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地域の観光施設で働く女性をたずねた
休日子育てシェアハウス「山ん家」の
子どもインタビュー

キラキラ輝きながら
活躍している女性たちと
観光施設・店舗のご紹介
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＼こんなことを分かち合いました／

・あなたが活動している（暮らしている）地域の魅力をPR! 

・この地で暮らしてよかったことは?

・この地で働いてよかったことは?

・女性が働くことの大変なところは?

・職場や家庭で助けてもらったことは?

・この地域が「もっとこうなればいいな」と思うことは?
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躍女とお仕事!
観光施設・店舗のご紹介

蓼科グランドホテル滝の湯 編
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玉岡：白樺湖畔でゲストハウスを営んでいます。先ほど通学バスの
話も出ましたが、全体的に交通の便が良くなるといいですね。 今も
白樺湖までのバスはありますが、どういうわけか土日に本数が減る
んです。 観光地なのに14:00、15:00がバスの最終便になってしまう。 
海外からのお客様や運転ができない人などは、交通手段がないか
ら来られないという人がいると思うんです。
　実験的に運行があったこともあったと聞きましたが、周知の時間
や方法に難があって成果が得られなかったと聞いています。 きちん
と準備をしてみんな利用できるようにしていけたらと思います。

悩んでいるのは自分だけじゃない。

鈴木：最初声をかけていただいて私でいいのかな?  と思いましたが、
参加してよかった。 感じることは一緒だなと思いました。

玉岡：声かけいただいて、会議室のようなところでやる話し合いか
な?  ってプレッシャーを感じたんですけど、芝生でやると分かって気
楽に話せました。

榎本：普段こういう悩みを話す機会がなかったので、参加させても
らっただけでも日々のモヤモヤが少し晴れました。 同業者の方 と々
お話ができたことで、今の仕事をしているのは間違いじゃなかった。 
やっててよかったと思えました。

粟野：普段は日々の業務を優先してしまって、課題や何かを曖昧に
したままにしてしまっていたのでいい機会でした。 立場上会社の外に
出ることも多いので、次の機会には中で働いてる人や女性スタッフに
も出てもらえたらいいなと思います。

水野：同業だけれど少しずつやってることや環境が違って、でも自然
が好きという共通点もある人がざっくばらんに話せてすごく楽しかっ
たです。 またこういう機会をたくさん作っていけるといいなと思います。

どもたちは騒いでるし、仕事は進まないし、「なんなんだ!」ってなり
ました。見えてないところが多かったな、妻に感謝しなきゃいけない
なって思いました。

観光地で「働き」「暮らす」ために

Q この地域が「もっとこうなればいいな」と思うことはなんですか?

寺澤：子育てがしやすい環境整備が進むといいなと思います。うち
は私がシェフなので、基本休日の学校行事には参加できませんし、
PTA役員などもできないため気がかりです。
　例えば上高地ではやはり観光業に従事されている方が多いので、
子どもの行事を平日にするとか時期をずらして親が参加できるよう
にしているそうなんです。 これだけ観光業が多い地域なので、繁忙
期や土日をずらした行事もあるといいかもしれません。

鈴木：みなさんそれぞれ、がんばっているので、そういった人が
「ネットワーク」でつながれたらいいと思います。 いろんな業種の人
が集まって意見交換をしながら、発信したり行政に持っていったりし
たらいいかなと思います。

菊地：宿泊業をしていると、子どもの送迎は時間的にも難しいときが
多いので、通学バスが欲しいです。
　あともう一つ「休耕地の太陽光発電への転換」が問題になって
います。 借地のところは地主さんが代替わりするタイミングで手放し
たい方も多くて、買い手を探している。 そのときに太陽光が選択肢に
上がることが多くて、うちの周りも太陽光発電が目立つようになって
きました。でも私だけの力ではなんともならないし、どうにかなるとい
いなあって思います。

榎本：出産前から今の職場で働いていますが、産後復帰するのは
とても大変でした。  私も夫も県外出身なので近くに祖父母や親戚
がいません。 近くで子どもを預ける場所を必死に探して役所にも何
度も足を運びましたが、継続的に土日祝日に子どもを預かってくれ
る所はなかなかありませんでした。 転職しなくてはいけないかもしれ
ないと考えましたね。山ん家さんのようなところが増えたり、他の観
光業の方と関わりが持てたりしたらいざというときに協力しやすくな
るのではと思います。

限られた時間で
最大のホスピタリティを発揮する苦労

Q 観光業の大変なところはどんなところでしょうか?

伊藤：車山でペンションを家族経営していますが、自宅が仕事場な
ので、家事育児と仕事が場所が一緒で切り離せないことが大変で
した。 最初は全部できて当たり前、全てを両立しないといけないっ
て思っていたんです。 奥さんとして、母親として、ペンションの女将と
してという役割が同じ場所の中でゴチャゴチャになってプライベート
との切り替えが大変でした。
　でもそんなとき、仕事柄いろいろな人と交流できるのは強みです
ね。県外の人やいろいろな仕事、いろんな家族構成の人の話が聞
けるのはとても楽しいです。

粟野：茅野市の地域おこし協力隊としてこちらにきて、任期を終え
た今は「TINY GARDEN」に勤務しています。 うちの会社で働い
ている女性で考えてみると10時～15時の限られた時間の中で勤務
して実力を発揮しているのがすごいなと思いました。
　うちはもう少しで3人目が産まれるんですが、この間上の子たちを
家で見ながら仕事することがあったんです。 たまにのことなのに、子

「空気がきれい」「ドラマチックな日常」「自然の彩りがきれい」「自然の豊かさ」「観光地でありながら生活圏」
「四季をぜんぶ楽しめる」「毎日がリフレッシュ」「空・山・湖どれもいい」「心地よい人との距離感」あなたが活動している（暮らしている）地域の魅力をPR!  →

「生きる力が強くなる」「暑くない!」「お手軽な高級リゾート」「同業者、同世代との交流がある」
「人や大自然からのエネルギー」「仕事と生活と自然が一体となっていること」「学びがある」「人のあたたかさ」Q: この地で暮らしてよかったことは?  →

玉岡勇樹さん
白樺湖畔のゲストハウス
「ホステル・ジル白樺湖」経営。

2018年に前オーナーさんから受け継ぐ。

鈴木ウナさん
茅野市玉川でゲストハウス・カフェ「コミン家」経営。
韓国生まれで、高校生のときにカナダに移住し
23年前に日本人の夫と結婚して日本に移住。
2018年に夫と子どもとともに茅野に移住して
ゲストハウスを始める。

菊地直美さん 
蓼科中央高原でグリーンシーズンのみの宿
「木こりん」を経営。ツーリング客に人気。
冬はスキーやスノーボードを毎日やって過ごす。

榎本実可子さん
北海道出身。
「トヨタ車体蓼科山荘」従業員。
諏訪市在住のため毎日通勤は少し大変。
山ん家に登録して家庭と仕事を両立を目指す。

寺澤紗弥果さん
蓼科中央高原の標高1550mで
オーベルジュ・テラを夫ともに経営。
シェフとして地元の食材を生かした
料理を作っている。

粟野龍亮さん
元茅野市の地域おこし協力隊。
現在は原村に在住。「タイニーガーデン」勤務。
お客様の多様性を受け入れながら実験的に活動。

水野聡子さん
新潟県出身。
車山で「オーベルジュ・ラ・メイジュ」を経営し、
ソムリエールを務める。
山ん家メンバー。

伊藤菜歩さん
愛知県出身。
車山のペンション「ベストフレンド」を
夫や義父母とともに経営しながら
男の子2人を育てている。

躍女とおしゃべり!─1
働く女性たちの座談会

蓼科・白樺湖・女神湖、茅野市から立科町へとまたがるこのエリアは
古くから人気の観光エリアです。 ホテルやペンション、オーベルジュにゲストハウス。
さまざまなスタイルの宿泊施設があり、そこでは子育てをしながら働く女性も増えています。
子育てや家事と仕事の狭間に立たされる女性たちの思いを伺いました。

TINY GARDEN 蓼科 編

※写真撮影時及び、屋外で距離が確保できる場合にのみマスクを外して撮影しています。
取材協力：TINY GARDEN 蓼科

「躍女とおしゃべり」全編を山ん家ウェブサイトに公開していますのでご覧ください→



白樺湖畔 編

躍女とおしゃべり!─2
働く女性たちの座談会

家族、同僚、上司─
手を差し伸べてくれる人は必ずいる

井上：うちの長男はなかなかやんちゃぶりで、みんなに本当に迷惑
をかけてきました。でも一番下の子が生まれてからは、同業の夫に
代わってお風呂の面倒を見てくれたりオムツを変えてくれたり全部
やってくれるようになって、今では家の中のキーマンです。
　子どもはちゃんと親を見ているんだと実感して、この子に恥じない
ように働く背中を見せたいなと思うようになりました。産後復帰するこ
とに少なからずマイナスな気持ちがありましたが、マイナスではなく
プラスにしていきたいと思います。

渡部：子育てしながら働く環境が整っていない中でがんばってき
たって話を聞いた後に、井上さんちの上のお子さんがなんでもやっ
てくれるんだっていう話を聞いて感極まってしまいました。私も日々
子どもに対して目が向けられてないって自分を責めたり、他のママと
比べたりしてしまいます。でも子どもは見てくれているんだっていうの
を感じさせてもらいました。

健：自分の家のことしか知らずに子育てと仕事をしていたので、大
変なことがあるんだと知ることができました。家庭はもちろん、職場に
も子育て中の方がいるので、そうした方のフォローもしていきたいと
思いました。

　業種を問わず、女性が子育てをしながら働くことには、まだ少なくな
いハードルがあるのが現状です。 特に土日祝日や子どもの長期休暇
中に休みを取りにくい観光業においてはなおさら。 しかし観光地として、
宿泊施設として生き残っていくためには女性の視点や発想、そしてホス
ピタリティが必要不可欠ではないでしょうか。
　男性女性どちらもが長くイキイキと活躍できるフィールドが確立され
るといいですね。

井上：ホテル業は10年ほど前までは子育てしながら働くことへの理
解があまりなかった男社会で、「産休をください」なんて言える雰囲
気ではありませんでした。 うちのホテルで産休をもらったのは私が
初めてです。理解してもらうにはどうしたらいいか。 不安を抱えなが
らやってきました。
　でも私が産休を取ろうか迷っているとき、「これからは女性が子ど
もを産んでまた仕事に復帰できる時代に変わっていかなきゃならな
いんだよ」と言ってくれた女性がいたんです。 その人との出会いが
なかったら諦めていたかもしれません。

疋田健：子どもが生まれてから子育てとの両立って、こんなに大変
なことなのかと知りました。保育園の送迎とかはもちろん、時短勤務
の中で残業もできず時間通りに仕事を終えなきゃいけないというの
が、子育て中の女性の大変なところだなと思います。うちも共働きで
すが、家にいる時間は奥さんの方が多いので、どうしても家事や育
児については頼る部分が多くなってしまいます。

村上：みなさんと同じですが、仕事と子育ての両立は大変です。 家
族だけでペンションを経営しているので、誰一人欠けても回らない。
例えば子どもが熱を出したら本当は側で見ていてあげたいけれど、
見ていてあげられないんです。 病院も近くにないので、体調管理に
は気を遣っています。

子育て世代も働きたい
魅力ある観光エリアになるために

Q この地域が「もっとこうなればいいな」と思うことはありますか?

数納：北山エリアで保育園から小学校、そして中学に上がっていく
のを見ているとずっと同じ人 と々狭い世界で暮らしているなと思うこ
とがあります。 もっといろんな子と関われる環境があると楽しいだろ
うなと思いました。

疋田涼子：今まで近所付き合いがなかったので、こんなにお子さん
がいるって知りませんでした。 せっかくならこのエリアにもっと子ども
が増えたらいいと思います。
　うちの会社、職場結婚は多いんですが、結婚すると奥さんがやめ
ちゃうパターンが多いんです。 今後ママになっても働けるようになっ
ていくといいなと思います。

村上：子育て世代が少なくて、通学のバスがあっても一人で帰って
くるときなどは心細いので、ここに住みたいと思う若い人が増えてく
れたらいいなと思います。

横田：「土曜、祝前日のお泊まり保育」が必要だと思います!   これだ
け観光業が盛んならあってもいいと思うんです。 長野県内でも長野市
や軽井沢町、松本市にはあるので、このエリアにも、せめて一箇所、
あるといいと思います。

子どもを育てながら働く先駆者となること

Q ここで働いて大変なことはなんですか?

 またどんなふうに乗り越えてこられましたか?

渡部：女神湖で宿泊業を営んでいますが、「お客様に喜んでもらえ
る、家族の時間が作れる」ところがいいと思っています。
　でも大変なところも同じで「オンオフの区別がつけにくい」っていう
ところですね。お客さんが食事しているところから見えるところでうち
の子どもたちもご飯を食べているとか、お客さんも嫌だろうなと思うん
です。でもそんな気持ちを助けてくれるのも、お客様だったりします。 
子どもと遊んでくださったりするので、ありがたいです。

田子：地域おこし協力隊として茅野市にきて、いまは「ちの観光まち
づくり推進機構」で働いています。 役所っぽい組織だからか、構成
メンバーに女性が少ないんです。 そうすると「男性のプライドが高い
な」と感じることがあります。若者や女性の声が届かない。 でも男性
でも同じように思っている若い方もいて、同じところで苦労している
人は助けてくれることもあるので悪いことばかりじゃありません。

渡部ゆかりさん
2015年に神奈川から移住。
宿泊業の傍ら白樺高原の白樺林を
保全する活動を主宰。
3人の子どもをもつ。

井上智恵子さん
長野市出身。
エクシブ蓼科のラウンジカフェに勤務。
0歳、5歳、8歳の子どもがいて現在は産休中。
今秋復帰予定。

村上千賀子さん
茨城県出身。
女神湖でペンション「おやまのえんどう」を経営。
小学校と保育園に通う子どもをもつ。

横田夏紀さん
車山で「プチペンションパオパオ」を家族で経営。
関東出身。
学生時代には海外在住の経歴もある。

数納幸さん
千葉県出身。
エクシブ蓼科の和食レストランに
時短制度を使って勤務。
1歳と3歳と4歳と7歳、
4人の子どもを育てている。

疋田涼子さん
長野県高森町出身。
池の平ホテルの予約センターで
夫と同じ職場で働く。
保育園に通う男の子が一人。

田子直美さん
東京都出身。
茅野市の地域おこし協力隊。
「ちの観光まちづくり推進機構」の「ちの旅」などの
本の発行や茅野市の観光を通じた
まちづくりに関わる仕事に携わる。

疋田健さん（以下：健）
池の平ホテルの予約センター勤務。
送迎バスの管理や運転をするなど、
ホテルの業務全般を担う。
夫婦で参加。

「躍女とおしゃべり!」座談会を終えて

※写真撮影時及び、屋外で距離が確保できる場合にのみマスクを外して撮影しています。
取材協力：白樺リゾート  池の平ホテル & リゾーツ「健康いきいきヘルスアップスタジオ」

「躍女とおしゃべり」全編を山ん家ウェブサイトに公開していますのでご覧ください→

「人が良い」「人が少なくて静か」「仲間と出会えた」「世代を超えてつながる」「四季折々の表情」「野生動物に会える」
「自然いっぱいで写真映え」「自然のパワーを感じられる」「青、緑、黄色、白、自然の色が鮮やか」「空気がすごくきれい」あなたが活動している（暮らしている）地域の魅力をPR!  → 「夏にクーラーがいらない」「満員電車と無縁」「仕事は家族との共同作業」「お客さんに喜んでもらえ、家族の時間が作れる」「毎日が高地トレーニング」

「助けてくれる人との出会い」「たくさんの人との出会い」「いろいろな体験ができる」「日本全国から来てくれる人と出会えること」Q: この地で働いてよかったことは?  →



躍女に会いたい!─1
子どもインタビュー
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躍女に会いたい!─2
子どもインタビュー

　コロナ禍で気を付けなければいけないことが多くある今、
お客様が安心して楽しめるように消毒などをすることも、コロ
ナ前はなかったことなので勉強になると前向きな菊家さん。
滝の湯のおすすめスポットは “温泉・お食事・森の音 ”好き
なメニューは “りんごで煮込んだ柔らかい牛スジ”を朝、ごは
んにかけて牛スジ丼にしても美味しいそうで、そんな秘密の
食べ方も教えてくださいました。
　子どもたちも慣れてきて自由な質問がでてきます。菊家さ
んの笑顔の秘訣や、館内の作りや材料・飾ってある時計に
ついてまで、どの質問にも最後まで笑顔で丁寧に答えてくだ
さり、サービス精神溢れる菊家さんでした。
　みなさんも蓼科グランドホテル滝の湯と、素敵なスタッフ
の方々に会いに行ってみませんか?

朝から夜まで存分に働き、沢山お客様と接しやりがいがあっ
たそうです。  お子さんが生まれてからは時間を短くして勤務さ
れており、また以前とは違ったやりがいがあるとのことです。 
“ママだからこそ提供できるもの”きっとそんな新たなママ目線
が新たなやりがいに繋がっているのかもしれませんね。
　長野県の人の人柄や気候が大好きになり暮らすように
なったと優しい笑顔で話される光さん。 長野を愛する方だか
らこそ提供できるサービスや提案、そしてママだからこその
気配りや心遣い、そんな優しさと共に在る蓼科親湯温泉様
は、来た時よりも魅力的に映りました。みなさまもぜひ足を運
んでみてください。

　インタビューにご協力いただいたのはフロントスタッフの
菊家さん。冒頭から「緊張する～」とドキドキが隠せない様
子です。 でもその緊張を上回るドキドキの子どもたち、勇気を
出してご挨拶します。
　長野県出身の菊家さん、一旦県外で暮らしましたがその
後実家へ戻り大人になってから長野県の素晴らしさを再発
見したそうです。 それからというもの登山が趣味になったそう
で、子どもたち向けのハイキングコースの提案もしてください
ました。  お話を聞いて早くもハイキングに行きたくなる子ども
たちです。
　滝の湯でお仕事をはじめて6年という菊家さん。人と接す
ること、みんなが笑顔になってくれることが大好きで、素晴ら
しい自然と温泉と美味しい食事に惹かれて滝の湯で働くこ
とを決めたそうです。 お客様とお話しているときが一番楽しい
そうで、再び訪れてくださったお客様が名前を覚えてくれて
いたことや、お子様たちが「おいしかったね～」と喜んでくれ
ている時が “一番うれしいこと”だそうです。 一方で“一番大
変だったこと”について聞かれると、しばらく考え「色々あっ
たと思うけど良いことが沢山あるので忘れてしまう」とのこと。
なんて素敵なエピソード、なんて素敵な方、そしてなんて素
敵なお仕事でしょう!

　インタビューにご協力いただいたのはフロント業務を担当
されている光

ひかり

さん。
　館内の落ち着いた雰囲気に溶け込むような光さんに、元
気にご挨拶をしてはじまりました。「親湯温泉で働くスタッフ
が一生懸命だったから、仲間に入りたくなった」そんな素敵
なきっかけで親湯温泉で働き始めて6年位になるそうです。 
お客様とお話しているときが一番楽しいという光さん。
　「今はコロナ禍ということでお客様にお願いすることが増
え心苦しいけれど、お客様には少しでもコロナを忘れての
んびりしていただきたい」と話され、日々お客様のために頑
張っていらっしゃいます。
　おすすめスポットは“蓼科親湯温泉敷地内を流れる雄大な
川と豊かな自然”そして上諏訪温泉しんゆ様のロビーにある
“美しいヒーリングアート”だそうです。 一番おいしい料理は
“年4回変わるメニューで前菜やしゃぶしゃぶ”がおすすめと
のことで、姉妹店様の料理についても触れられていました。 
蓼科だけでなく、さりげなく上諏訪の紹介までされるあたりは
プロ意識を感じるもので、その心配りは流石でした。
　ここで子どもたちから鋭い質問が出ます「光さんは子ども
が生まれる前と、生まれた後で仕事はどう変わりましたか ?」
それは同行した母たちも聞きたいことでした。 生まれる前は

蓼科グランドホテル 滝の湯
フロントスタッフ：菊家さん

蓼科親湯温泉
フロントスタッフ：光

ひかり

さん

美しい組木のパーテーションが印象的な滝の湯様。
リラックスエリアの「森

もり

の音
ね

」は蓼科の白樺を使用しており文字通りリラックスできます。
そんなゆったりした空間で、山ん家の子どもたちからホテルスタッフの方へ
インタビューをさせていただきました。

レトロモダンなデザインで落ち着く照明、ひっそりと壁に並ぶ本たち。
蓼科親湯温泉様といえば、ずらりと並んだ本棚がとても印象的です。
そこに並ぶ本もジャンルに富んでおり魅力的で、読み始めれば蓼科から
別世界へ行けるようで贅沢そのもの。 きっと時間を忘れてしまいます。

こども
がいな

がらも

おきゃ
くさま

の

コロナ
のこと

をかん
がえて

ゆっく
りして

もらえ
るよう

に

してい
るのが

すごい

みんなでしゅうごうしゃしんとれてたのしかった

いろいろなけいけんをきけてよかった

おはなし
できて

うれしか
った

えがおでむかえてくれてうれしかった

ふうけいもきれい
ホテルもひろくてびっくりした

インタビューできてよかった

しつもん
を

したとき
に

いっぱい

こたえて
くれて

うれしか
った

「躍女に会いたい!」
子どもインタビューを終えて

「躍女に会いたい!」
子どもインタビュー企画趣旨

こどもたちにも
やさしくしてくれ

えがおでせっしてくれて
わたしもしつもん
しやすかった

子育てしながら頑張っている「仲間」は沢山いるんだと励まされました。 
たくましく強い中にある“女性の細やかさ”に触れられたことで改めて女性の素晴らしさと可能性を感じることができました。

この企画は… 地域の子どもたちが地域の観光資源と、そこで働く大人に触れる「初めての取材体験」です。
 この印象的な企画がキャリア教育や・地域愛を育むことにつながればと考えています。

蓼科グランドホテル滝の湯
長野県茅野市北山4028   Tel: 0266-67-2525

蓼科親湯温泉
長野県茅野市北山蓼科4035   Tel: 0266-67-2020



躍女＼コメント／
ひろ さん　蓼科在住 / 勤続10年

子育て中のママからばぁば世代までが活躍中!

躍女とお仕事!─1
観光施設・店舗のご紹介

キラキラ輝きながら活躍している女性たちを紹介します。 観光業のステキ・頑張る女性のステキがいっぱい!

蓼科親湯温泉
長野県茅野市北山蓼科4035   Tel: 0266-67-2020
雄大な自然を堪能できる渓流露天風呂と、四季折々の創作料理が自慢です。

ATグループ蓼科保養所
長野県茅野市北山4035-216   Tel: 0266-67-2233
源泉かけ流しの温泉とイタリアンが魅力!

蓼
科

蓼
科

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い仕事   ◯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

みくちゃん　北山蓼科在住 / 勤続10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。

躍女＼コメント／

蓼科グランドホテル滝の湯
長野県茅野市北山蓼科4028   Tel: 0266-67-2525
四季の自然と食事、温泉がおすすめです。

トヨタ車体蓼科山荘
長野県茅野市北山4035-2696   Tel: 0266-67-2888
アットホームな高原リゾート

蓼
科

蓼
科

躍女＼コメント／
菊家 薫 さん　茅野市北山在住 / 勤続6年

女性が多く活躍中!
アットホームな職場です。

躍女＼コメント／
榎本実可子 さん　諏訪在住 / 勤続約８年

子育て中でも理解ある職場です。

オーベルジュテラ
長野県茅野市北山5513-230   Tel: 0266-67-4568
標高1550mのプライベートオーベルジュ。

ペンションおやまのえんどう
長野県北佐久郡立科町芦田八ヶ野1388   Tel: 0267-55-6722
森の景観を楽しめるくつろぎのペンション。

蓼
科

女
神
湖

道のログ宿 木こりん
長野県茅野市北山5736-2   Tel: 0266-77-3037
夏は無農薬の自家野菜でおもてなし!

テラス蓼科リゾート & スパ
長野県茅野市北山4035  （蓼科湖の下）   Tel: 0266-67-0100（代表）
会員制リゾートホテル。「自然との融合」をテーマに、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ハイブリッドリゾート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。

蓼
科
中
央
高
原

蓼
科

エクシブ蓼科
長野県茅野市北山蓼科4035   Tel: 0266-67-2020
「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。
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。 

株式会社池の平ホテル&リゾーツ / 池の平ホテル
長野県北佐久郡立科町芦田八ケ野1596   Tel: 0266-68-2211
3世代にぴったり様々な施設がある大型リゾートホテルです!

蓼
科

白
樺
湖

TINY GARDEN 蓼科
長野県茅野市北山蓼科8606-1  Tel: 0266-67-2234（代表）
キャンプ、ロッジ、キャビン、3タイプの宿泊施設に加え、温泉やカフェ、ショップ、
コワーキングスペースなどがある蓼科湖畔に佇む複合施設です。

株式会社エルソル
長野県北佐久郡立科町芦田八ヶ野1043  Tel: 0267-55-7890
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。

蓼
科

女
神
湖

躍女＼コメント／
菊地直美 さん
自家野菜と手作りパンがお客様に喜ばれます。

躍女＼コメント／
女性ならではの細やかな対応で、暖かく、フレンドリーに
柔軟性のある優しい接客を目指しています。
「おかえりなさい」とお客さまをお迎えできる空間づくりを!

躍女＼コメント／
きく さん　茅野市金沢在住 / 勤続2年
H さん　茅野市玉川在住 / 勤続2年

自然に囲まれたキャンプ場を含む宿泊施設なので、ママも
パパも子育てしながら子どもとの良い時間をすごしています。

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　
その他条件：”食”に関心のある方 ＊季節により変動あり

採
用
情
報

躍女＼コメント／
ゆかり さん　女神湖在住 / 勤続6年

小1、年長、未満児の子ども達を育てながら宿を営んでいます。
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／
寺澤沙弥果 さん　蓼科中央高原在住 / 調理歴16年・開業4年

地元の食の魅力をお客様に体験していただきます。

躍女＼コメント／
ちか さん　白樺高原在住 / 勤続8年

子どもたちと自然を満喫しながら働いています。

躍女＼コメント／
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。

躍女＼コメント／
疋田涼子 さん　白樺湖在住 / 勤続12年

託児所もあり小さなお子様がいても安心して働ける職場です。
子育てには理解がある職場だと思います!



躍女とお仕事!─2
観光施設・店舗のご紹介

躍女＼コメント／
田子直美 さん
ヤマウラステイ清掃スタッフの皆様は子育て中のママから、ベテ
ランの方まで。季節のお花を活けたり、女性ならではの心配り
のお陰で、滞在されたお客様に絶賛していただいています。

ペンションブルーベリー
長野県茅野市北山3419   Tel: 0266-68-2739
貸切でご利用いただける温泉露天風呂が大人気

一般社団法人ちの観光まちづくり推進機構
長野県茅野市ちの3506 モンエイトビル2階
Tel: 0266-73-8550
市民と一緒につくった、ここでしかできない本物の暮らしを味わう体験、ちの旅
アクティビティ。地域の人とふれあい、茅野のファンになるための入口でもある、
一棟貸しの古民家宿泊施設ヤマウラステイ。地元の魅力を再発見しにお越し
いただけたらうれしいです。

白
樺
湖

茅
野
駅

さえさん　茅野市北山在住 / 勤続5年

働き方はひとつじゃない、諦めない選択肢を

躍女＼コメント／

レイクサイドホステルジル白樺湖
長野県茅野市北山3418-22   Tel: 0266-55-1192
白樺湖湖畔すぐの自由なゲストハウス

コミン家
長野県茅野市玉川7401   Tel: 080-7997-7297
御柱街道沿いのイベント・宿泊・多目的施設

白
樺
湖

玉
川
穴
山

躍女＼コメント／
たま ちゃん　茅野市北山在住 / 勤続3年

お客様と仲良く一緒に飲んでいます。

躍女＼コメント／
鈴木ウナ さん　茅野市玉川穴山在住 / 勤続約2年

子育て＋アート制作＋施設運営の三役!!

ペンションベストフレンド
長野県茅野市北山3412-60   Tel: 0266-68-2379
車山高原にある全8部屋の小さなペンション

車
山

プチペンション パオパオ
長野県茅野市北山3412-87   Tel: 0266-68-2363
気持ちいい風と優しい料理の小さな宿です。

車
山

車山リゾートホテル  ギャラクシー
長野県茅野市北山3413-45   Tel: 0266-68-1181
車山高原の大自然に囲まれたドイツリゾート

たてしな自由農園
長野県茅野市米沢3905-1   Tel: 0266-75-5510
地元の美味しいものが集まる農産物直売所

車
山

米
沢

オーベルジュ ラ・メイジュ
長野県茅野市北山3413-17  Tel: 0266-68-3939
高原で味わう旬菜フレンチとワイン

車
山

躍女＼コメント／
ナツ さん　車山高原在住 / 勤続8年

子育てするには最高の環境、と
お客様にもよく言っていただけます。

喫茶  蓼科アイス
長野県茅野市北山4035-2906  Tel: 0266-75-0905
地域素材にこだわったソフトクリーム人気店

蓼
科

躍女＼コメント／
藤井宏美 さん　茅野市玉川在住 / 2020年7月オープン スタッフ

3人の子育てスタッフと仲良く楽しく働いています。
蓼科湖畔の大自然の中が働く場。社長の優しい心遣いも魅力。

cafe たてしな グーテ
長野県茅野市湖東6595-343  Tel: 0266-77-3160
open10周年。皆様のご愛顧に心より感謝致します。ケーキ販売専門店から
カフェ・レストランに転換!  人気メニューは、じっくり煮込んだビーフシチュー。

湖
東

躍女＼コメント／
グーテママ　茅野市花蒔在住 / 勤続10年

埼玉県から移住して22年。 店舗開業から10年。
沢山の人に支えられ、充実した日々を過ごしています。
仕事と育児の両立を自らが体験、実感し、弊社スタッフへの
配慮にも生かしております。  頑張れ母ちゃんです!!

躍女＼コメント／
トコ さん　車山在住 / 勤続15年

「子育てしながら働く」をもっと楽しく!

職種：接客係　
仕事内容：配膳のお手伝い
給与：時給1,200円～　
時間：17:00～20:00まで
その他条件：交通費支給・まかないあり

採
用
情
報

職種：製造業（酒類）
仕事内容：ラベル貼り等の発送、出荷にかかわる業務
給与：時給870円～
時間：8:00～17:00の間で応相談

採
用
情
報

職種：接客
仕事内容：ベーカリー・カフェのレジ・接客
給与：時給900円～
時間：9:30～17:30（相談に応じます）
その他条件：土日祝日は時給＋50円

採
用
情
報

職種：接客・調理補助・客室清掃
仕事内容：フレンチのディナーサービスを楽しみながら
 スキルアップしてほしいです。
給与：時給  接客 1,200円～
  清掃 1部屋800円～（慣れると2時間で4～5部屋清掃できます）
時間：接客 17:00～21:00 / 清掃 10:00～13:00　
その他条件：交通費別途支給
 清掃は相談の上お子様を連れての出勤が可能です。

採
用
情
報

躍女＼コメント／
伊藤菜歩 さん　車山在住 /  勤続7年

自然の中で子育てをしながら働いています。

株式会社エイトピークス
長野県茅野市北山6807-1
Tel: 0266-78-7970 / 080-5142-3275
八ヶ岳の西麓で地ビールを製造しています。

北
山

躍女＼コメント／
のどか さん　茅野市北山在住 / 勤続4年

少ないメンバーでチーム一丸となって
仕事も育児も取り組んでいます!

躍女＼コメント／
レイ ちゃん　車山高原在住 / 勤続3年

周りのママ達に支えられて、ワクワク働く毎日です。

躍女＼コメント／
原村店レストランのサービススタッフ　茅野市在住 / 勤続1～8年

子育て中の新人スタッフが入ると、身内が来たように迎え、
子育てを頑張るママをあたたかく見守っている職場です。

ちの旅

ヤマウラステイ

仕事もプライベートも思いっきりできる! あなたも輝ける!    働いてみませんか?
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ここで暮らそう 楽しもう!

ちかくの旅の見本市 in 8Peaks
＼最終日の10/17に開催／ 

＼今
年も
やり
ます
／ 

〈山ん家フェス2021〉　企画・運営：休日子育てシェアハウス山ん家　問い合わせ先：山ん家フェス実行委員会（半田 090-6026-0725）

よし! よし!! よし!!!

山ん家フェス2021

Yamanchi Fest. 2021

山ん家フェス2021
Facebookをチェック!

高原の爽やかな風と、湖に映る空。
素晴らしい自然とともにお待ちしています。
一人でも二人でも、みんなでも大丈夫、
癒されに来てください。

子育て中のママパパと
子どもたちでつくる
柔らかい雰囲気のイベントです。 
誰でも参加しやすく、ゆったり自由に過ごせます。

新型コロナ対策宣言!!   　茅野あんしん認証取得済み   看護師が常駐しています!   ～高原の風で換気中～

休日子育てシェアハウス山
やま

ん家
ち

　休日こそ思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3年前まで難しいことでした。
　そこで、周辺の似た境遇で、かつ様々な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
た子どもたちは、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、つな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、地域での新しいつなが
りと拡がりに興味のある方はぜひお問い合わせください。

休日子育てシェアハウス 山ん家 代表  矢島麻優美
代表：矢島麻優美
E-mail: info@yamanchi.com  

お問い合わせ先

楽しいイベント案内も
＼チェックしてね!／山ん家Web→

→

in 8Peaks

開催期間  2021 9/18 sat  ｜10/17sun

詳しくは→

八ヶ岳エリアにお住まいの
＼女性限定アンケート／

ちかくの旅の見本市2021
＼Instagramフォトコンテスト／

締め切り
2021

10/15 fri
まで

豪華
特典

今すぐアンケートフォームへ
↑

ちかくにいるあなたにこそ知ってほしい、
地域の楽しみ方を集めました。

八ヶ岳山麓の「お得情報」や「アクティビティ」など
女性目線セレクトの、ちかくの旅を楽しもう!

キラ
キラ

＼活
躍す
る女
性／

　この素晴らしい八ヶ岳の麓に、多彩な経験を活かし活躍する女性
がたくさんいます!  そんな活躍する女性たちが職種を越えてつながる
場所が「躍女広場」です。
　そして、この地域で活躍している女性と様々なジャンルの人との笑い
あり、涙ありの、楽しいトークセッションが「躍女とおしゃべり」です。
　この取り組みを通して、“女性活躍の当たり前 ”を、みなさんと一緒
に築いていきたいと思います!

躍女広場 & 躍女とおしゃべり

＼躍女とおしゃべり参加者大募集／
10月17日の山ん家フェスで『躍女とおしゃべり』企画
にご参加いただける方を募集しています。 ご興味ある
方は info@yamanchi.comまでお名前・お電話番号・
お仕事・お住いの市町村をご記入の上ご連絡くださ
い。追ってご連絡させていただきます。

長野県北佐久郡立科町大字芦田八ケ野字白樺湖1596（池の平ホテル & リゾーツ正面）
※1：内容は情勢や天候により変更になる場合があります。 ご了承ください。

＼地域の中で活躍している女性の紹介／
茅野市周辺でキラキラ輝いている女性たちの活躍と、
喜びや悩み夢などを紹介展示します。 また子ども目
線のお仕事紹介動画や、子ども取材班の活動紹介も
あります。 ぜひ足を運んでください!

躍女広場＠茅野市民館
10月6日○～13日○
茅野市民館イベントスペース
入場無料

水 水

2021年10月17日○ 9:30～  
雨天決行（荒天中止※1）

白樺湖リゾートローソン裏 芝生広場

日


