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Information

アクティブ・体験

地元住民と“まち歩き”、
ちょっと深〜い地域の
文化・歴史・生活を味わおう!!

まいまい京都＆東京
2018春・開催!!

2018 SPRING イベント情報

active

まいまいとは
「うろうろする」
という京ことば。京都の住民がガイドを
する、京都のミニツアーです。
ガイドは、
バラエティに富んだ総勢100名以上。呉服屋店主、植木屋

アクティブ・体験

active

ネコ派必見！
幸せを招く
「尾曲がり猫」
を
探せ！

の親方、銭湯マニア、花街のお姐さん、女性僧侶、廃河川探検家、妖
怪の子孫、植物園名誉園長等々、多彩な顔ぶれがそれぞれ専門の
テーマでガイドします。
春コースは京都で約300コース、
そして今回
「東京」
でも約30コース
を予定しています!!
各1.5〜3.0kmに設定されたまち歩きコースを、2〜3時間かけて、少
人数でじっくり堪能します。
日本国内・西と東で
「まいまい」
しましょう！
【期間】 2018年3月〜6月

「尾曲がり猫」
「かぎしっぽ」
などと呼ばれている、
しっぽが曲がった猫

【定員】 各コース10〜20名(要予約・先着順)

を探してInstagramにUPした方に記念品を差し上げます。
「ねこさるく
（長崎では街をぶらぶら歩くことを“さるく”と言います）」
で幸せを引っかけてください！

【参加費】2,000円〜
各コースの詳細はwebサイトをご覧ください。
http://www.maimai-kyoto.jp/

撮影した素敵な写真は館内にも掲示します。貴方の写真で館内を
彩ってください。
長崎の文化、
歴史、
ステキなスポットが見つかるかも！？
【記念品プレゼント期間】2018年2月20日
（火）〜5月31日
（木）
※対象は長崎カトリックセンターユースホステルに
宿泊された方になります。
【参加費】無料（ご宿泊の方限定です）

尾曲がり
POINT

顔は
恥ずかしい
ニャー

マネージャーとスタッフになついてきた尾曲がりの野良ネコです

長崎カトリックセンターユースホステル

長 崎

〒852-8113

長崎県長崎市上野町10-34

電話 095-846-4246

http://www.e-yh.net/nccyh/
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一般財団法人 京都ユースホステル協会

京 都

〒616-8191 京都府京都市右京区太秦中山町29 宇多野ユースホステル内
電話 075-462-2312

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

パーティ・イベント・味わう

本場紀州の完熟梅で
ジャム作り！

party

party

パーティ・イベント・味わう

貴重な白樺樹液が飲み放題！
女子力アップ！
白樺樹液まつり
雪解けの北海道の早春。
白樺の幹に毎
年新しい孔を開けると、無色透明な白
樺樹液が流れてきます。
白樺の樹木自らがポンプとなり、
地下から汲み
上げた樹液を根細胞によりろ過。
樹液が溢出する時期が過ぎると、
幹
に開けた孔に殺菌した木の栓をします。
白樺樹液が採れるのは、
4月中
旬から5月初旬のわずか3週間ほど。
白樺樹液は清涼飲料水だけでは
なく、
化粧水にも使われ、
白樺の抗菌性と潤い成分が肌を健やかに保
ちます。
成分は、
果糖、
ブドウ糖などの糖分、
アミノ酸、
リンゴ酸などの
有機酸、
たんぱく質、
ミネラルなどが含まれています。
そんな白樺樹液
を採取できるイベント
「白樺樹液まつり」
は4月22日
（日）
開催予定。
森の
中へ入り、
自らの手で貴重な白樺樹液が汲み飲み放題です。
〈白樺樹液まつりツアー〉
【日程】4月22日
（日）
（予定） 詳しくはwebサイトをご覧下さい。

なよろサンピラーユースホステル

北海道

〒096-0066

北海道名寄市日進391-2

電話 01654-2-2921

http://nayoroyh.main.jp/tour3.html

パーティ・イベント・味わう

party

アクセス良好！ 無料で使える
コミュニティスペースのご案内
JR・地下鉄飯田橋駅に至近の東京セントラルユースホステ
ルでは、19階の食堂・ラウンジを
「こみゅにてぃー広場」
とし
全国有数の梅の産地の和歌山で完熟の梅を使った香り高い梅ジャ
ムを作るイベントを開催します。
和歌山と梅の歴史にも触れながら、保存料も人工甘味料も使わな
い、
安全で美味しい自分だけの味の梅ジャムを作りましょう！
お一人でも、
お友達同士でも、
ご家族でもお楽しみいただけます。特

て、
グループ活動向けに無料でお貸ししています。是非、宿
泊者も楽しむことができる活動などにご活用ください。
【貸し出し時間】 原則として毎日、20時頃から22時まで（ただし、利用できない日もあります）
【貸出料金】無料 【利用可能人数】最大で30名程度
【利用条件】ユースホステルに宿泊しているお客様も参加できる活動
【具体的な活動例】・外国語会話や国際交流のサークル

産の完熟梅で作るジャムは格別です。
お待ちしています！

・切り絵、折り紙、
かるたなど伝統的な遊びの会
・書道、茶道、華道などの集まり

【開催日時】2018年6月24日
（日）9：00〜

※活動内容によってはお断りさせていただくことがあります。

※梅の成熟具合によって変更となる場合があります。
最新の情報はwebサイトをご確認ください。
【参加費】 宿泊費＋1,000円
（お一人）
作った梅ジャムを使ったランチとお土産含む
※当日参加の方は1,500円
（お一人）

有田オレンジユースホステル

和歌山

〒643-0005

東京セントラルユースホステル

東 京

〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ18階
電話 03-3235-1107

http://www.jyh.gr.jp/tcyh/

和歌山県有田郡湯浅町栖原809

電話 0737-62-4536

http://www.naxnet.or.jp/~yamagiwa/arida/

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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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！

/
/
m/yy
dd/m

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

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 ・

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！

ture

Signa

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ヶ月前から、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。

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。
職員：対象 全国のYHでの勤務（転勤あり）
契約職員：対象 都内、地方での勤務（転勤なし）
志望される方はHP上の募集要項をご確認の上、当協会
までご連絡ください。

Hostelling
Magazine

新規
登録会費

継続
登録会費

少 年 パス

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

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

夫婦、又はその同伴する中学生までの子ども
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

公開中！ バックナンバーも読み放題！

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。

ユースホステル インフォメーション

50,000円

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

■臨時休館ユースホステル

■閉館ユースホステル（予定含む）

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

北九州YH（福岡県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成29年12月31日付

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

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

丹後温泉はしうど荘YH（京都府）・・・・・・・・・・ 平成29年12月31日付

層雲峡YH（北海道）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 当分の間

YH太江寺（三重県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 当分の間

■運営再開ユースホステル

阿蘇くじゅう高原YH（熊本県）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成29年4月15日
■臨時休館ユースホステル

網走原生花園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）

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

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

YHパルトピアやまぐち
（山口県）・・・・・・・・・・・・平成30年3月31日付

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成29年12月31日付
YH郡上洞泉寺（岐阜県）

花巻ならの里YH(岩手県) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成29年8月1日付

みさきロッジYH（和歌山県）・・・・・・・・・・・・・・・・・平成29年5月31日付

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

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

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成29年4月30日付

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

山形七日町ワシントンホテルYGH（山形県）

発行日：2018年2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：寺島 眞（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）／岡本 武洋（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：株式会社研音／

松竹株式会社／2018映画「曇天に笑う」製作委員会／株式会社アティカス／スタイリスト：小松 嘉章（nomadica）／ヘアメイク：髙橋 幸一（Nestation）／インタビュアー：中村 安紀子（株式会社ジオコス）／撮
影：小林 潤次（株式会社七彩工房）■国内特集

協力：長崎カトリックセンターユースホステル／株式会社トリップアドバイザー／インタビュアー：藤原 武志（藤工作所）／撮影：鉦打 栄津吉（株式会社阿部ス

タジオ）■シンガポール特集 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：シンガポール政府観光局／株式会社トリップアドバ
イザー■旅GIRL
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トリップアドバイザー Presents ・・・・・・・・・・・・・・ P18
耳寄り！観光NAVI

シンガポールのグルメツアー

インタビュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P02
俳優／福士蒼汰

「行ったつもり」で満足しない。

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

お金や時間以上の価値があるから。

Youth Hostel Pick up ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P08
鐘の音がつなぐ 旅と人、平和への祈り

長崎カトリックセンターユースホステル

松鳥むうの晴れときどき旅びより・・・・・・・・・・・・ P21

Hostelling Magazine × 地球の歩き方・・・ P12

アジアの味が勢ぞろい！おいしいシンガポール
■ シンガポールの2大グルメを食べる

■ パワー充填！シンガポール式朝ご飯

Event Information ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P22

■ ランチといったら、麺で決まりだ

■ 南国ならではの冷たいスイーツ
発行所：一般財団法人日本ユースホステル協会
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※本誌の情報は2018年2月20日現在のものです。変更になる場合がありますので、
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