vol.13 / 2018 Summer

巻 頭 インタビュー

深川 麻衣
「自分らしさ」
は、
周りの人達が
気づかせてくれるもの。
オーストリア世紀末芸術を回る旅
ウィーンのクラシックツアー

Youth Hostel Pick up

大自然を旅する冒険物語の主人公に

駒ヶ根ユースホステル

この冊子は、

の社会貢献広報事業として助成を受け作成されたものです。

Inclusivity

世界を超えて

Learning and Understanding

考えよう

Sustainability

僕らと子ども達の未来のことを
日本ユースホステル協会はユースホステルのビジョンに基づき、日本国内にユースホステルを設置・運営すると共に、
国際ユースホステル連盟や各国のユースホステル協会と協調し、知見を広める「旅」を促進する活動を行っています。

Line up
インタビュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P02
女優／深川麻衣

「自分らしさ」は、

周りの人達が気づかせてくれるもの。

※本紙の情報は2018年6月20日現在のも
のです。変更になる場合がありますので、
お出かけの前に現地にお確かめください。
発行所 一般財団法人日本ユースホステル協会
編集・発行人 寺島 眞
TEL.（03）5738-0546
〒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
※本誌掲載記事の無断転載を禁じます。
制作・印刷製本/サンメッセ株式会社

Youth Hostel Pick up ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P08
大自然を旅する冒険物語の主人公に
駒ヶ根ユースホステル

Hostelling Magazine × 地球の歩き方・・・ P12

オーストリア世紀末芸術を回る旅
■ ウィーンの美術館巡り

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

ウィーンのクラシックツアー
■ ウィーンの交響楽団
■ ウィーンの庭園

教えて！旅GIRL ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P20
松鳥むうの晴れときどき旅びより・・・・・・・・・・・・・ P21
Event Information ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P22

■ チェコ＆スロヴァキアへのショートトリップ

01

Hostelling Magazine

Interview vol.013

巻 頭 イ ン タ ビュー

﹁自 分 らしさ ﹂は︑
周 りの人 達 が
気 づか せてくれるもの︒
女優

深川 麻衣

アイドルグループ
「乃木坂46」
を卒業後、
女優の道を歩み出すことになった深川さん。
現在は舞台や映画等で活躍の幅を広げており、
4/26からは主演を務めるWEBドラマ
『恋を落とす』
も配信スタート。
つい先日、
完結を迎えました。
深川さんが儚げで透明感溢れる役柄を見事に演じきった
この作品では、
実は
「旅」
が物語の重要なキーワードのひとつ。
ということで、
深川さんの旅事情について色々とお伺いしてみました。
彼女の魅力がギュッと詰まったインタビュー、
ぜひ、
お楽しみください。
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「時間の使い方の違い」
に
気づくことができた、
パリでのひと時。

の明るい時間帯に、仕事を終えた人たちが川辺でワインを

「女子2人で海外旅行に行くならどこ
Q. 先ほど、写真撮影中に

いう時間の使い方ができるってとても素敵だな、
と思いま

が良いですか？」
という話でホステリングマガジンのスタッ

した。今まで知らなかった日常を知ることができるのも、旅

フと盛り上がっていましたね！近々旅行に行くご予定が？

先での楽しみなのでしょうね。

そうなんです。今、ちょうど女友達と旅行の計画を立ててい
て。彼女とは一緒に何度も旅行に行ったことがあるのです
が、まだ海外には行ったことがないんです。

飲みながら楽しそうにおしゃべりしている様子を見て、時間
の使い方の違いにカルチャーショックを受けましたし、そう

乃木坂46時代は「みんなのお姉さん」。
プライベートでは……。
―フランスの人達って、仕事が終わってから夕飯を食べる前

Q. その方とはいつ頃からお友達なのでしょうか？

にみんなでワインを片手に軽食をとってから、
それぞれ自
宅に帰って夕飯を家族と食べる文化もあるそうですよ。

小学校1年生の頃からずっと仲が良いんですよ。私のこと
を何でも知っていて、私も彼女のことを何でも知っている

わぁー、そうなんですね！ 私がフランスに行った時も、川に

というくらいの大親友です！

たくさん人がいて、楽器を演奏している人、それを楽しそう
に見つめている人がいて、すごくおしゃれな時間の楽しみ

Q. 今まではどんな場所へ行ったのでしょうか？

方だなと感じました。
この感動って、きっと行くことによって
得られるものなんですよね 。それで価値観が変わったり、

箱根や京都、北海道……あと、金沢も一緒に行きました 。

世の中ってすごく広いんだなって感じられたり……自分が

私、金沢にある21世紀美術館がずっと大好きなんです。美

抱えている悩みを解決するヒントも、普段と違う場所から

術系の学校に通っていた高校時代、美術専門誌で「スイミ

ヒントを得られることも絶対に多いと思います。

ング・プール 」という展 示 作 品を見てからずっと憧 れてい

まだまだ知らないことだらけだからこそ、行ける時間があ

て、実際に行って作品を目にした時には感動しました 。乃

ればどんどん色んな場所に行ってみたいという気持ちが強

木坂46にいる時、最後に写真集を出すことになった時も、

いかもしれません。この前も、急に数日オフの日ができた

「あの作品で撮りたいです！」
ってリクエストしたら、見事に

ので、2日前にホテルを自分で探して予約して、お母さんと

夢が叶って……あの時は嬉しかったですね。

お兄ちゃんと3人で旅行に行きました（笑）。

お仕事で海外にも行ったことがあるの
Q. 乃木坂46時代には、

Q. 3人で！ご家族とはとても仲が良いんですね。乃木坂46時

でしょうか？

代は、
グループの中で「みんなのお姉さん」的な存在だった
そうですが、
プライベートでは妹だったとは……。昔から

フランスや韓国、台湾に行ったことがあります！ お仕事の

しっかり者タイプだったのですか？

合間に食べたものの中で一番おいしかったのは、台湾の
野菜炒め。
どこのお店で食べてもおいしかったなぁ。

全然しっかり者じゃなかったです（笑）
！ 今まではお兄ちゃ
んがいるからか、どちらかというと年上の人と話す時の方

―「 食べ物を楽しむ」というのは、旅 先での楽しみのひと
つですよね。

が気楽で、逆に年下の人と話す時はすごく緊張するタイプ
でした。にも関わらず、
グループに入ったら私と同い年の子
が1人いる以外はみんな年下で……最初は「私が最年長で

そうですね、おいしいものを食べたい！ あとは、もちろん観

大丈夫かな、やっていけるかな……」
と不安でした。でも、

光も楽しみたいけれど、計画を立ててあちこち動き回る旅

一緒に過ごすうちに、みんなの精神年齢が大人だからそん

じゃなくて、何の目的もなくぶらぶらして、たっぷり時間を

なに年齢差を感じないことが分かってきて。はじめの頃は

使ってのんびり過ご す旅もい つ かしてみ た い なぁ… …と

「 み ん な 年 下 な ん だ から、自分 がしっかりしな きゃ、引っ

思っています。

張っていかなきゃ」
と考えた時期もありましたが、途中から

乃木坂46時代、お仕事でフランスに行った時、パリのセー

は「余計なことは考えなくてもいいや」
と吹っ切れられるよ

ヌ川を下る船の中でお食事をする機会があったのですが、

うになりました。

そこから見える川辺の景色がとても印象的でした。まだ日
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個性 は自分が主張するものではなく、
周りが気づかせてくれるもの。

のですが、アイドルって本当に特殊なお仕事なんですよね。
コンサートで歌ったり踊ったりするだけじゃなくて、バラエ
ティ番組やラジオにも出る子もいれば、ファッション誌の専

きっと自
Q. 色んな個性を持ったメンバーがたくさんいる中で、

属モデルをやる子もいる。本当にいろんなことに挑戦させ

分の立ち位置だったり、
このグループの中でどう立ち居振る

てもらえる場で溢れていました。その中で、私が「すごく楽し

舞えば良いのか悩んだりしたこともたくさんあったのでは

い！」
と思えたのが、新曲のMV（ミュージックビデオ）やCD

ないでしょうか……？

の特典の個人PV（監督と1対1で撮影するプロモーションビ
デオ）などの映像のお仕事をしている時だったんです。

はい、ものすごく悩んでいました。やっぱり、学校の1クラス

撮っていただいたものがどんな映像になるのかにいつも

分くらいの女の子がいて、バラエティで活躍できるおもし

ワクワクしたし、撮影中に色々なスタッフの方々とお話がで

ろさを持った子やずば抜けた特技を持っている子がいる

きるのも大好きで、
「 一緒にひとつの作品を創り上げる」
と

中で、
「自分の個性って何だろう？」
とか、
「どういう部分をア

いうクリエイティブな世界の一員として自分が関わること

ピールしていけばファンの人に私の存在を知ってもらえる

に興味を持ち始めて……。それで、24歳の頃、この先自分

んだろう」
とか、デビューしたばかりの頃はそんなことばか

がどうしていきたいか考えた時に、
「 25歳で乃木坂46を卒

り考えていて、ずっと苦しかったです。

業して、女優を目指そう」
と決意しました。

「これが自分の個性だ」
「ここが他のメ
Q. そんな想いの中で、

―自分の意志で「こうしたい！」
と決めたら突き進んでいける

ンバーとは違うんだ」
と気づけたきっかけは何だったので

タイプなんですね。

しょうか。
たしかに頑固なところがあるかもしれないです（笑）。何か
年下のメンバーが多かったし、みんなそれぞれ悩みを抱え

大きな決断をする時は、いつも自分の直感に頼っている部

ながら頑張っていたから、あまり周りに自分の悩みを打ち明

分がありますね 。そういえば、ある人から言われて気づ い

けることはなかったのですが、デビュー前にホテルの相部

たのですが、
「 5の倍数」の年齢の時に、いつも私の人生に

屋で一緒に生活をしていた橋本奈々未ちゃん（2017年に卒

とって大事な何かが起きているんです。15歳の時は芸能の

業した元乃木坂46メンバー）は、
「そのままで良いんだよ。良

お仕事に興味を持ってダンススクールに通って、20歳の時

さが伝わるのは時間がかかるかもしれないけれど、そのま

は上京して乃木坂46のメンバーになって、そして25歳で卒

までいたらまいまいは大丈夫だよ」
って、ずっと言い続けて

業して女優になり……。30歳になったらどんな風になって

くれていました。最初はななみんの言葉を素直に受け止め

いるんだろうな、
とドキドキします！ 今所属している事務所

られ なかった けれど、メンバーとして活動を続ける中で、

は、所属したばかりの頃から
「これからどんな道に進んでい

「“個性”は自分が『こうだ』
と決めつけるものではなくて、周り

きたいか」
と一生懸命聞いて、一緒に考えてくださるので、

の子が『この子ってこういうところがあるよね』
『ああいうとこ

次の節目に向かって色々なことにチャレンジし続けていき

ろが良いよね』
と見つけてくれて、初めて気づけるもの。難し

たいです。

く考えたり、無理してキャラを演じ続けるよりも、普通に楽し
く真剣に取り組んでいれば自分らしさに近づいていけるん
だ」……と次第に分かってきて、
「 ななみんが言っていたの
はこういうことだったのか」
と、気づくことができたんです。

作品を生み出すチームの一員として、
役割を全うできるように力をつけたい。
Q. 舞台やドラマ、映画、朗読劇など、女優として様々な挑戦を

「5の倍数」
が、私の人生の節目。
Q. デビュー前から、深川さんの魅力に気づいて、励まし続けて
くれていたんですね……。様々な葛藤を経て、乃木坂46で

されていますが、2018年の4月から配信がスタートした
『恋
を落とす』
では、WEBドラマの初主演を果たされましたね。
今回、主人公の「加奈」
を演じるにあたって、
どんなことを意
識されたのでしょうか。

自分だけの個性を見つけ、多くのファンを魅了し続けた深
川さん。
アイドルを経て、女優としてのキャリアを歩むことに

私が演じた加奈は、ある出来事がきっかけで、想像していた

なったきっかけを教えてください。

明るい未来がすべて奪われてしまった主人公。同じアルバ
イト先の女の子がいつも近くに寄り添って励ましてくれるけ

乃木坂46のメンバーとしては5年間活動させていただいた
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れど、その大切な仲間にもたまにきつくあたったりしてしま

うくらいの絶望感を背負っています。撮影では、その出来事
が起こる前と後の加奈を演じ分けたり、セリフを話すシーン
ではなくても表情や仕草で彼女の心の傷やつらさ、そこか
らどうやって前を向いて進んでいくのかを視聴者の方々に
伝えたいな……ということを特に意識していました。
Q. 役作りはいつもどのようにされるのでしょうか。
台本を読み込んで、
「 セリフとセリフの間で彼女は何を考え
ているんだろう……」
と想像したりしながら、イメージを膨
らませています。でも、そういうイメージをするための思考
回路というのは、自分の中で考えられること以上のことは
生まれないんですよね。だからこそ、色々な経験をして、感
情の引き出しの数を増やしていきたいと考えています。
Q. ドラマの制作現場はいかがでしたか？
映 画もそうで すが 、例えるならば「 部 活 」み た い な 感じで
す。
ドラマ作りって、一人では絶対できないもので、監督さ
んや照明さん、録音さん、美術さん、ヘアメイクさんやスタ
イリストさん、共演者さんなどなど、たくさんの人が関わっ
ているので、そのチーム感が大好きです。
それぞれが大切な役割を持っているチームの中で、
「演者」
と
して役をいただいているからには、
自分自身もその役割をしっ
かりと果たせるように実力をつけないと、
と日々思っています。

現像するまで何があるか分からない。
ワクワク感を楽しむために、
フィルムカメラを愛用中。
Q. 先ほどの撮影の合間にも、ヘアメイクさんや他のスタッフの
方々と楽しそうにお話されていましたね。
「良い現場を一緒
に創りたい！」
という想いが伝わってきました。そういえば、
その時に気になったのが、他のスタッフの方々や撮影場所
をカメラで撮影されていましたよね。
しかも、
フィルムカメラ
で！写真がお好きなのですか？
はい、好きなんです。周りにカメラ好きが多くて、私よりも
断然詳しい子がいるので、写真の撮り方で分からないこと
があったら教えてもらったりしています。

Prof ile

深川 麻衣
1991年3月29日、静岡県生まれ。
「乃木坂46」の初期メンバーとして数多くのヒット作と共

Q. どんな写真を撮るのが好きですか？

に活動し、同グループを牽引する存在に。
「乃木坂の聖母」の愛称で老若男女に親しまれ、
「国民的人気グループ

乃木坂46」の礎を築いた。人気絶頂の中、俳優業に専念するべく

2016年に同グループを卒業。同年、テレビドラマ「プリンセスメゾン」(NHKBS)に出演し、

普段は友達を撮るのが好きです！ スマートフォンで撮るこ
ともよくありますが、チェキやフィルムカメラもよく使って
います。きれいにピントを合わせて写真を撮りたい時や、

2017年には北村薫原作の舞台「SKIP」で主演を務め、本格派女優として注目を集める。現
在、
ブライダルジュエリーブランド「アイプリモ」の新CMに出演し好評を博している。2018
年2月公開の主演映画「パンとバスと2度目のハツコイ」や2018年4月公演舞台「ふじ子の
恋」は大きな話題を呼んだ。
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スタイリスト：カミモトリサ
（ニュートラルマネジメント）
ヘアメイク：朝日智仁
フォト：小林潤次

旅行に行く時は、オリンパスのデジタルカメラを持って行

が、実は全然そんなことないんですよ（笑）。

きますが、普段使うのは最近はフィルムカメラの方が多い
かも。軽くて持ち歩きやすいんですよ。
Q. 最近、若い子達の間でもフィルムカメラ人気が再燃してい
るみたいですね。
フィルムカメラならではの良さについて教
えてください！

今に一生懸命向き合った先に、
次の夢や目標があると信じて。
で深川さんが演じた加奈の憧れ
Q. WEBドラマ『恋を落とす』
の人・雄一は、海外での放浪一人旅をしている男性で、世
界のあちこちで写真や動画を撮って回っている人物ですよ

撮ってから現像するまで何があるか分からないワクワク感

ね。深川さんも、海外を一人で旅してみたいという想いはあ

が 面 白 いで す！ 現 像した 時 に「 全 然 ピントが 合ってな い

りますか？

じゃん！」
ってがっかりするのも、むしろ楽しくて。スマート
フォンだと、色んなアプリやフィルターがあって、すごく良

そうですね。私はまだ一人で海外旅行に行ったことがあり

い感じに撮ったり加工したりもできますが、フィルムカメラ

ませんが、雄一さんのように気ままに旅ができる人にはす

には他にはない独特の色合いがあるのも好きです。

ごくあこがれます。男性だから気軽に行きやすいというの
もあるかもしれませんが、一人で計画を立てて海外に行け

Q. カメラが好きということは、普段からあちこち出かけること

る人って本当に尊敬します！

も多いのでしょうか？
―インタビューの冒頭で海外での女性2人旅を計画されている
よっぽど疲れてヘトヘトになっている時以外は、出かけるこ

とおっしゃっていましたが、二人で安全に……というのを考

とが多いです。目的が無くても、仕事が終わったら帰りにぶ

えると、
北欧でオーロラ観賞をするというのも素敵ですね。

らぶらして帰ったり、あえて電車やバスに乗らずに歩いて
帰ることもあります。インドアそうに見えるかもしれません
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良いですね！ スウェーデンやノルウェーにはぜひ一度行っ

てみたいです。あと、今気になっているのがバリ島。最近、

て、なんだか深川さんがすごくまぶしく感じます（笑）。最後

友達がバリに行ったみたいなのですが、物価が安いしカゴ

に、次の節目の30歳までに、
「こんな女優さんになっていた

バッグや雑貨も可愛くて良かった、
と勧められたので、今度

い」
「こんな役柄を演じてみたい」
という目標がもしあれば

パンフレットを手に入れようかなと思っています！うーん、

お聞かせください！

行きたいところがありすぎて迷っちゃいますね……（笑）。
「時代劇に出たい」
という目標はあります。旅行でも古都に出
Q. 今回初めてお話させていただいて、深川さんの旅好きっぷ

かけるのが好きなのですが、
「今の時代にないもの」
「自分が

りがとても伝わってきました！もしも旅の楽しさを誰かに伝

体験できなかったこと」へのあこがれがあって、文化や歴史、

えるとしたら、
どうやって伝えたいですか？

建築物に強く惹かれるので、当時の世界観に自分が入り込ん
だらどうなるかを演じてみたいです。ただ、すぐにでも実現し

先ほどお話したフランスでのエピソードのように、行って

たい目標というわけではないんです。今できること一切手を

みて初めて気づけること・得られるものがたくさんあるの

抜かず、ちゃんと向き合い続けることが、今私のやるべきこ

が旅の魅力。だからこそ、行けるうちにいろいろ行っておい

と。一度お仕事をした監督さんやスタッフの方々から
「また一

た方が絶対に良いよ！と伝えたいです。

緒に作品が創りたい」
と思っていただけることが、私にとって
幸せです。今を一生懸命進み続けた先に、きっとまた新しい

Q. お仕事でもプライベートでも色んな可能性が広がってい

ワイヤ・アンド・ワイヤレス WEBドラマ

目標や夢が見えてくるんだろうな……と思っています。

つながる、
こと。
どこからか電話の着信音が聞こえた
路上に落ちているスマホ、
健太はそれを拾った

深川麻衣
川津明日香

中島歩
兒玉太智

鳥居功太郎

主題歌：三月のパンタシア「恋を落とす」

公式HPにて配信中！

y
r
Sto

『私この携帯を拾ってくれた人と
恋をしようって決めてたんです』

https://koioto.gigazo.jp

そんなメールが届いた
携帯電話だけでの奇妙なやり取りをめぐる
ラブストーリー

抽選で

3名様に
もう速度制限でイライラしない！
「ギガぞう」はモバイルデータ通信の圧縮によるデー
タ節約と全国のカフェやレストラン等のWi-Fiへ接続
をし、通信量をセーブします。

詳しくは ギガぞう

で検索！

深川麻衣さんサイン入り色紙

プレゼント！

ご応募は日本ユースホステル協会ホームページの専用お申込みフォームから
！

http://www.jyh.or.jp/hm/
応募締切 2018年8月末日

※なお、当選発表は、商品の発送を以てかえさせていただきます。
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Youth Host

e
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Pick Up

Nature×Adventure

大自然を旅する
冒険物語の主人公に
駒ヶ根ユースホステル

中央アルプスの麓、大沼湖畔に佇む
駒ヶ根ユースホステルを拠 点にして

ココロとカラダで大自然を満 喫しよう！

旅人による、
旅人のための
ユースホステル

お客さんと一緒に楽しむことが
「おもてなし」
の原点

30年以上も前、
ときにはバイクにまたがり、
ときにはヒッチハイクで旅人

一方で盛男さんは、1966年の開設以来、半世紀にわたって多くの旅人を

生活を謳歌していたのが、駒ヶ根ユースホステルのマネージャーである

迎えてきた作り付けの2段ベッドなど、建物が醸し出す味わいを残し、守る

中野盛男さん。そんな旅の途中で出会った木工作品に魅了された盛男さ

ことにも重きを置いている。めざしているのは「ニューレトロへの進化」だ

んは一念発起。自らも木工作家を志し、25歳で長野県内に移住して家具

という。Wi-Fiも完備させているほか、BBQ用の東屋は知人と共同製作。

職人としての道を歩んでいった。そして2003年、大手百貨店で個展をする

ホームページも内容が満載で、
ガイドブックいらずだ。

までに実績を上げていた家具職人から、駒ヶ根ユースホステルのマネー

また、
「自由な遊びの時間を制限したくない」
と夕食の提供をストップし、

ジャーへと転身を遂げたという。
「私は旅に育てられたので、今度は私が旅人を迎える側として恩返しした
いと思ったんです。若い頃に思う存分に旅を楽しんだ経験があったからこ

まるおもてなしも忘れない。そして、夕食が出ない分、
自炊キッチンを整備

そ、今の自分がいるんです」

している。車で7分程度の場所にスーパーもある。駒ヶ根名物のソースか

転身後は、家具職人としての経験を活かした快適な空間づくりを進め、
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B&B（ベッド＆ブレックファースト）スタイルに変更した盛男さん。その代
わりに、庭先で採れたタラの芽の天ぷらをふるまうなど、季節ごとの心温

つ丼や信州そばなら、
まずは盛男さんにおすすめ店を聞こう。

「使いやすく、居心地のよさを高めるために」
と、思い立ったら家具をつく

「もちろんおもてなしを大切にしていますが、まずは私たち自身が楽しめ

り続けてきた盛男さん。流麗な曲線美と、あぐらもかける機能美を兼ね備

ないとお客さんも楽しくないと思うんです。だから、BBQなどのイベントを

えた代表作「バッファローチェア」をはじめとして、談話室の本棚や、廊下

お客さんと一緒になって楽しんだり、目の前の湖畔を眺めたり、鮮やかな

に佇むイスなど、数々の木工作品に触れられることも、駒ヶ根ユースホス

新緑が運んでくる美味しい空気を吸ったりと、大自然を満喫しながら皆さ

テルの楽しみのひとつだ。

んをお迎えしています」

駒ヶ根
ユースホステル

標高約880mの南信州・駒ヶ根高原に位置する駒ヶ
根ユースホステルは、中央自動車道「駒ヶ根I.C」か
ら約 ５ 分。日本 三 鳴 鳥 の ひとつ に数えられる「オオ
ルリ」のさえずりが旅人を迎えてくれる。

D ATA

駒ヶ根ユースホステル

〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂25-1
TEL：0265-83-3856
Email：home@komagane-yh.com
URL：http://www.komagane-yh.com/

ルリに出
会
オオ
ンスも！
チャ
う

STAND UP
PADDLING
目の前の大 沼 湖では

“オールレンタル”で気 楽に

スタンドアップパドルやカヌーを楽しめる！

口コミ情 報

駒ヶ根ユースホステル

マネージャー

中 野 盛 男 ・泰 子
夫妻

旅
自然や をして
人との
出会
楽しん
でほし いを
い！

from

投稿者 沖田掃

（日本 ）

除さん（2013年1

1月2日）

満足 度

“静かな環境”

古い施設です
が、清掃は行き
届いています
。ドミトリール
が、ベッドはカ
ームを利用し
ーテンで仕切
ました
られており、プ
ライベートは
登山のため朝
確保できます
4時ごろ出発し
。空木岳
ましたが、下山
する16時くら
な荷物を預か
いまで登山に
ってもらえま
不必要
した。
木曽駒ヶ岳を
登山する際に
も利用したい
です。
投稿者 maruk

orobi さん（2012

年7月31日）

“親切なペアレ

満足 度

ントさん”

駒ヶ根の中で
も別荘地的な
雰囲気のある
場所にたたず
ソドックスな
むユースホス
ユースですが
テル。オー
清潔感はあり
、
細かい気配り
す。
なによりペア
の効いた宿だ
レントさんた
と思いま
ちが親切で、
次の日の目的
切に説明して
地について尋
くれたり、
ねると親
旅人を支えて
くださってい
るのがよく分
かりました。

「旅、家具づくり、人との出会い。
そのすべてが私を育ててくれました」
盛男さんは、バイクでの一人旅や、愛車での夫婦旅行など、現在でも日本全国
を旅する無類の旅好き。
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都心から気軽に行ける駒ヶ根へ。
宿からは気軽に登れる駒ヶ岳へ。

木の温もりに
包まれた館内

中央アルプスと南アルプスに囲まれた駒ヶ根は、
7月中旬から10月中旬にか
けて、国内外から山好きが集結する登山シーズンとなる。登山の定番は駒ヶ

食堂に鎮座し、冬に大活躍する薪ストーブ。盛男

岳。
標高2,612mの千畳敷カールは1時間程度の散策スポットとして気軽に楽

さん自らチェーンソーで薪割りをして“くべ”る。

しむことができる。
宝剣岳や空木岳は中上級者向けのため、
千畳敷で散策を
楽しんだり駒ヶ岳の登山にトライするのがおすすめだという。
ユースホステルから徒歩約10分の「菅の台バスセンター」で専用のバス
に乗り、ロープウェイの「しらび平駅」
まで約30分。そこから高低差日本一
の駒ヶ岳ロープウェイに揺られること7分半で、日本最高所の駅「千畳敷
駅」に到着する。大自然のさまざまな表情を見せる千畳敷カールはすぐそ
こ。春から夏は美しい高原植物の花々に彩られ、冬は一面の銀世界に。雄
大で壮観な世界が目の前に飛び込んでくる。
駒ヶ根ユースホステルには、
20代・30代の女性客も登山目的の一人旅で訪れ

部屋は、和室が3室と2段ベッドの部屋が4部屋。2段ベッドには、それぞれのスペースにライトと

る。
登山を通じて男性客と親交を深め、
その後結婚したケースもあるという。

コンセントがあるのがうれしい。すべての部屋がレイクビュー。

登山以外でも、2018年9月に第6回目が開催される
「信州駒ヶ根ハーフマ
ラソン大会」や、300組以上のクラフト作家が出展する毎年6月の「くらふ
てぃあ杜の市」など、多彩なイベントを楽しむことができる。
また、駒ヶ根と
いえば知る人ぞ知るオリエンテーリングのメッカ。4年に1回、全国から多

んの
盛男さ 縮した
凝
が
匠の技 ドチェア
ウッ

くのチームが集まり、
「 駒ヶ根高原オリエンテーリング大会」が開催されて
いる。
もちろん冬はスキー・スノボ。盛男さんはアルペンスキーやテレマー
クスキーのインストラクターもしているという。

談話室のテーブルは、
盛男さんの作品のひとつ。
ぜひ
宿泊客向けの朝食（税込216円）
では、鮮や

「バッファローチェア」
の座り心地も体感してほしい。

かなオレンジ色の手づくりジャムがいた
だける。毎年11月下旬に長野県松本市の
今井地区でリンゴを50kg以上購入し、同じ
く県内の知り合いの農家からニンジンを
購入。12月中に盛男さんのレシピでジャム
をつくっている。隠し味はシナモンだ。
全6色のオリジナルTシャツ（税込
2,800円）のテーマは「旅」。
「TAKE

ココ！
！

IT EASY 〜荷物を詰めて旅に出
よう〜」をコンセプトに、ポップな
イラストが描かれている。

ナイス！
地産地消！

一人旅でもビギナーでもOK！
さぁ！ 冒険に出かけよう！

庭先で採れるタラの芽の天ぷらは、盛男さんおススメの沖縄
の塩でいただく。例年200個ほどが収穫でき、宿泊客やイベ
ントの参加者などにふるまっている。採れたては苦味もまっ

駒ヶ根が地域をあげてアウトドアアクティビティの一大拠点づくりを進めて

たくない。庭先では、
タラの芽のほか、
コシアブラやハタケシ

いることも要注目ポイント。
太田切川でのフライフィッシングや、
天竜川での

メジも採れる。

ラフティング、
カヌー、
さらには空木岳から駒ヶ岳をまわるトレイルランニン

！
ょっ

よいし

グや、高原でのマウンテンバイクなど、楽しみ方は無限大。多彩なスポーツ
レジャーを満喫できる。駒ヶ根ユースホステルの目の前にある大沼湖でも、
カヌー体験やスタンドアップパドルボード体験などを楽しむことができる。
装備に不安がある初心者でも心配ご無用。駒ヶ根ユースホステルから徒
歩10分の「アウトドアショップK」
（ P11）なら“オールレンタル”が可能だ。
同店は、登山用品やアウトドア用品の販売・レンタルのほか、店内でス
ラックラインやボルダリングもできる“体験型販売店”。
「 初心者のための
登山教室」や「1人でも安心 目指せ！山女子」なども開催している。
「ポテン

駒ヶ根ユースホステルでは、
「ダッチ

シャル十分の南信州で、もっと高原観光を満喫してほしいと考えていま

オーブンで料理するアウトドアクッキン

す。
アウトドアというよりも、大自然の中で“冒険体験”をしてほしいんです」

グ」を春と秋の年2回開催するほか、
「みんなで持ち寄りBBQ」

と木下社長が話してくれた。

や、
冬の「餅つき＆火鉢イベント」など、
イベントも豊富だ。

※気軽に訪れていただける駒ヶ岳ですが、3,000m級の山ですので気候や天候を考慮し適切な
服装や装備をご用意ください。
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アウトドアショップK

夜には桜
ライトアッも
プ

長野県駒ヶ根市赤穂759-700
TEL:0265-98-9797 URL：http://www.odsk.jp
［営業時間］10:00〜19:00

飯田線
愛知県と長野県を結ぶ、国内屈指の長さを誇る全長195.7kmのローカル線。山や渓谷の
断崖絶壁を縫うように走るため、秘境駅や雄大な中央アルプスをバックにした撮影ポイン
トも点在する。駒ヶ根ユースホステル周辺では、太田切川に架かる鉄橋がおすすめ。

光前寺
貞観2年（860年）以来、1000年以上の歴史がある天台宗宝積山光前寺。
「霊犬早太郎伝説」や、
境内を囲む樹齢数百年の杉の巨木、国の名勝に指定されている庭園、開花期間中は夜間のライ

味わい工房

トアップも行われるしだれ桜などが有名。

駒ヶ根ユースホステルから徒歩約15分の「味わい工房」は、南信州ビール株式会社の直営

長野県駒ヶ根市赤穂29 TEL：0265-83-2736 URL：http://www.kozenji.or.jp

レストラン。南信州の食材にこだわったオリジナル創作料理と、中央アルプスの雪解け水を
豊富に含む良質な地下水で醸造された南信州ビールを味わえる。人気店のため貸切等に
よる臨時休業もあるので、事前に電話確認しよう。

現 役 の 旅 人・盛 男 さ ん の

駒ヶ根ファームス2階

TEL：0265-81-7722 URL：http://ms-beer.co.jp/restaurant/
［定休日］

おすすめスポット

木曜日

［営業時間］ ランチタイム

11：30〜15：30（15：00 LO）※月曜日はランチタイムのみ

ディナータイム 17：00〜21：00（20：00 LO）

南信州・駒ヶ根を満喫してください！
213

飯田線

駒ヶ根MAP

眺めてよし、食べてよし、遊んでよし、

中央
自動
車道

至 ロープウェイ
しらび平駅

菅の台
バスセンター

75

75

駒ヶ岳
中央アルプスの最高峰であり、百名山の一つに
数えられる標高2,956mの駒ヶ岳。駒ヶ岳ロープ

駒ヶ根駅

ウェイで標高2,612ｍの千畳敷駅まで登り、そこ

49

駒ヶ根 Y H

光前寺

太田切川鉄橋

駒ヶ根（千畳敷
）
夏の

大田切駅
駒ヶ根IC

アウトドアショップK

221

153

から350mを1・2時間程度で山頂だ。
出典：駒ヶ根市観光協会ライブラリー

駒ヶ根ユースホステル

抽

長野県駒ヶ根市赤穂759-447

ペア宿泊券

選で

名様に
プレゼント！

ご応募は日本ユースホステル協会ホームページの専用お申込みフォームから！

http://www.jyh.or.jp/hm/
応募締切

2018年8月末日

※なお、当選発表は、商品の発送を以て
かえさせていただきます。

11

Hostelling Magazine
天才たちが
この世を去ってから

オーストリア 100
世紀末芸術を回る旅
年

© オーストリア政府観光局／Crane

オーストリア

Austria

Vienna

ウィーン

1918年、
ヨーロッパのアートシーンに絶大な影響を与えた
4人の天才がこの世を去った。
クリムト、シーレ、
ワーグナー、モーザー。
死後100年となる2018年は、
ウィーン市内の博物館や美術館で
彼らの特別展が開かれる予定。
5月に直行便が就航したばかりのウィーンは、今こそ行きどきなのだ。

ウィーン

上／べルヴェデーレ宮殿に収蔵、展示されてい
るクリムトの名作『接吻』
下／ウィーン分離派の展示会場であったセセッ
ション。月桂樹の葉をモチーフとしたドームの下
には「時代にはその芸術を、芸術にはその自由
を」
というスローガンが刻まれている

Alessandro Cristiano / shutterstock.com

世紀末芸術とは？
19世紀末にヨーロッパ中を席巻した

新しい芸術様式。フランスでは「アー

ルヌーヴォー」、
ドイツでは「ユーゲン

トシュティール」
と呼ばれる。
ウィーン
では1897年にクリムトが結成した芸

術団体、
ウィーン分離派を中心として
広がった。
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文：グルーポ・ピコ（地球の歩き方）

没後
100年

4

人の天 才
芸 術家

グスタフ・クリムト
Gustav Klimt （1862〜1918年）

ウィーン郊外のバウムガルテンに生まれた、世紀末芸術を代表す

る画家。芸術界ではそれまでタブーとされてきた「エロス」や「死」
など、人間の内向的なものをテーマとした作品を多く残した。
『パ

美術史博物館にあるフレスコ画。芸術の発展過
程をテーマとしている

ラス・アテネ』や『接吻』
といった金箔を多用したきらびやかな作品

は、
クリムトの真骨頂。絵画のほかフレスコ画も多く手がけた。
フレ

スコ画の代表作は、セセッションにある3枚の壁画からなる連作

『ベートーベンフリース』。

『死と生』。
レオポルト美術館展示、所蔵
©Leopold Museum Wien

代表作
●
●

パラス・アテネ 1898年

ユディトⅠ1901年

●
●

ベートーベンフリース 1901年
接吻 1907〜1908年

コロマン・モーザー
Koloman Moser （1868〜1918年）

ウィーン分離派のひとりであるデザイナー。
ワーグナーとの関わりが深く、
シュタインホーフ教会の祭壇やモザイク画、
ステンドグラスなどは彼の作

品。ほかの3人に比べ日本では知名度が低いが、インテリアデザインのほ
か絵画、家具、ポスターなどの分野でも活躍した、多才な人物。

『ほ お ず きの 実 の ある
自画像』。
レオポルト美
術館展示、収蔵
©Leopold Museum
Wien

Vladimir Wrangel / shutterstock.com

Izim M. Gulcuk / shutterstock.com

代表作
●

ほおずきの実のある自画像

1912年
●
●

ヴァリーの肖像 1912年
死と乙女 1915年

エゴン・シーレ

ワーグナーの設計したシュタインホーフ教会
『ヴァリー の 肖 像』。
レ オポ
ルト美術館展示、収蔵
©Leopold Museum Wien

Egon Schiele（1890〜1918年）

クリムトに見いだされ、アトリエに出入りするなど親交の深かった
画家。
クリムトと同じウィーン工芸学校で学んだあと、
ウィーン美術

アカデミーへと進学。1909年にアカデミーを退校後、本格的に画

家として活動をスタートさせる。作品のテーマは、やはり
「エロス」
や「死」。ただしクリムトのようなきらびやかな画風ではなく、
より刺

激的で躍動感が感じられる。
ヌードを含む人物画や風景画、そして
数多くの自画像を残した。

代表作
●

セセッション

（装飾の一部）1898年
●

シュタインホーフ教会

（モザイク画、
ステンドグラス）
1907年

シュタインホーフ教会の祭壇

オットー・ワーグナー

Alessandro Cristiano / shutterstock.com

Otto Wagner （1841〜1918年）

クリムトが設立した芸術団体、
ウィーン分離派
の中心人物のひとり。花や植物など有機的な

モチーフを取り入れたアールヌーヴォー様式
イタリアのマジョリカ産のタイルで飾られたマジョリカハウス

代表作
●
●
●
●

カールスプラッツ駅。ウィーン市営地下鉄施設のひとつ

マジョリカハウス 1898年

カールスプラッツ駅 1899年

シュタインホーフ教会 1907年

ウィーン郵便貯金局 1906〜1912年

の建築物を多く設計したが、晩年には機能主
義 の 近 代 建 築 物 も 残し た 。作 品 の 多 くは

ウィーンおよびその近郊にあり、マジョリカハ

ウス や カ ー ル ス プ ラッツ 駅 は ア ー ル ヌ ー

ヴォー期の代表作。シュタインホーフ教会と

ウィーン郵便貯金局は、近代建築の傑作とし
て知られている。
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ウィーンの
美術館巡り
古くから
「芸術の都」
と称されるウィーンには、数多くの美術館がある。最も
有名なのは、
ブリューゲルやフェルメール、
ラファエロ、ルーベンスなどの傑

❶

作がめじろ押しの美術史博物館。
クリムトの絵画はないものの、正面階段を
上った壁面の上部に描かれたフレスコ画は、
クリムトの作品だ。

クリムト目当ての人は、べルヴェデーレ宮殿へ。優雅なバロック建築の宮殿
は内部が美術館になっており、なかでもクリムトのコレクションは世界最

大。かの『接吻』が収蔵されているのもここだ。
クリムトの弟子であるシーレ
の作品は、
ミュージアムクオーターという博物館・美術館地区にあるレオポ
ルト美術館に多くが収蔵されている。

各美術館は「リンク」
と呼ばれるウィーン中心部をぐるりと回るトラム路線の

南に位置している。1日あればはしごすることもできるので、右ページのモ

デルルートをもとに回ってみて。

❷

❸

❹

❶荷物はクロークに預けて静
かに見学しよう
❷宮殿を利用した豪華な内装
にも注目
❸クリムトやシーレなどの人
気 画 家 には 専 門 のコーナー
も。
レオポルト美術館にて
❹美術館の限定グッズはおみ
やげにぴったり

©Leopold Museum Wien

ウィーンの

美術史博物館

レオポルト美術館

べルヴェデーレ宮殿

Kunsthistorisches Museum

Leopold Museum

Schloss Belvedere

19世紀末に建てられた歴史的な建物を利用。
『バ

ミュージアムクオーターにある美術館のひとつ。

オーストリアの英雄、
プリンツ・オイゲン公の夏の

ベルの塔』や『雪中の狩人』などブリューゲルのコ

ルドルフ・レオポルト氏の個人コレクションを公

離宮。上下ふたつの建物があり、上宮が美術館と

レクションは世界最大。絵画のほか古代ローマ、

開。シーレの作品は実に200点を数え、特設コー

なっている。
『接吻』
をはじめ代表作の数々が展示

ギリシアの彫刻も充実。

ナーが設けられている。

されたクリムトの間は必見。

URL：www.khm.at
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3 大美術館

URL：www.leopoldmuseum.org

URL：www.belvedere.at

3大美術館
を回る

ウィーン1日モデルルート

左ページで紹介した3つの美術館を回るモデルルートを紹介。
ウィーングルメも楽しめちゃう！

Start!

10:00
べルヴェデーレ宮殿
リンクから少し離れたべルヴェデーレ宮殿は、
朝イチで攻略！ 内部はそれほど広くないので、
1時間もあればひと通り見て回れる。

12:00 セセッション
お次は、ウィーン分離派の本拠である展示館、
セセッションへ。
クリムトの壁画『ベートーベン
フリース』は必見！

も
バー
ワイン
よ
だ
人気

Radio kafka / shutte rstock .com

13:00

14:00

ナッシュマルクトで
さくっとランチ
時間がもったいないので、ランチは野外マー

FrauTori / shutterstock.com

美術史博物館

Lestertair / shutterstock.com

ケットのナッシュマルクトで。
トルコ式ケバブを
テイクアウトして、ひと休み。

ウィーン観光のメイン。内部は広く、絵画の置か
れた2階フロアだけでも2時間くらいかかる。ポ

16:00

イントを絞って見学しよう。

甘いモノで
リラックス

たっぷ
り
ボリュ
ーミー
♡

カフェで休憩
リンク内へ少し足を延ばして、
カフェ休憩。ザッハートルテが
名 物 の ザッハ ー や 、皇 妃 エ
リーザベトもご贔屓のデーメ
ルがおすすめ。

レオポルト美術館
1日のラストはレオポルト美術館へ。閉館時間

17:00

18:30
伝統料理ディナー
ウィーン名物は、大きなヴィーナーシュニッツェ

の18:00ぎりぎりまで粘って、シーレやクリムト

ル（ポークカツレツ）。専門店から老舗までさま

の名画を堪能しよう。

ざまな店があるので、吟味しよう。
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美術館と
一緒に回りたい

ウィーンのカフェ
かつて多くの芸術家や音楽家が集い、会話を交わしたウィーンのカフェは、

さまざまな文化の発信地。町で最も有名なカフェといえば、ザッハー。かの
ザッハートルテはこの店で生まれ 、世界的な人気になったのだとか。王宮

のすぐそばにあるデーメルは1786年の創業。絶世の美女として知られる皇
妃エリーザベトお気に入りの店で、毎日のようにケーキを王宮に届けさせ
たのだとか。

クリムトやモーザーといった世紀末芸術家たちが集まったのが、中心部か
ら少し離れた場所にあるシュペール。1897年、
ウィーン分離派はこの店で結

成されたのだ。そのほか、
クリムトとシーレが初めて出会った店とされるカ

フェ・ムゼウムもまた、ぜひ訪れたい店のひとつ。

午後のカフェタイムだけでなく、朝、昼、夜と1日通してカフェを利用するの

が、ウィーン流。朝食やランチ、夜にはアルコールまで楽しめるので、1日に
何軒かはしごして回るのもおもしろい。

❶
Kagan Kaya / shutterstock.com

Cafe Data
デーメル
i Demel
Café Konditore
URL：www.de

mel.com

ザッハー
Café Sacher

her.c
URL：www.sac

om

シュペール
Café Sperl

fespe
URL：www.ca

rl.at

ムゼウム
Café Museum
URL：www.ca

femuseum.at

❷

❺

❸

❶ウィーン分離派が誕生した伝説のカフェ、
シュペール
❷夏のハイシーズンは、人気カフェは行列に
なることも
❸歴史を感じさせるデーメルの内装
❹地元っ子から観光客まであらゆる人が集う
❺オーダーはザッハートルテとウィーンコー
ヒーで決まり！デーメルにて

ウィーンのユースホステル
Myrthengasse
ADDRESS：Myrthengasse 7, Vienna, 1070, Austria
TEL：+43-1-52363160 FAX：+43-1-5235849
URL：https://hihostels.com/ja/hostels/
vienna-myrthengasse?linkid=980028
E-Mail：hostel@chello.at

5泊7日モデルルート

❹

DAY 01 日本 ⇨ ウィーン

DAY 04 ウィーン

DAY 06 ウィーン発

DAY 02 ウィーン

DAY 05 ウィーン ⇨ ブラチスラヴァ or
ブルノ ⇨ ウィーン

DAY 07 日本着

DAY 03 ウィーン

ジェネラルインフォ in オーストリア
サマータイム実施期間（3月最終日曜〜10月最終日曜）
は7時間遅れ。
時 差：日本より8時間遅れ。
ビ ザ：180日以内、合計90日までの滞在なら不要。
ベストシーズン：6〜9月。7〜8月の真夏は暑いが、湿度が低いので過ごしやすい。
内陸部のため、冬の寒さは非常に厳しく、都市部でも氷点下10度になることも。
（€）。2018年5月現在、€1=130.44円
通 貨：ユーロ
ウィーンは特に宿泊費と外食費が高くつく。
物 価：物価は日本よりもやや高め。
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詳細は地球の歩き方
ウィーンとオーストリア編、
arucoウィーンへ
発行：ダイヤモンド・ビッグ社
www.arukikata.co.jp/guidebook
本体：1,700円＋税（左）
本体：1,200円＋税（右）

2 01

8 年は

建 国 2 5 年！

チェコ＆スロヴァキアへの
ショートトリップ

ウィーンから
ブルノへ

チェコ

ブルノ

ウィーンから
ブラチスラヴァへ

オーストリア

1993年に袂を分かった両国は、2018年に建国25年のアニバーサリーイヤーを迎える。

Brno

市内や空港から直通バスで
約1時間。鉄道でもアクセス可能。

Bratislava

チェコ

ブルノ

スロヴァキア

ブラチスラヴァ

ウィーン

チェコとスロヴァキアは、かつてチェコスロヴァキアというひとつの国だった。

直通の鉄道で1時間30分〜。
バスでもアクセスできる。

ブラチスラヴァ

Czech

モラヴィア地方の中心都市

スロヴァキア

Slovakia

ドナウ川沿いに築かれた可憐な町

国土のほぼ中央を境に、西はボヘミア地方、東はモラヴィア地方となっ

ウィーンから東へわずか60km、スロヴァキアの首都ブラチスラヴァがあ

ているチェコ。ボヘミア地方の中心が首都プラハで、モラヴィア地方の

るのは、
ドナウ川のほとり。ハンガリーを加えた3ヵ国の国境に位置してい

などの文化施設やグルメ＆ショッピングのエンタメシーンも充実。チェ

ンガリー王国の首都であり、女帝マリア・テレジアもブラチスラヴァ城を

中心都市がここブルノだ。古くから学問の町として栄え、博物館や美術館

コならではのビールはもちろん、モラヴィアはワインでも有名。町に点在

するホスポダ（ビアホール）やワインバーへ繰り出して、思う存分味わっ

てみよう！

る。当然両国との結びつきが強く、16世紀半ばから19世紀前半まではハ
居城としていた。

観光の中心となる旧市街は、徒歩で十分に歩き回れる範囲。ハンガリー王
の戴冠式が行われた聖マルティン大聖堂や真っ青なブルーチャーチを回

チェコには全部で12の世界遺産があるが、
うち約半分がブルノの周辺に

り、ディナーや早めのナイトライフまで楽しんでもまだ日帰りできる。な

ラの巡礼教会、モダン建築のトゥーゲントハット邸など、実に個性的なの

ひとり1万円くらいしてしまいそうな高級レストランで食事しても、その半

位置している。広場に面してカラフルな建物が並ぶテルチやゼレナー・ホ

がおもしろい。ブルノへはウィーンから日帰りでも行けるが、できれば数
泊して周辺の世界遺産へと足を延ばしてみて。

お、スロヴァキアはヨーロッパのなかでも物価が安い。オーストリアだと
額以下で済んでしまうのだ。名物のハチミツやスロヴァキアワインだって、
格安！旅の最後に、豪華な思い出をプラスしに訪れるのもおすすめだ。

❶

❷

❶

❷

❸

❸

❶オレンジ屋根の美しい町並み
❷チェコといえばやっぱりビール！オリジナルビールが人気のホスポダ、ペガス
❸町の郊外にあるトゥーゲントハット邸。
チェコでは珍しいモダン建築の世界遺産

❶旧市街にはパブリックアートが点在。
マンホールからのぞくユニークな像は、
人気の撮影スポット
❷ドナウ川を見下ろす丘の上にそびえるブラチスラヴァ城
❸青メインの内装がかわいいブルーチャーチ
（青の教会）

チェコのユースホステル

ブラチスラヴァのユースホステル

Litomysl - YMCA Hostel

Hostel Patio

ADDRESS：Jiraskova 133, Litomysl, 57001, Czech Republic
TEL：+420461611051 FAX：+420461611051
URL：https://www.hihostels.com/ja/hostels/
litomysl-ymca-hostel
E-Mail：recepce@esclitomysl.cz

ADDRESS：Spitalska 35, Bratislava, 811 08, Slovakia
TEL：+421 2 52925797 FAX：+421 2 52925797
URL：https://www.hihostels.com/ja/hostels/
bratislava-hostel-patio?linkid=980028
E-Mail：booking@patiohostel.com

レイルヨーロッパより

（詳しくはP24へ
ユーレイルセレクトパスを3名様にプレゼント！

）
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Presents

耳寄り！観光 NAVI
ウィーンの
クラシックツアー

海外特集で取り上げたエリアやスポットをさらに
深掘り！ 人気スポットやおすすめツアーをトリッ
プアドバイザーの口コミとともにご紹介します。

目には美しい建物を。耳には華やかな音楽を。ウィーンでは宮殿、劇場など、
歴史ある建物が守られてきました。美と伝統を受け継ぎ、浪漫あふれる芸術
の都に酔いしれてはいかがでしょう。

ウィーンの交響楽団

『外観だけでも
ぜひ見てください。
』

『さすがのウィーンフィル』
投稿者

まるん さん

投稿日

2016.04.17

満足度

�

さすがウィーンフィルという感じです。
クラシック
ファンならこちらが目当ての方も多いのでは。
タ
イミングさえあえば、
かなり安く入れることも。
The Vienna

�

Philharmonic

ウィーン フィル
ハーモニー管弦楽団

投稿者

JRC077 さん

投稿日

2017.08.27

満足度

Haus der Industrie

産業関係の施設ですが、内部では
コンサートを開くことも。歴史的な

商工会議所

建物の1つで、
外観を眺めるだけで
も十分価値があります。

Pedro Nさんの投稿写真

『想像以上に
素敵な夜になりました！』
投稿者

jshtyo さん

投稿日

2016.06.08

満足度

ホテル送迎とホイリゲの夕食付きでコン
サートを申込みました。響き渡る声、生の

GroningenCopenhagenさんの投稿写真

演奏に感動し、余韻を持ちながらホテル
に帰りました。

Wiener

�

Vivaldi

�

Royal Orchester

4 Seasons Karlskirche

ウィーナー
ロイヤルオーケストラ

ヴィヴァルディ - 四季 カールス教会

Marco Mさんの投稿写真

『ロイヤルオーケストラ』
投稿者

kurojose さん

投稿日

Schoenbrunn

『あっという間の
�
時間でした。』

管理者提供の写真

Palace Orchestra
シェーンブルン宮殿
管弦楽団

投稿者

masya2010 さん

投稿日

2016.11.29

満足度

2014.11.03

「四季」
を聴かせていただきました。
なんと私
の地域では滅多に聴くチャンスがないチェン

満足度

馴染みが深い曲を演奏してくれますし、歌やバレ

バロもあって大興奮でした。あちこちで音楽

エ、寸劇みたいなのもしてくれて、
クラシックを楽

会をやっていますが、
場所が良いため気軽に

しく聴くのに最高の場所。
堅いのもいいですが、
こ

行くことができます。聞きに行ってよかったと

ういうクラシックもいいなと思いました。

思います。

Rebecca Bさんの投稿写真

口コミ情報募集中！
日本ユースホステル協会では、
ユースホステルやユースゲストハウスをご利用頂いた方からの
口コミ情報を随時募集しています。
口コミはトリップアドバイザー社の提供するアプリやホーム
ページの他、
日本ユースホステル協会ホームページからも投稿が可能です。
掲載情報はTripAdvisor LLC がすべての版権を保有しています。
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アプリをダウンロードして

口コミを投稿してください！

�

Schonbrunner
Gardens

シェーンブルン宮殿庭園

�

sergvosさんの投稿写真

『Viennaの街を一望』
投稿者

こばちゃん0420 さん

投稿日

Bur�garten
ブルクガルテン

2017.11.21

満足度

宮殿から庭園頂上まで歩いて20分弱かかりますが、必ず登っ
てほしい場所です。
街を背にする宮殿、
最高です。

ウィーンの庭園

�

Botanischer Garten
植物園

William Mさんの投稿写真

『モーツァルトの銅像』
投稿者

SATO0321 さん

投稿日

2017.10.16

満足度

ブルク公園では、
オーストリア最大の偉人、
モーツァルトの銅像を見学。
モーツァルトはザルツ
ブルクで生まれ、
25歳からウィーンに移り住み、
35歳でその短い生涯を終えました。
公園内に
は皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の銅像もあったけど、
人気はモーツァルトに完敗のようです。

『有名な陶磁器工房』
hp̲ﬁscherさんの投稿写真

『美しい庭園です。』
投稿者

JRC077 さん

投稿日

2017.08.27

満足度

ベルベデーレ宮殿に併設する非常に美しい庭園です。園内は
緑豊かで朝には散歩する人が多いです。
近くに宿泊したら朝の

�

投稿者

うーちょりん さん

投稿日

2015.07.26

満足度

日本ではマイセンの方が有名です
が、地元ではマイセン以上に人気の

Augarten

ある陶磁器工房のようです。見学ツ

アウガルテン

アーが催されており、
じっくりと絵付
けの状況を見ることができます。
併設

散歩にはいいと思います。

のカフェでのんびり過ごせます。

Peter Bさんの投稿写真

『きれいな宮殿』
投稿者

kazurot さん

投稿日

2018.03.26

満足度

�

周りや背景に邪魔するものがないからか、
宮殿がとて

もきれいに見えます。
メンテナンスが良いのか壁の色

Schonbrunn Palace

もきれいです。内部も豪華な作りで、
当時の豪華な生
活が想像できます。
写真撮影は禁止でした。

シェーンブルン宮殿

管理者提供の写真
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旅 GIRL
教 えて！

窪 咲子（くぼ さきこ）

1987年生まれ。
編集、
ライター。
出版社を経て、

ナップを掲載する
『世界イケメンハンター』
を執
筆。帰国後は
『マツコの知らない世界』や
『アイア

世界一周の旅に出発。トラベルライターとして

ム 冒 険 少 年 』な ど メ デ ィ ア に も 出 演 。著 書に

仕事をしながら世界中を旅する。今までに訪れ

『GIRL'S TRAVEL』
（ダイヤモンド社）
『
、恋する世

た国は65カ国。
地球の歩き方WEBサイトにて

oshiete

世界各国で出会ったイケメンのストリートス

界一周』
（イカロス出版）
。

旅行で使えるスマホアプリを紹介してください！

いまやスマートフォン1台あれば、航空券や宿泊先の予約から移

す。私は事前に気になるお店や行きたい場所を保存する
「マイプ

動中の暇つぶしまで、何でもできる便利な時代になりました。今回

レイス」
を使って、
オリジナルの地図をつくり、旅先で使用していま

は、私が実際に旅で使っているアプリをいくつかご紹介しますね。

す。
また、知っておくと便利なのは、
あらかじめインターネットに接

旅先のことを調べるとき、
「○○（地名）ブログ」
と検索し、旅行者

続した状態でダウンロードしておけば、
オフラインでも地図を使用

や現地在住者が書いたブログを参考にしているのですが、
その情

できる機能。GPSをオンにしておけばオフラインでも現在地がわか

報 を 一 つ ひとつ メモ する の は 大 変 。W E B サ イト閲 覧 アプリ

るので、海外でもかなり重宝します。

「Pocket」内に保存すれば、
オフラインでもページを読むことがで
きるようになるんです。空港に向かう電車の中でせっせと検索、
「Pocket」保存し、飛行機の中でそれを読みながら計画を立てる…
というのが私の飛行機での過ごし方です。
そして、現地通貨を日本円に換算するといく

写 真 共 有 アプリケ ー ション 人 気 の
「Instagram」
も使い方次第で旅行先で便
利なアプリに。訪れたお店のメニューに
写真がなかったり、現地の言葉で書かれ
ていてどんな料理かわからない…なん

ら な の か を 素 早 く計 算してくれ る ア プ リ

て経験ありませんか？ そんなときは、す

「eCurrency」
も欠かせません。190の通貨に対

ぐに「Instagram」
で店名をスポット検

応し、
オフラインでも使用

索。ズラリと出てくる写真を店員さん

可能。電卓機能もあるため、買い物中はもち

に見せて「これと同じものを」
と伝え

ろん、
値下げ交渉時にも活躍しています。

れば、スムーズに注文することができます。料理ひとつにしても

地図アプリの定番「Google map」は、
ルート検索のほかにも旅先で使える便利

様々な撮り方があり、
どのように撮影すればいいかをこっそり予習
するも◎。

な機能がいっぱい。行きたいスポットの

いくつかアプリを紹介しましたが、海外では旅行者を狙ったス

検索をすると住所や電話番号などの情

マートフォンの盗難も多発しているため、
日本と同じ感覚で街中や

報だけではなく、時間帯によっての混雑

移動中の車内で使用していると狙われてしまう危険性も。不用意

状況も確認できるので、事前にチェック

に人前で使用しないなど、旅行先でのスマートフォンの使い方に

しておくと混雑を回避することができま

注意することをおすすめします。

私が国内旅行をするときは、ほとんど横浜Fマリノスのアウェーの試合を
観に行くときなのですが、先日、札幌でサッカーを観た後に電車と北海道新

の

最近

旅

幹線を乗り継いで青森を訪れました。お目当ては、青森駅のすぐそばにある
古川市場「青森魚菜センター」の のっけ丼 。10枚つづり1300円の食事券を
o f どんぶりのご飯を受け取ったら、いざ市場内を散策！ ズラリと並
購入し、
s
w
次々と
N e hぶ新鮮な魚介類やたまご焼きなど具材の中から好きなものを選び、
e
t どんぶりにのせていきます。
津軽弁がかわいいお店のお母さんたちとの交
ip
市場を一周するころには自分好みのオリジナル海鮮丼
t r流を楽しみながら、

ニュース
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が完成！ 作るのも、食べるのも楽しい最高の一杯がそこにありました。

旅ガール窪咲子さんに聞いてみたい旅の疑問を募集中！

詳しくは日本ユースホステル協会 hm@jyh.or.jp まで♪

松鳥 むう

（まつとり むう）

イラストエッセイスト。今までに訪れた日本の島は84島。
ユースホステルやゲストハウスに100軒以上宿泊。著書に
『日本てくてくゲストハウスめぐり』
（ダイヤモンド社）、
『あちこち島ごはん』
（芳文社）、
『島旅ひとりっぷ』
（小学館）、
『おばあちゃんとわたし』
（方丈社）等。2018年夏には、
トカラ列島の本を出版予定。http://muu-m.com/
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中国語監修: ちかぞう

Event

2018 SUMM
ER
イベント情報

n
o
i
t
a
in form
ベント
パーティ・イ

体験

アクティブ

山案内人さん、夏のわくわくツアー！
都会の暑い夏を抜け出して、
涼しい高原を楽しみませんか？

京都ユースホステル協会財団設立50 周年記念事業

中高生インターンシッププログラム
中高生の皆さん、世界的な宿のネットワークを持つユースホステルでこの夏

おひとりの方はもちろん

インターン生として仕事体験しませんか？

家族の方も
安心して参加できます。
今年の夏休みは
学校では出会えない
人たちとのふれあいを！

【開催日】
8月10日
（金） のりくら高原散策
8月11日
（土） 乗鞍山頂と3000ｍの高山植物
8月12日
（日） 上高地散策
8月13日
（月） のりくら高原散策
※天候等により予定が変更する場合がございます。参加費、交通費は実費です。
詳しくは直接電話にてお問い合わせください。

長

野

乗鞍高原温泉ユースホステル
〒390-1513 長野県松本市安曇鈴蘭 4275
電話：0263-93-2748

http://norikura.biz/

検索
家では経験できない
体験をしてみませんか？

体験

水てっぽうハンター！

アクティブ

〜手作り水てっぽう大会〜

世界で一番快適なホステルという評価を受けたこともある宇多野ユースホス
テルに宿泊しながら6泊7日間スタッフの一員として、
フロント業務やイベント

大阪国際ユースホステルおよび周辺（浜寺公園）
を使って、真夏の野外遊び、
水てっぽう大会を行います。竹を使って自分たちで作った水鉄砲で、個人戦、

の企画運営、館内清掃、調理補助などのユースホステルに関わる業務を経験
します。

グループ戦などを楽しみます。
昼食は大阪国際YHでバイキ
ングです。

【開催日】

日

時 ： 2018年8月16日〜22日／6泊7日

場

所 ： 宇多野ユースホステル

対

象 ： 中学1〜3年生、
高校1〜3年生

定

員 ： 最大4名

8月12日
（日）＜日帰り＞

応募締切 ： 2018年7月末日※お申し込み多数の場合は個別ヒアリングの上、決定

対象：小学3年生〜中学3年生

参 加 費 ： 10,000円
（6泊分の宿泊費、食事代（夕食6回、朝食6回、昼食5回）、
プロ

参加費：2，
800円
（小中学生同額）

グラム費、
保険代含む）

※お申し込み・お問い合わせは下記をご参照ください。

大

阪

大阪ユースホステル協会
〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島 1-20-14
電話：06-6326-2228

http://osaka-yha.or.jp/
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※お申し込み・お問い合わせは下記をご参照ください。

検索

京

都

京都市宇多野ユースホステル
〒616-8191 京都市右京区太秦中山町 29
電話：075-462-2288 FAX：075-462-2289
e-mail：edu@yh-kyoto.or.jp

https://www.yh-kyoto.or.jp/utano̲yh/

検索

この他にも全国のユースホテルでは様々なイベントを実施中！

P

スマホからいつでもどこでも登録できる！デジタルメンバーカード始まります！

1

QRコードをスキャン、または日本ユースホステル
協会のホームページにアクセス！

2

画面の案内にしたがって登録内容を入力

3

クレジットカード、または Paypal でお支払い

4

世界中で使える会員証が表示されます！

t

Digital HI Membership Card

ay Walle

スマホで
カンタン
お支払い！

デジタルメンバーシップ 特典

画面は開発中のものにつき、変更となる場合があります。

●東京の景色が一望できるワーキングスペースが使えます（東京セントラル YH）

23 歳以下の
デジタルメンバー限定

●旅行だけでなく、
ちょっとしたお出かけにも便利。荷物預かりサービス
（東京セントラルYH）
●その他 YHでも、駐車場無料サービスなどデジタルメンバーだけの特典が拡大中。
※サービスの内容や対象は施設により異なります。詳しくは Webサイトをご覧ください。

い
新し
チ
カタ
旅の

ユースホステル なら、

例えば沖縄なら・
・・

旅とアルバイトの両立ができます
休日や休み時間に沖縄満喫！
沖縄の方言が飛び交う明るいスタッフ達と楽しく、
時には忙しく！

そのほかにも全国各地で夏のスタッフを募集しています。詳しくは当協会のWeb サイト（ http://www.jyh.or.jp/ ）をご覧ください。
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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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***

Date

th
of bir

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

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

year

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。

レイルヨーロッパより

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

50,000円

ユーレイルセレクトパスを3名様にプレゼント！

ユーレイルセレクトパスは、欧州26カ国の中から、航路もしくは鉄道で結ばれている
隣接4か国を選択し、利用できるパスです。1等5日間を抽選で3名様にプレゼント！
ご応募・詳細はこちら！

http://www.jyh.or.jp/hm

応募期限：2018 年8 月末日23:00

当選者の発表はレイルヨーロッパからの目録の発送をもってかえさせて頂きます。

■鉄道パスの使い方 発券日から6 ヶ月以内に使用を開始しなければなりません。
また使用する日は、
はじめに旅行者ご自身がパスの日付欄に乗

車日を記入しなければなりません。
鉄道パスのカバーにあるトラベルレポート欄には、
パスを使用して列車や船舶に乗車／乗船した区間を記載、
記録しなければなりません。これら情報を鉄道パスに記載することなく使用した場合、
罰金とともに乗車区間の正規料金が課せられることもありま
すので、
ご注意ください。
鉄道の旅行日数1 日分は、
真夜中0 時から24 時間のことで、
この間、
好きなだけ何度でも列車にご乗車いただけます。

ユースホステル インフォメーション

www.raileurope.jp

■新設ユースホステル

■臨時休館ユースホステル

■閉館ユースホステル（予定含む）

・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成30年7月1日
関空オレンジハウスYH（大阪府）

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

のと皆月湾YH（石川県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成30年4月30日付

南飛騨 赤かぶYH（岐阜県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成30年7月1日

桜島YH（鹿児島県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成30年7月1日
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成30年7月1日
加計呂麻YH（鹿児島県）

■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

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

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

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

YH山国屋（大分県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成30年4月30日付

釧路湿原とうろYH（北海道）・・・・・・・・・・・・・・・・・平成30年3月31日付
YHパルトピアやまぐち
（山口県）・・・・・・・・・・・・平成30年3月31日付

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成30年3月31日付
ひのはらYH（東京都）

田沢湖YH（秋田県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成30年3月31日付
北九州YH（福岡県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成29年12月31日付

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

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

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

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

知多半島YH（愛知県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 当分の間
高野山YH（和歌山県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 当分の間
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 当分の間
松江レークサイドYH（島根県）

大洲城山郷土館YH（愛媛県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 当分の間

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

島原YH(長崎県)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成29年6月30日付
みさきロッジYH（和歌山県）・・・・・・・・・・・・・・・・・平成29年5月31日付

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