「私がやるしかなかった」
都 心で 働くOLから
ホステルマネージャーへの転 身

「 格好いい夢なんてない 」
「 地 元に帰ることも考えた 」
それでも続けてきた理由

「北海道の屋根」
とうたわれ、標高2,000ｍ級の山々が連なる大雪山系。豊

ご主人が病に倒れたとき、娘さんはまだ8歳。子育てをしながらユースホ

かで美しい大自然は、昔からアイヌの人々が「カムイミンタラ(神々の遊ぶ

ステルを一人で切り盛りするのは、身心共に並大抵の苦労ではなかった

庭)」
と呼び、敬われてきた。中でも標高2,291ｍの最高峰「旭岳」は日本百

はず。
「 地元に帰ろうかと思ったりもしたの。でも、施設は建て替えたばか

名山の一つに数えられ、人気が高い。その自然環境は本州の3,000ｍクラ

り。スタッフもいるし、小さな子どももいる。それに、毎年、楽しみに来てく

スの山に等しく、高山植物が咲き誇る夏は登山客が、パウダースノーが降

れるお客さんがいる。だから、前を見るしかないと思って」
と当時を振り返

り積もる冬は本格派スキーヤーたちがこぞって訪れる。

る。
「 格好いい夢なんてないわよ。あるのは根性。気がついたら10年経っ

だい せつ ざん しら かば そう

そんな旭岳の中腹、標高1,100ｍ付近に立つ大雪山白樺荘ユースホステ

ていたわ」
と泰子さんは明るく笑う。
この明るい笑顔こそがスタッフを支

ルで、マネージャーを務めるのが神林泰子さんだ。茨城県出身の泰子さ

え、ゲストを惹きつける魅力だ。

んは「いろいろあって」丸の内のＯＬからユースホステルのマネージャー

ない環境が好きになったの。何よりお客さんから
『ありがとう』
と言っても

ことがすべての始まりだった。

らえるこの仕事が好きなのかもしれない」
と泰子さんは想いを語る。

学生時代、泰子さんは北京の語学学校で現在のご主人と出会う。帰国後、

学生時代から旅行が好きで、国内外を旅してきたという泰子さん。自身が

お互い東京で会社勤めをすること数年。その後、当時ご主人の両親が経

旅人になったとき、宿泊先を選ぶ基準は「安心・安全・清潔、不便なく過ご

営していた大雪山白樺荘ユースホステルを引き継ぐことになった。それを

せてご飯が食べられること」だったと話す。
「目指すのは自分が泊まりたい

機に泰子さんと結婚し、新婚生活は北海道東川町でスタートした。数年後

と思える宿。海外からのお客さんが多いので、
こんな山の上でも英語、中

には長女が誕生、新施設に建て替えてすべてが順調と思われた矢先、
ご

国語、
タイ語で対応するし、館内どこでもWi-Fiが通じます」
と泰子さんは

主人が病に倒れてしまう。
「 私がやるしかなかったのよ」
と笑顔で話す泰

胸を張る。

子さん。持ち前の明るさで、苦難を乗り切ってきた。

08

「ここで暮らすうち、すばらしい自然とおいしい空気、まるで日本とは思え

へと転身したという。その紆余曲折を聞けば、大学時代に中国へ留学した

Youth Host
e
l

大自然に抱かれる

大雪山白樺荘
ユースホステル

カムイミンタラで
神

々

の

遊

ぶ

庭

食と温泉を堪能
投稿者 ruriko sさん（20

18年1月20日）

満足 度

“豪華で美味しい夕飯”

旭岳登山のために宿泊
したのは立派なログハ
ウス。
夕飯がとても豪華でお
腹いっ
ぱいになりました。

投稿者 Footprints6403
24

さん（2017年8月24日） 満足 度

“大満足のユースホステル

ある日の夕食。チキ

ン パ イ にクリー ム

シチュー、デザート
に はフル ー ツ たっ

掃除が行き届いていて

”

綺麗です。素敵な露天風

呂があり、ご飯が美味し
くて量
さんは国際色に富み、
みんなフレンドリーな
ので直ぐ友
達になれます。旭岳ロー
プウェイ乗り口までは
歩いて５分程。展望台が
あり、旭
岳が目の前に見えます
。
は多過ぎるほど。お客

ぷりの杏仁豆腐も

D ATA

大 雪 山 白 樺 荘ユースホステル

〒071-1472 北海道上川郡東川町旭岳温泉
TEL：0166-97-2246
Email：shirakabaso@ai.wakwak.com
URL：http://shirakabasou.com
旭川空港から車で約45分、旭川市街から車で約1時

天窓から差し込む

間。旭岳の中腹、大雪国立公園内の旭岳ロープウェイ

の 朝 食 は 、ご 飯と

と一般の宿泊施設が融合する宿で、周辺には旭岳

朝日を浴びながら
味噌汁が基本

乗り場に向かう温泉街に位置する。ユースホステル
キャンプ場やクロスカントリーコース、初心者でも挑
戦できる散 策コースもあり、本 格 登 山 へ の 拠 点 に
ぴったり。

大雪山白樺荘ユースホステル

神 林 泰 子 マネージャー
アパレルメーカー勤務から、結婚を機に大雪山白樺荘ユー
スホステルの運営に携わる。明るい人柄で、英語・中国語
を使いこなしタイ語も勉強中。毎年、スキー合宿に訪れる
学生たちからは、
「お母さん」
と呼ばれ親しまれている。
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源泉かけ流しの露天 風呂と
おいしい「 ご飯」が人気

世界中のゲストを魅了する旭岳の
景 色とバックカントリースキー

ここの名物ともいえるのが、ボリューム満点の手料理だ。大雪山白樺荘

宿から望む旭岳の魅力は、なんといっても四季折々に変化するダイナミッ

ユースホステルのある東川町は米と水のまちとして知られる。北海道で唯

クな容姿。ロープウェイで標高1,600m付近まで気軽に行くことができる。

一、上水道のない東川町は全戸で大雪山系からの良質な地下水を生活

春から夏にかけては高山植物の花畑と登山が人気で、９月から始まる日

用水に使い、
その水が田畑の米や野菜を育む。

本一早い紅葉が見ごろを終えると、あとはスキーシーズンの幕開けを待

旭川市内の調理師学校に通い調理師免許を取得した泰子さんは、地元の

つばかり。初雪は例年９月末から10月初旬だが、自然環境保護のためス

食材をふんだんに使い、その日の客層に合わせてさまざまな料理を作

キーの解禁は12月中旬から。世界でも屈指のパウダースノーを求めて、５

る。米は町内の契約農家に依頼し、毎週使う分だけ精米する。名水で炊く

月初旬まで国内外からスキーヤーが訪れる。その大多数がロープウェイ

ご飯はおかわり自由。たっぷりのおかずに、思わずご飯が進んでしまう。

を降りた後、スキーを担ぎ徒歩でさらに山の奥へと進む。まだ誰も踏み

「うちに泊まると太るっていうお客さんもいるの」
と泰子さんは微笑む。

入っていない場所を探し、新雪を滑り降りるバックカントリースキーを楽

大雪山白樺荘ユースホステルには男女別ドミトリーに加えて和室、
バリアフ

しむためだ。

リー対応の洋室も完備。
ログハウスは8名以上で貸切にすることもできる。

そんな本格派スキーヤーたちのニーズに応えるため、大雪山白樺荘ユース

館内には豊富な湯量を誇る源泉かけ流しの温泉があり、登山やスキーで

ホステルには地下にワックスルームを備えている。
思う存分スキーの手入れ

疲れた旅人の体を癒やしてくれる。野趣あふれる露天風呂では、夜になる

ができる場として開放し、
そのまま外へ出られるように出入り口も設けた。

と満天の星を眺めることも。
また、
「どこからでも山が見えるように」
と三方

「安心・安全・清潔でお腹いっぱい食事ができる宿」が基本コンセプトの

をガラス窓が囲む展望室や、食堂2階のテラス、一枚板のテーブルを囲む

この宿。心のこもった温かい手料理に源泉かけ流しの湯、大自然の絶景

談話室など、ゲスト同士が語らえる場が多いのも特徴的だ。

に加えて、旅人のニーズを満たす設備、さらに泰子さんはじめスタッフの
心地よいもてなしが魅力となって、世界各国のゲストたちをとりこにして
いる。

野趣あふれる露天

洗い場も浴槽も

風呂。冬は雪景色

ゆったり造られた

の中で湯浴みを

男女別の温泉浴場

1階にあるバリ

アフリー ル ー

ム。室内にトイ

レも完備
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940

★

泰子さん
おすすめ

せんとぴゅあⅡ
★ 東川町役場

アートクラフト・
バウ工房

SPOT

611

旭川空港

1160

旭岳ロープウェイ

1116

大雪山白樺荘ユースホステル

江卸山

★

1116

1160
213

543

北 の 住まい 設計社

大雪旭岳源水

大雪山白樺荘ユースホステルから徒歩7分。
山麓駅か

本業は住宅の設計やオリジナル家具のデザイン・製

景を眼下に空中散歩が楽しめる。姿見駅から出発す

貨・家具のショップ、ベーカリーやカフェがある。
こだ

造。森の中に、古い校舎を再利用した家具工房や雑

大雪山系旭岳の雪解け水が地下に染みこみ、長い
年月をかけて湧き出る水は、東川町で暮らす人々の
生活用水はもちろん、町内全域の田畑にも活用され

る散策コースは、登山初心者から上級者まで体力に

わりの食材でつくる洋食やケーキを味わいながら、

る。毎分4,600リットルもの水が勢いよく湧出し、水温

ラーなど極寒地でしか見られない自然美が魅力だ。

焼くパンは、お土産にも喜ばれそう。

しないため、ペットボトルで汲みに来る人も多い。

北海道上川郡東川町旭岳温泉

北海道上川郡東川町東7号北7線

北海道上川郡東川町ノカナン

料金：往復／大人1,900円、子ども950円

URL：www.kitanosumaisekkeisha.com/

合わせて選択可能。
冬はダイヤモンドダストやサンピ

TEL：0166-68-9111

片道／大人1,300円、子ども650円

※12月8日〜2019年5月31日の料金です

URL：http://wakasaresort.com/asahidakeropeway/

★

1160

大雪旭岳源水

213

木工、雑貨屋さんも東川の自慢です！

ら標高1,600ｍの姿見駅まで約10分、
旭岳の雄大な風

★

北の住まい設計社

自然だけでなく、
おしゃれなカフェや

旭岳ロープウェイ

本安足山
611

1160

ゆったりとした時間を過ごすことができる。溶岩窯で

TEL：0166-82-4556

は一年を通して約7度。真夏でも冷たく、冬でも凍結

TEL：0166-82-2111
（東川町役場）

営業時間：カフェ・ショールーム10:00〜18:00、
食事11:00〜16:00、
ドリンク10:00〜17:00
定休日：水曜日、年末年始

せんとぴゅあⅡ
2018年7月にオープンしたコミュニティスペース。木

のぬくもりあふれる館内は、図書館機能を有するほ
か「写真と家具のまち」を標榜する東川らしく、写真

文化や家具デザイン文化に関するギャラリーにも
なっている。東川の情報収集にも役立ちそう。

アートクラフト・バウ工房
国内外でさまざまな賞を受賞する家具デザイナー大

門嚴さんが、同じく家具デザイナーで長男の和真さ

んと共に製作に取り組む工房兼ショールーム。木が

北海道上川郡東川町北町1丁目1-2

持つ特色を生かしたデザインに定評があり、ショー

TEL：0166-82-4245

ルームでは父と子それぞれの個性が光る作品を展

開館時間：10:00〜18:00

示。東川町で生まれた子どもに椅子を贈る
「君の椅

(金曜日は19:00まで)

子」
プロジェクトの製作も手がけている。

休館日：月曜日、年末年始

北海道上川郡東川町西町9丁目4-1
TEL：0166-82-2213

URL：http://baukoubou.jp

螺旋階段をの

営業時間：9:00〜18:00

ぼると、素敵な

定休日：日曜日、不定休有、年末年始

展望室に到着

スキー置き場も兼ねる
ワックスルーム

最 大 5 名ま
で宿泊でき
る206号室

展望

室か
らの
絶

景！

男女別の
相部屋

8〜12人で貸切

にできるログハ

ウスは本館と渡

大きな食堂の上にも、
ゆったりとした
テラスがあります

り廊下で接続
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