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北海道の北に位置する和寒町、塩狩ヒュッテYH周辺でテントを
張って一泊します。
ハチや雷の学習、
まき割、五右衛門風呂、石窯ピザ、
キャンプファイ
アー、
マイスプーンやペーパーナイフづくりなど。北海道の自然の中

アクティブ・体験

ならではの体験が盛りだくさん。

縄文杉発見50周年
記念スタンプラリー

active

世界中から旅人が訪れる屋久島のシンボル的存在の縄文杉。
1967年1月1日発行の南日本新聞1面にて、
「生き続ける“縄文の春”」

今年の夏は塩狩で、一味違った夏にしよう！
５歳から中学生までの20人を募集中
（小学２年生以下は保護者同伴）
。
【日程】

2017年8／5（土）〜6（日）
の一泊二日

【場所】

塩狩ヒュッテYH周辺（北海道上川郡和寒町字塩狩）

【参加費】 ひとり3,000円
（3食、保険、計画書など。集合場所までの交通費は別途要）
【主催】

北のきらきらキッズプロジェクト

【後援】

塩狩ヒュッテYH

詳細は塩狩ヒュッテYHまでお問合せ下さい。

と題して掲載され、広く世に知れ渡ることとなりました。発見から50
周年の今年、屋久島ではさまざまなイベントが開催されます。
そのひとつが、
このスタンプラリー。
里の自然に人々の暮らし、文化やアート、
そして民芸まで。今も息づ
くアニミズム、島の空気を感じながら、
ゆっくり里を巡りませんか。全
29ポイント。
スタンプ5個集めるごとに、素敵な景品が当たるガラポ
ンにチャレンジできます。
期間は12月25日まで。
〈その他の記念イベント〉
■

※
屋久島ご神山祭り花火バーベキュー
（8月6日）

■

※
謎のミステリーイベント
（10月5日）

■

屋久島ボルダリングフェス
（12月2日）
など。

※はユースホステル独自イベント

屋久島ユースホステル

鹿児島

〒891-4205

鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦278-2

電話 0997-49-1316

http://www.yakushima-yh.net/
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塩狩ヒュッテユースホステル

北海道

〒098-0125

北海道上川郡和寒町字塩狩503-2

電話 0165-32-4600

http://shiokari.info/

パーティ・イベント・味わう

学ぶ

UTANO YOUTH
SUMMER FESTIVAL 2017

party

北アルプスがアートに沸く
現在、信州・大町では北アルプス国際芸術祭の

世界一快適なユースホステルにも選ばれたことのある京都市宇多野

真っ只中です。
当ユースホステルのある木﨑湖

ユースホステルで一夜限りの夏祭りを開催！

周辺にもいくつかの国内外のアーティストの作

【日時】 9／17（日）16:00~21:00

learn

https://utanobeerfesta2017.jimdo.com/

品が展示されています。
しばらく滞在してみたく
なるような不可思議な雰囲気でしょう・・・。
近くには地元の晴れの日の料理や伝承料理を
楽しんでいただけるYAMANBA CAFÉがオープ
ンしています
（昼食のみ。限定20食で
「おこひる」
販売）。
当ユースでは夕食時にお祭り御膳をお出しします！
【期間】

京都市宇多野ユースホステル

京 都

〒616-8191

6／4（日）〜7／30（日）

【開催エリア】 源流・仁科三湖・市街地・東山・ダムの各エリア
【パスポート】 2,000円

京都府京都市右京区太秦中山町29

電話 075-462-2288

http://www.yh-kyoto.or.jp/utano/

白馬山麓レイクサイドユースホステル

長 野

学ぶ

〒398-0001

長野県大町市平木崎湖畔

電話 0261-22-1820

http://xmrpp.homepagelife.jp/

国内最大級の天体望遠鏡

learn

北海道名寄市は国内でもトップクラスの星空の街です。名寄市立
天文台「きたすばる」
には、国内最大級の口径1.6ｍ反射望遠鏡や

学ぶ

夏の風物詩「蛍」
を探しに！

learn

50cm反射望遠鏡などがあり、観望することができます。併設されて
いるプラネタリウムでは圧倒的な映像美と音響で、星空や宇宙につ

夏の夜を幻想的に演出する蛍。

いての理解を深めていただけます。子ども向けのプログラムもあり、

都会ではなかなか目にすることのなくなった夏の風物詩を見に行き

子どもから大人まで楽しめる施設です。

ませんか？

7／1（土）〜7（金）七夕観望会（7／3（月）
は除く）

あすけ里山ユースホステルでは期間中お泊まりの方を、
とっておき

8／8（火）部分月食観望会

の蛍の生息スポットにお連れします。

8／12（土）〜13（日）
ペルセウス座流星群観望会

この時期咲き始めるホタルブクロに蛍が入ると、闇の中で花が煌め

天文台へは夕食後当宿から無料送迎しております。

く幻想的な光景を目にすることが出来るかも。

また8／5（土）夜9時頃から地元メロン農家「及川ファーム」
さんのご

あすけ里山ユースホステルは、閉校になっ

協力により、名寄産赤肉メロンルピアレッド
「ピヤシリメロン」食べ放

た小学校を再利用したユースホステル。

題を実施いたします。
ご宿泊の方限定で何玉食べても無料。甘くて

今年の夏はノスタルジックな日本の夏休

おいしいメロンをお腹いっぱいお召し上がり下さい。

みを楽しみませんか？
【期間】

6月中旬〜7月中旬

【参加費】 無料 （宿泊された方のみ）

あすけ里山ユースホステル

愛 知
なよろサンピラーユースホステル

北海道

〒096-0066

愛知県豊田市椿立町坂27-2

電話 0565-62-2462

http://www.ne.jp/asahi/asuke/satoyamayh/

北海道名寄市日進391-2

電話 01654-2-2921

http://nayoroyh.main.jp/

〒444-2419

この他にも全国のユースホステルでは様々なイベントを
実施中！ 詳しくはこちらをチェック！

http://www.jyh.or.jp/hm
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会員証は国際ユースホステル連盟（Hostelling International）によって認められたもので、
世界各国のYHが利用できます。
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ユースホステルに泊まって世界を旅しよう！
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1. 国内外のユースホステルをおトクな会員価格でご利用いただけます！

ory

Categ

mem

month

year

世界各国のユースホステルをおトクに利用するなら、ユースホステル会員がおススメ！
ユースホステル会員にはこんなメリットがあります！

Sex

一部例外を除き、世界中のユースホステルを10％以上おトクな割引価格でご利用いただけます。

F
M ・

ture

Signa

2. 割引提携施設をユースホステル会員割引価格でご利用いただけます！
旅行用品やレンタカーなど、充実した旅をサポートするサービスの割引が満載です。
日本国内の割引提携施設情報はこちら→http://www.jyh.or.jp/discount/index.html

■会員証をすぐに取得されたい方

お 近くの ユ ース ホステ ル 、ユ ース ホステ ル 協 会また は 入 会 案 内 所 で お 申し込
みください。その場で発行されるため、一番手軽で、早くできます。

■オンライン
（インターネット）入会をご希望の方

お 近くに ユ ース ホステル 、ユ ース ホステル 協 会・入 会 案 内 所 が な い 場 合 、オン
ラインで も入 会 を 受 け 付 けております。但し、会 員 証 発 行まで お 時 間 が か かり
ますので、予めご了承ください（ご入金後、約1週間位）。
郵送、インターネットからのお申し込みの際は別途送料240円が必要となります。

■登録会費
会員証種別

有効期限の2ヵ月前から、継続手続きを受け付けています。会員証の有効期限内に
手続きをおこなうと新規登録会費より500円割引（提携カード除く）になります。

■便利な自動継続のお知らせ

自動引き落としのお申し込みを入会・継続時にされますと、次年度から継続会費が
自動的に指定口座から引き落としされ、手間をかけずに継続手続きができます。

モンベル YH 会員証ならびに
ワールドホステリングカードをお持ちの皆様へ
モンベルYH会員証は全国モンベルストア店舗、モンベルクラブ事務局ほか
当協会窓口などで受付しております。

※当協会では窓口のみの受付となり、オンラインや郵便局払込取扱票によ

る受付はできません。

ワールドホステリングカード年会費引落日は、
カード記載の有効期限翌月ま
たは翌々月です。次年度分の会費引落前に脱会をご希望の方は、必ず有効
期限の月末日までにカードご退会手続きをお済ませください。

【例】01／21と記載されている場合は2月中もしくは3月中の引落としとな
るため、1月末日までにご退会をお申し出ください。

（株）
ライフカードご連絡先：045-914-7003

カードご退会手続き完了時点でYH会員退会手続きも完了となります。

阿蘇くじゅう高原YH（熊本県）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成29年4月15日

継続
登録会費

満4歳から中学生まで

1,500円

1,000円

青 年 パス

中学生修了年齢から満19歳未満

1,500円

1,000円

成 人 パス

満19歳以上

2,500円

2,000円

3,500円

3,000円

5,000円

4,500円

夫婦、又は親子（中学生までの子供）
家 族 パス

海外で利用する場合、配偶者は
別途会員証が必要です（500円）

団 体 パス

10名以上の団体・機関の引率責任者（満18歳以上）

終身パス

満26歳以上、有効期限は登録の日から終身

50,000円

Hostelling Magazine 設 置 場 所 募 集 ！
若 者の旅を応 援する日本ユースホステル協 会の発 行するフリーペー
パー「Hostelling Magazine」
の設置場所になりませんか。毎号20部以上の
設置・配布にご協力頂ける施設様には送料無料でお送りいたします。
※設置には審査があります。詳細は日本ユースホステル協会（somu@jyh.or.jp）
までお問い合せください。

公開中！

バックナンバーも読み放題！

WEB版 Hostelling Magazine

Hostelling Magazineはネットからダウンロード出来るWEB版も併せて公開
しています。
これまでに発行されたバックナンバーも読み放題！
詳細はこちらから！ http://www.jyh.or.jp/hm/index.html

ユースホステル職員募集
全国の直営ユースホステルで働ける職員を募集しています。宿泊業の経験
は問いませんが、積極的にユースホステル運営に取り組む、意欲のある方を
求めています。http://www.jyh.or.jp/recruit.html

ユースホステル インフォメーション
■運営再開ユースホステル

新規
登録会費

少 年 パス

詳細は日本ユースホステル協会HPをご確認ください。http://www.jyh.or.jp/membership/

■継続のご案内

該当年齢区別

■臨時休館ユースホステル

■閉館ユースホステル

北信州観山YH(長野県)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 当分の間

横浜伊勢佐木町ワシントンホテルYGH（神奈川県）

知多半島YH（愛知県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 当分の間

富士屋YH（長野県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成29年3月31日付

のと皆月湾YH(石川県) ・・・・・・・・・・・・・ 当分の間（強風被害のため）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成29年3月31日付
鎌倉はせYH（神奈川県）

■臨時休館ユースホステル

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 当分の間
川根七曲宿YH（静岡県）

網走原生花園YH（北海道）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 当分の間

高野山YH（和歌山県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 当分の間

・・・・・・・平成29年3月31日付
熊本YMCA阿蘇キャンプYH（熊本県）

岩国YH（山口県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 当分の間

加波山荘YH（茨城県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成29年2月28日付

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 当分の間
稚内モシリパYH（北海道）

層雲峡YH（北海道）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 当分の間
大沼公園YH（北海道）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 当分の間
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 当分の間
おいらせYH（青森県）

花巻ならの里YH（岩手県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 当分の間
田沢湖YH（秋田県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 当分の間
YH潮来荘(茨城県) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 当分の間

甲府YH（山梨県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 当分の間

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 当分の間
松江レークサイドYH（島根県）

北九州YH（福岡県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 当分の間
■閉館ユースホステル

モンベル五條YH(奈良県) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成29年5月31日付

・・・・・平成29年4月30日付
山形七日町ワシントンホテルYGH（山形県）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成29年3月31日付

宮古島YH（沖縄県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成29年3月31日付

稚内YH（北海道）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成28年12月31日付
阿蘇YH（熊本県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成28年12月31日付
ニセコアンヌプリYH（北海道）・・・・・・・・・・・・・ 平成28年11月30日付

レイノ・イン広島平和公園YH（広島県）・・・ 平成28年11月30日付

発行日：2017年6月20日／発行所：一般財団法人日本ユースホステル協会（〒151-0052東京都渋谷区代々木神園町3-1国立オリンピック記念青少年総合センター内）／発行人：水野 宰（日本ユースホステル協

会）／企画・構成：池田 和誠（日本ユースホステル協会）／印刷・製本：サンメッセ株式会社／ディレクター：林 英樹（サンメッセ株式会社）／ディレクター：大津 聡（サンメッセ株式会社）／アートディレクター：
永井 洋二（サンメッセ株式会社）／製作担当：高橋 潔（サンメッセ株式会社）／デザイン制作・協力：株式会社ノース・ヒル■巻頭インタビュー

協力：株式会社ユマニテ／松竹株式会社／「こどもつかい」製

作委員会／ヘアメイク：石川奈緒記／スタイリング：岡本純子／インタビュアー：中村 安紀子（株式会社ジオコス）／撮影：宮下 亜弥（株式会社七彩工房）■国内特集

協力：広島西条駅前ユースホステル／

公益社団法人東広島市観光協会／株式会社トリップアドバイザー／インタビュアー：今津 学（株式会社ノース・ヒル）／撮影：大西 理江子（オーシマ・スタジオ有限会社）■カナダ特集 コーディネーター：半

田 智志（株式会社ダイヤモンド・ビッグ社）／取材・編集:田中 健作（有限会社グルーポ・ピコ）／協力：カナダ観光局／アルバータ州観光公社／株式会社トリップアドバイザー／Gaël Chartrand（HI CANADA）
■旅GIRL
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協力：窪 咲子■晴れときどき旅びより 協力：松鳥 むう

つづきをダウンロード

（無料）

Hostelling Magazine vol.9
まとめてダウンロード

インタビュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P02
女優／門脇麦

旅の感動が、わたしを支える「軸」になる。

トリップアドバイザー Presents ・・・・・・・・・・・・・・・ P18
耳寄り！観光NAVI

カナディアン・ロッキーの人気ハイキング／
人気自然ツアー／人気乗馬ツアー

教えて！旅GIRL ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P20
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