やすこさん・たみこさん
（茅野市玉川・湖東在住／勤続3ヶ月）

明るく開放的な店舗で、お客様に喜んで
いただける接客を心がけています。 女性ス
タッフの意見や提案が運営に反映され、
やりがいのある職場です。 笑顔の素敵なあ
なた大募集 !

躍女

＼コメント／

吉田さん
保育園行事や、子どもの体調不良の際の
急なお休みでも快くうけいれていただき、お
仕事をさせていただいています。 職場には、
未就園児から中学生のお子さんがいるお
母さんたちが多く、それぞれの時間や働き
方で活躍されています。 子育てと仕事の
両立ができる働きやすい環境で幸せです。

躍女

＼コメント／



休日子育てシェアハウス山
やま

ん家
ち

　休日こそおもいっきり働きたい観光地域のマ
マ・パパ。ですが、休日に保育園や小学校の子
どもを身内以外に預けて働くというスタイルはこ
の地域には2年前まで難しいことでした。
　そこで、周辺の似た境遇で、かつ様 な々経歴
をもつお母さんたちと休日の子どもの居場所を

作ろうと決意。 観光業においてママ・パパが安心してキャリア継続もでき、罪悪
感なく働ける、また子ども達は、健全で幸せな、地域愛を育める休日の子どもの
居場所「休日子育てシェアハウス 山ん家」を立ち上げました。
　現在では、『行政 × 事業者 × 地域の方 × 山ん家』でタッグを組み「地域
で支え合い」という新しいスタイルでの託児環境の整備を進めています。また観
光業だけでなく、農業や自営業のお子さんの預かりも行っており、子どもの預か
りを通して新しい価値、繋がりも生まれています。休日の仕事の際の託児はもち
ろんのこと、休日の新しい過ごし方、地域での新しい繋がり拡がりに興味のある
方はぜひお問合せください。

休日子育てシェアハウス 山ん家 代表  矢島麻優美　

広い蓼科で、家族だけでなく地域の支え合いの中で
子育てができる場所。それが「山ん家」です!

地域で子育て みんなが大きな家族♪

山と白樺湖に囲まれた自然豊かな場所で、
幅広い年齢の子どもと関わりのびのび育つ!

人と自然がつながって楽しいが大きくなる♪

休日の子どもが笑顔になれる場所、特別な体験ができる
素敵な場所、大人も笑顔になれる場所です。

休日の子育てシェアでみんなが充実した時間に♪

休日子育てシェアハウス山ん家
代表：矢島麻優美  kodomo.yama2018@gmail.com  

お問い合わせ先 こちらのQRコードから
メールアドレスを読み込めます。
お問い合わせ・利用体験
お申し込みなどお気軽にどうぞ!

←ご興味ある方は
ぜひお問い合わせください

＼お待ちしています!／

この「躍女広場」を

企画した「山ん家」の

＼ご紹介!／

山ん家
活動ブログ
更新中
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ちょっと元気が出ない人も、ちょっと頑張ってみたい人も
この「躍女広場」を読めばPowerが湧いてきます!!

地域の中で応援し合える関係づくりに
あなたも参加してみませんか?

　観光地づくりって、「住みやすい、暮らしやすい」というベースの上に
立って、「やさしさやたくましさ」がオンすることが柱であると思う。

　この観光地は、50数年前に長野県企業局様が「辺境の地に光を」
を事業化すべく「蓼科有料道路」を開通したことから始まります。時代
の趨勢の中で、今日もこの道路を基軸とした観光地の振興が図られ、
地域の方々はその恩恵を受けながら今を生かして、その先の光を見出
すべく尽力しているところでもあります。
　「住みやすい、暮らしやすい」まちづくり、そして「やさしさやたくましさ」
を兼ね備えた観光地づくり、それは「人が人にしてあげられる人づくり」
に他なりません。
この協議会は、女性が安心して活躍できることで、次世代を担う子ども
たちにしてあげられるお役立ちの場でもあります。
　みなさまの関心やそれから生まれる関りを大いに期待しています。

蓼科観光事業者向け『女性活躍』支援策事業化協議会

代表　朝倉祐一

messageたてしな自由農園

諏訪信用金庫


