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Hostelling Magazine Cover Interview

MIONA HORI
堀 未央奈

PROFILE
堀 未央奈（ほり みおな）
1996年10月15日生まれ。岐阜県出身。
2013年にアイドルグループ
「乃木坂46」
に第
2期生として加入。同グループの7枚目のシングル
『バレッタ』
の選抜メンバーに選ばれ、
デビューと同時にいきなりセンター務めた。
アイドル活動と並行して、
バラエティ番組や
俳優としてドラマや映画に多く出演。
また文化放送の人気ラジオ番組
『レコメン！』
のラ
ジオパーソナリティー、
2017年からは女性ファッション誌
『ar』のレギュラーモデルに
抜擢されるなど様々なシーンで活躍。
2021年3月28日をもって、
8年間在籍した乃木
坂46を卒業。
その後、俳優活動をメインに活動しながら、
YouTubeチャンネルの開設、
ファンクラブの発足など精力的にファンと交流している。
2021年7月より放送のドラマ
『サレタガワのブルー』
では主演として稀代の悪女を演じて話題となった。
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ファンの目線に寄り添える
身近な存在の女優さんでありたい。
— 実はHostelling Magazineを発行している日本ユースホステル協会は堀さん

とご一緒させていただくのが今回で3回目になります！まずは今年3月の

する段階からスタッフの方と一緒に考えています。
私自身が元々、
乃木坂46とか女性アイドルが好きで応募したので、
ファンの目線
は常に考えています。
「こういうコンテンツがあったら嬉しいな」
とか、
「イベントでこういうことをしたらきっと嬉しいと思っても
らえるだろうな」
とか。
その視点にはこだわっていきたいです。

乃木坂46のご卒業、
おめでとうございます！

ありがとうございます！
— 今回ご卒業されるにあたって、
このタイミングを選ばれた理由やきっかけが

あれば教えてください。

“きっかけ”というのは特になくて、
活動していく中で
「あっ、
ここか
な？」
っていうタイミングが今年の3月28日だったんです。
後輩た
ちが入ってきて、
先輩たちが続々と卒業して、
自分が先輩っていう
立場になって
「グループの中で私ができることって少ないな」
って
思うようになりました。
それに対して、
私自身は25歳を目前にして
これからやりたいことがたくさんあって。
なので、
グループのこと
と自分の将来のことの両方を考えて卒業しようと決めました。
—「これからやりたいこと」
とは、
具体的には？

今までは乃木坂46での活動のほかに雑誌のモデルやInstagram
などやらせてもらっていたんですが、
卒業後はお芝居に力を入れ
たいという思いがあったんです。

「1日1着」
じゃもったいない！
時間帯や行き先に合わせて
メイクやコーディネートをチェンジ。
— 堀さんのYouTubeチャンネル拝見しました!コスメやメイクに関する動画

がすごく勉強になりました！

ありがとうございます！最初はホントにメイクにも洋服にも興
味がなくて。どのくらい興味がなかったかというと、乃木坂46の
オーディションもすっぴんで受けたぐらいなんです(笑)。
でも、
乃
木坂46で活動していると、周りのメンバーも可愛いし、自分に少
しでも自信を持つには、
やっぱり自分に合ったメイクとか髪型と
か、
洋服とかを身にまとって表に出るべきだな、
と思うようになり
ました。
私自身も乃木坂46に憧れてオーディションに参加したの
で、
やっぱり自分に自信がない人には誰も憧れはしないかなって
思って。なので、
4つ年上の姉にアドバイスをもらったり、専属モ
デルをさせてもらっているファッション雑誌
『ar』
の撮影の度に新
しいコスメやメイク術の情報を仕入れて常に研究していました。

— 犬飼貴丈さんと共演されている
『サレタガワのブルー』での悪女役や

『ボイスⅡ 110 緊急司令室』
ではDV被害者役など、
乃木坂46にいたころの
堀さんとはちょっとイメージの違うお芝居に挑戦されていますよね。

そうですね。
『サレタガワのブルー』
で演じた藍子は、
私のイメージ
とは違う役柄で、
SNSの声とか感想とかも
「未央奈ちゃん嫌いに
なっちゃう」
「もう無理！」
みたいな声も多かったです。
藍子は強烈
だし、悪女でしかないので、そういう風に思ってもらいたくて演
じたので、
感想を見て
「よしよし！」
と手応えを感じています！オ
ファーをいただいたときはまだ乃木坂46に在籍中でしたが、
すご
く過激な内容だし、
役としても演じていたとしても、
観る人によっ
ては私のことを嫌いになる人もきっと出てくるから役得ではない
かもしれない……とは言われていました。
でも、
私はみんなができ
るような役っていうよりも、
ちょっとこう難しいかなって思うよ
うな、
クセのある役とかのほうがやりがいを感じるタイプ。
なので
思い切ってお受けしました。
今は俳優としての活動以外にも、
YouTubeチャンネルを7月に開
設したり、
ファンクラブを開設したり。
芸能人だからとか元アイド
ルだからっていうので、
ミステリアスな存在だと思われたくない
というのは考えています。
私はもっとファンの皆さんとか、
私と同
い歳とか近い歳の女の子などに、
すごく近いなって思ってもらえ
る存在でいたいんです。だから、女優業と同時並行でYouTubeや
インスタ、
TikTok、
ファンイベントなど、
いろいろなことを盛んに

— 堀さんは旅行もお好きと伺いましたが、
旅先でもメイクやファッションを

楽しんだりするんですか？

私、
以前母とハワイに行ったときは1日に2 ～3回着替えてました
(笑)。
国や地域に合わせるのはもちろん、
時間帯によってもその都
度ファッションを変えて楽しんだりしています。同じ地域でも、
昼と夜ではそれぞれ違う魅力があるし、気候も違うし、その場所
のスポットの
「映え方」とかも全然違うじゃないですか。なので、
Instagramやインターネットで旅先の気候や行きたい場所を事
前にたくさん調べて、
旅先に合うファッションを毎回準備してい
ます。
到着してすぐに現地仕様に着替えて、
髪型とかもメイクも変
えて。
夕食を食べに行くためにヘアメイクも変えて、
服もちょっと
変えたりして。だって、せっかくその場所に行ったからには、
1日
を1着で終わらせたくなくて。母は
「また着替えるの？」みたいな
感じで呆れていましたけどね……（笑）
。
その土地に合わせて自分
も色々と楽しみたいので、
旅行するときは洋服をたくさん持って
行きます。
スーツケースにパンパンに詰めて行くので、
帰るときは
お土産が入り切らなくて、
現地でスーツケースを追加購入するこ
ともあります(笑)。
— 今までいろいろな方をインタビューさせていただきましたが、
1日に2 ～3

回着替える方は初めてかもしれない(笑)。

やっているんですけど、
そういう女優さんがいても良いのかなっ
て。
お芝居だけに限定するのではなくて、
たくさんある好きなこと
ややりたいことにちゃんと向き合って取り組んでいきたいです。
開設したファンクラブで発信するコンテンツは、
私にしかできな
いことをやりたいです。
なので、
ただ提案されたコンテンツを作る
のではなくて、
「こういうのはどうですか？」
と、
コンテンツを企画
04

ホントですか？！国によって、
街の色味とかも違いますよね。
「こ
こは風の強い土地」とか。
「日差しが強いから帽子はマスト！」と
か。
全然違うので、
せっかく行くからには最高の状態で楽しみたい
なって思うんです。
行く前からあれこれ考えるのも楽しいですし。
そんな楽しみもファンの方々と共有したくて、
乃木坂46時代は旅

先で写真をたくさん撮ってInstagramに投稿していました。
今は
YouTubeもやっているので、
これからは動画でも発信していきた
いですね。
コロナ禍になる前は、
1 ヶ月に1回は海外に行っていた
んですけど、
今はまったく旅行に行けていなくて、
スーツケースも
全然使えていないのは寂しいです。

キレイでした。
その前にはハワイにも行って、
もちろんハワイの海
も印象に残っているんですけれど、
ニューカレドニアは観光客も
少なくて人が立ち入っていない場所が多いので、
人の手が加わっ
ていない自然の迫力がありました。
現地では、
絶対日本では着ない
ようなポップな色のサンダルやTシャツを購入して、一緒に旅を
した北野日奈子ちゃんと着たりしていましたね。

— お忙しい中で、
毎月海外旅行されていたんですか！？

海と隣接している天然のプールみたいな場所に行ったんですけ
ど、聞くだけだとすごく楽しそうじゃないですか？でも、実際に

多い時には1 ヶ月に2 ～3カ国は行っていましたね。
とはいっても
海外に行くのはほとんどお仕事なので、
その中で自由時間を見つ
けて……という感じではあるんですけど。
プライベートだと、
韓国
に日帰りで行ったり。
ハワイやタイはお仕事で行った後、
お正月に

行ってみたらもう魚がウジャウジャいて。
しかも、
カラフルで可愛
い魚ではなく、黒くて大きな魚で。ぱっと見ではすごく映えそう
なスポットなのに、
入ってみると思っていたのと全然違ってめっ
ちゃ怖くて、
シャチの形の浮き輪にしがみついてずっと絶叫して

プライベートで行ったりしていましたよ。

いました……。
でも、
そのプールから眺める景色はすっごくキレイ

— 旅行には誰と行くことが多いですか？

そのプールに行くまでも、
徒歩でジャングルみたいなところを何

でしたよ！
十分もかけて行かないといけなくて大変でした(笑)。観光客向け

家族と行くことが多いですね。
あとは、
乃木坂46のメンバーだと、
鈴木絢音ちゃんとはいちばん一緒に旅行しています。
韓国の日帰り

に整備された場所よりもまだ自然が残っている場所に行きたい人
にはすごく良いスポットなんじゃないかなと思います！

もそうですし、
タイもそうですし。
絢音ちゃんとは趣味も合うし、
価
値観とかもお互いに似ていて、
お互いを理解しているのでぶつから
ないんです。
これからも一緒にいろいろなところへ旅行に行きたい
ですね。
あと、
同期の渡辺みり愛ちゃんも一緒に、
3人でよく温泉と
かに行っていました。
絢音ちゃん・みり愛ちゃんと3人で行って印象に残っているのは、
北海道の温泉です。
一緒に露天風呂に入って。
そのときはすごく寒
くて大雪だったんですけど、
すごく気持ちよかったです！

私が発信した情報が
誰かの楽しい時間を作る。
そんな活動をしていきたい。
— 以前、堀さんがパーソナリティーをなさっていた文化放送のラジオ番組

『レコメン！』で2018年に日本ユースホステル協会がコラボさせていただい
た際にメインパーソナリティーのオテンキのりさんと京都のユースホステ

— 国内外をアクティブに旅行されているのですね。
特に印象に残っている

場所を教えてください！

旅番組のロケで行ったニューカレドニアは、
今思い返しても夢の
中みたいな場所でしたね。
これまでに見たことがないくらい海が

ルやドイツの古城ユースホステルを紹介していただきました。番組内で
「ドイ
ツに行ってみたい！」とおっしゃられていましたが、その夢は叶いましたか？

行けていないんですよ！！でも、
本当に行きたくて。
私、
ソーセー
ジとかビールとかもすごく好きなので。
あの組み合わせは本場で
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味わいたいじゃないですか？ドイツにはこじんまりとした可愛い
街などもあるので、
そういうところに行って、
自分でソーセージ作
りとかもしてみたいですし、ビールとかも工場とかで飲み比べと
かもしてみたいですね。
— それはぜひ行ってみてください！その放送の翌年、
2019年にはドイツの往

復航空券とドイツ国内の旅行券とを合わせた“ドイツユースホステルの旅”
が
『レコメン！』
のリスナーさんにプレゼントされたんですよ。

リスナーさんの貴重な楽しい経験のきっかけになれたのならば嬉
しいですね！でも、羨ましいなぁ……私がドイツに行きたかった
です
（笑）
。
けれど、
少しでも貢献できてよかったです！
— 『レコメン！』
では、
堀さんの地元の岐阜が舞台となった
『君の名は。
』
が話題

になっていた時に、
「私が岐阜ツアーを組みたい！」
とおっしゃられていまし
たが、
岐阜のおすすめスポットを教えていただきたいです。

「古き良き日本」
といえばやっぱり京都のイメージが強いかもしれ
ませんが、
郡上八幡とか飛騨高山とか、
岐阜にもそういう
「和」
を楽
しめる場所がたくさんあります。特に、夏の郡上八幡は
「郡上おど
り」もありますし、水を中心とした遊びや食べ物とかもたくさん
あって。やっぱり水がきれいだと、何を食べても美味しいですし、
どこに行っても空気が澄んでいるというのはすごい強みだと思い
ます。
いろいろなものを食べてほしいですね。
— 堀さんがプランニングした旅行に行ったらとても楽しそうですね！

乃木坂46に入る前はいくつか憧れの職業があって、
その中でも特
に興味があったのが旅行会社のツアープランナーやウェディン
グプランナーだったんです。
今でもそういった
「計画を立てて人を
楽しませること」
がすごく好きなので、
旅行のツアーも含めて今後
やっていけたら嬉しいです。

8年かけて磨き上げた
「プロデュース力」
を、
自分以外の人のために活かしたい。
これからやりたいと思っていることのひとつがプロデュース業な
んです。乃木坂46に在籍していた8年間で、
「自分がより良く見え
る見せ方」
については、
自分自身でプロデュースするというか常に
研究してきました。
「今日はモデルのお仕事だからこういう風に見
せよう」とか、
「今日のヘアメイクはこれをテーマにしてこんな風
に見せよう」とか、お芝居では
「こういう役だからこういうにしな
きゃ」とか。その経験を活かして、自分のプロデュースはもちろん
ですが、
ファンの方や世間の方や、
これから夢を叶えたい人達のサ
ポートをしたいと思っています。人がより毎日楽しく過ごせるよ
うなものを私も一緒に作りたいなって思っているので。その他に
もやりたいことはたくさんあります！
— どのような活動をされたいかとても気になります。

まだ何も実現できていないですけど、コスメとか人材育成とか、
空間プロデュースにも興味があります。例えば、宿泊施設の空間
06
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が昔から大好きなので、いつか自分でお部屋のプロデュースをし

で、写真集にはないんですけど、コートやワンピースやバッグを

てみたいなと思っていて。自分が好きだなって思うものとか空間

買って、その場で着替えて、パリの街の中で写真を撮って、その服

とか、私の脳内にあるイメージを再現してみたいっていうのはあ

を着たまま帰国しました！

ります。美術館も好きなので、アートイベントの企画にも挑戦し
てみたいです！

— その土地のファッションを着て、
その土地の風景で写真を撮るって素敵ですね！

それも旅行を楽しむうえでの大事な要素のひとつですね。やっぱ

旅先で見つけた服を
身にまとえば、
その土地にもっと馴染める。
— ドイツ以外にもコロナが落ち着いたら行きたい国はありますか？

たくさんあるんですけど、以前写真集の撮影で行ったフランスの
パリですかね。
パリって洋服屋さんが多いじゃないですか？で、
ビ
ンテージショップもすごく多くて。
写真集の撮影をした際に、
ほん
の1時間くらいでしたが、自由時間をもらってスタイリストさん
と二人で洋服屋さん巡りをしたんです。
その時に、
ちっちゃいお店
だけど、店内には可愛い洋服がいっぱい詰まっていて、
「知る人ぞ
知る」
みたいな場所を開拓したりしました。
パリはファッションの
地って言われるだけあって、歩いている人もみんな奇抜なファッ
ションでかっこよくて。お茶しているときも、隣の女性が大きな
ファーを椅子にかけていたり。日本では見ない光景が詰まってい
ましたね。
水上ボートに乗って食事をしていても、
橋にいるパリの
フランスの男性が手を振ってきたり、全部が絵になるのがすごく

りその土地の洋服を着て立つと、全然その国と自分との馴染み方
が違うし、
思い出にもなりますよね！

行きたい場所に行ける日は必ず来る。
だから、
今は今ならではの
楽しみを見つけよう。
今は海外だけでなく、
国内も自由に行き来できないけれど、
それが
ずっと続くわけではなくて。
また自分が行きたい場所に行ける日が
絶対に来ると思います。
だから、
その日までに自分ができることに
取り組んでほしいです。
例えば、
語学を身につけるとか、
気になって
いる国や場所の知識を身につけるとか。
この、
「その日」
までの準備
期間をすごく有効的に楽しく使ってほしいなって思います。
今はSNSや動画でしっかり調べられるので、
「この街にはこんな
楽しみ方があるんだな」
「ファッションはどうしようかな？」って
想像する時間を楽しんでみてはどうでしょうか？ちなみに私は、
ドラム式洗濯機のドアを飛行機の窓に見立てて、好きな街の写真

印象に残っていて。
コロナが明けたら一番最初に行きたいですね。

とか映像とかを流して楽しんでいます（笑）。できないことが多い

— そのビンテージショップで購入した服で写真集の撮影もされたんですか？

ます。私たち10代・20代がポジティブにいないと、今後がすごく

今だからこそ、目を向けられる楽しみ方もそれぞれにあると思い
不安なものになってしまうので、みんなでポジティブに考えてい

撮影は終わっていて、帰国前のプライベートな時間でした。なの

きましょう！

堀 未央奈オフィシャルファンクラブ「anoim」入会受付中！

「anoim」
（エーノイム）
は、堀未央奈のオフィシャルファンクラブです。
ファンクラブイベントの開催や各種チケット先行販売をはじめ、堀未央奈からのメールが届く
「anoim Mail」、
お仕事の様子をご覧いただける密着動画や、
堀未央奈の相性度を診断する
「anoim Check」
など、
様々な会員限定サービスをお楽しみいただけます。 皆様のご入会をお待ちしております。
堀 未央奈オフィシャルファンクラブ
「anoim」 ▶ https://hori-miona.com/

ご入会はこちらから↓

月額440 円
（税込）※クレジットカード決済、キャリア決済（ドコモ払い、au かんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い）に対応
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日本の原風景の中に建つユースホステルは、
「いつ行っても楽しい」
場所だった。

Youth Hostel

Pick Up

高社山麓みゆきの杜
ユースホステル

旅に魅せられたマネージャーがつくる、
こだわりとアイディアの詰まったユースホステル

DATA

高社山麓みゆきの杜ユースホステル
〒389-2303 長野県下高井郡木島平村上木島3783-12
電話： 0269-82-4551
URL： https://www.miyukinoyh.com/
北陸新幹線「飯山駅」から車で10分程度にも関わらず、自然豊かで
1年を通じてアウトドアを満喫できる長野県木島平村にあるユー
スホステル。本格的な鉄道模型ジオラマや、極上のドリップコー
ヒーなど、悪天候でも楽しめる要素を様々持ち合わせている。
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Youth Hostel Pick Up

占めており、東には上信越高原国立公園の深い山並
み、西は千曲川を挟んで飯山市と斑尾山、黒姫山、妙高
山が望め、抜群の自然環境を誇る。
この木島平村にある
「高社山麓みゆきの杜ユースホステル」は、その自然を
存分に堪能できるユースホステルだ。
スキー場に近いこ
とから冬にはウィンタースポーツの拠点。春は桜や菜の
花などの花々、秋は彩り豊かな紅葉、そして近年ブーム
となっている"ロングトレイルウォーク"や山の中を走る
"トレイルラン"。季節の移ろいとともに表情を変える自
然を満喫できるアクティビティが充実していて、一年を
通して利用者が多い。山の中腹に建つ
「みゆきの杜ユー
スホステル」に到着して木の温もりを感じる建物を眺
め、進んで来た道を振り返ると、息を呑むほど美しい山
麓の景色に囲まれていた。そのことをマネージャーの中
村英孝さんに伝えると
「僕もこの景色に惚れ込んで、
こ
の木島平村でユースホステルを始めたんです」
とにこや
かに答えてくれた。
中村さんが「みゆきの杜ユースホステル」を開業したの
は2000年。東京で海運業の仕事に就いていた中村さ
んは、昔から旅好きで北海道を度々訪れていたこともあ
り、当初は北海道でユースホステル開業を考えていた
が、様々な出会いがありこの場所を選んだという。

春 は 花 、夏 は ト レ ッ キ ン グ 、秋 は 紅 葉 、冬 は 雪 山 。

訪れた多くの人々を虜にする大自然の風景。

長野県北東部にある木島平村は、村の約8割を森林が

「東京で働いていた時にたまたま訪れた都道府県会館
に、飯山市(木島平村の西隣に位置する)の事務所があっ
たんです。対応頂いた方がとても丁寧だったことが印象
的で、連休を利用して早速飯山市を訪れてみたら、
自然
の豊かさと利便性が気に入ってしまい、
その足で飯山駅
近くの不動産屋に飛び込みました(笑)」。最初は飯山市
内での開業を考えていたが、担当者に勧められたのが、
隣の木島平村だった。
「ここからの景色を目の当たりにし
て即決したんですよ。
日本の原風景でもあるし、
どの季節
でも、
どんな天気でも素晴らしい景色を僕たちに与えて
くれる。絶景は最高のご馳走と言いますけど、
ここはそれ
を体現している場所だと思っています」。広く取られたラ
ウンジ兼ダイニングから、大きな窓を通して見える雄大
な景色を見ながらこの地に決めた理由を教えてくれた。
絶景が望める
「みゆきの杜ユースホステル」
は、北陸新幹
線「飯山駅」
から車でわずか10分程。
「木島平スキー場」
までは歩いて5分という立地も魅力的だ。
「 千曲川を渡
ればすぐ飯山市街ですし、国道沿いは大型店舗も多いの
で、何も不自由なことがありません。春はまっすぐ続く国
道沿いの桜並木や、"飯山菜の花公園"の800万本が咲
き誇る菜の花も楽しめますし、国内屈指のロングトレイ
ル
「信越トレイル」
にも程近いため、
トレッキングやトレイ
ルランを楽しみにくる方も多い。秋は素晴らしい紅葉も
見どころです。
このエリアは1年通して見どころで溢れて
いるエリアなんです」。

PROFILE

中村 英孝
学生時代から鉄道の旅が好きで、特に大学3 〜 4年の時期は、
北海道を夜行列車で巡る旅が趣味の1つだった。
釧路のあるユー
スホステルのヘルパーを経験した際にユースホステルの魅力
を知る。1991年に東京の海運会社に就職し、1998年に退職。
その後同じ釧路のユースホステルで修行をし、
薫さんと出会い、
2000年7月に
「みゆきの杜ユースホステル」
をオープン。
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2

1. 2002年から作り始めた本格的な鉄道模型ジオラマ。
サウンドシステムなどのこだわりもあり、子供はもちろん大人まで夢中になってしまう仕掛けだ。 2. カウンターに座り、雄大な景色を見ながらこだ
わりのコーヒーを飲む。時間を忘れさせてくれる贅沢な時間。

外に魅力を感じて訪れるゲストも多い。
その1つがラウンジ
兼ダイニングに設置された本格的な鉄道模型ジオラマだ。
2003年から少しずつ拡張し、現在総距離25mにもなり、
サウンドシステムも導入され、車両が走行する音や、汽笛の
音はもちろん発車ベルも流せる仕様にしてある。
また、超小
型カメラが搭載された車両もあり、設置されたモニターか
ら運転席からの眺めも楽しめる。
この鉄道模型ジオラマは、
ゲストが操作することも可能で、
自身の鉄道模型を持ち込
んで、走らせて楽しむゲストも多いのだとか。
ジオラマには、
レトロな建物、棚田など、昭和の世界が再現されている。
「元々鉄道模型は小さい頃から持っていたのですが、大人に
なってからはなかなか触れる機会がありませんでした。
ただ
2002年の7月に、
ゲストとここで話をしていたら、鉄道模型
の話になり、倉庫から引っ張り出して楽しんだんです。その
時その方から
『ここにジオラマがあれば鉄道ファンは喜ぶん
じゃない？』
という言葉を貰って少しずつ拡張したらここま
でになっちゃいました(笑)」。
中村さんは、
ゲストとのコミュニケーションをとても大事に
している。
「 みゆきの杜ユースホステル」の楽しみの1つ、
"スペシャリティコーヒー"のアイディアもゲストとのコミュニ
ケーションからだった。
「ある時ゲストと一緒に山歩きに出
かけ、
その後に訪れたあるホテルのカフェコーナーで飲んだ
コーヒーが抜群に美味しかったんです。
『こんなコーヒーを
うちでも提供できたらなぁ』
と思って勉強したんです」。
冬に開催する、大人気の
「木島平コブ滑走訓練所」
もゲスト
の一言から始まった。
「スキー検定1級合格のために、
コブを
滑る練習をしている時期があり、
上達の過程を備忘録として
ブログに綴っていました。
ある時、
ゲストに滑り方を教えたと
ころ、
その方が滑れるようになりとても感謝されて、
需要があ
る事に気づいたんです。
確かにコブ専門で教える方はなかな

常 に 考 え 進 化 を 続 け る の が 日 常 。ネ タ の 宝 庫 さ で は 日 本 屈 指 。

ゲストとのコミュニケーションから生まれた楽しい空間。

立地に恵まれた
「みゆきの杜ユースホステル」
だが、立地以

様々な取り組みを考え、実
践していく中村さんがこだ
わるのは
「差別化」だとい
う。
「この近くにも宿 泊 施
設は多いですし、いくら自
然環境や立地に恵まれて
いるからといっても“みゆき
の杜ユースホステルならで
はのコト”が無ければゲス
トは見向きもしてくれなく
なってしまう。だから常に
考えて、良いと思ったもの
はどんどん取り入れていっ
ているんです」
。
中村さんは言葉通り、常に

外に設置されたデッキも中村さんが手
作りで完成させたもの。
手作りのピザ
窯で焼くピザも大好評だという。

アンテナを張りながら生活
を送っている。
「プライベートで旅に出る時もユースホステルで
活用できるネタを探している」
と、
オープン当初から二人三脚
で共にしている奥様の薫さんも話す。
「どこに行っても必ずネタ
を持ち帰ってきます。
今年自作で設置した展望テラスも、
館内の
掲示物のちょっとした文章表現なども、細かいところですが
主人が旅に出た時に得たアイディアを形にしたものです」
。
「ユースホステルって、
自分の趣味や、
自分が面白いと思うこ
とを表現できる場でもあると思うんです。
それをゲストに見て
貰ったり、体験していただいて、喜んでいただいている瞬間は
最高です。
なので、
よく
『いつもユースホステルのことを考えて
いて疲れない？』
って聞かれるんですけど、全くそんなことなく
て、
考えるのが楽しいんです。
常に考えることが日常です(笑)」
。
最後に
「みゆきの杜ユースホステル」
の最大の魅力を聞くと、
中村さんは笑顔でこう語ってくれた。
「
「提供しているアクティ
ビティやエンターテイメントの豊富さという点では、
日本屈指

かいないんですよね」
。冬になる度にブログアクセスも増え、

だと思っています。泊まるだけでいろんな楽しい事を経験でき

自然とコブ専門家としての認知も広がって行った。

る場所なので、
皆さんにも、
落ち着いて旅行ができる時期が来
たら是非お越しいただけると嬉しいですね」
。

1. 広く取られたラウンジ兼ダイニング。
鉄道模型のジオラマ以外にも様々なジャンルの書籍が揃い居心地の良い空間だ。 2.3. 部屋は和洋様々なタイプが用意されている。
中にはロフト付きの部屋も。
全室床暖房
が完備されているので冬でも快適に過ごせる。
1

2

3

Youth Hostel Pick Up
MAP

MAP

道の駅

FARMUS 木島平

2015年5月にオープンしたスタイリッシュな建物が特徴の道の駅。
農産直売所のほか、木島平村内産のミルクを使用した手作りジェ
ラート、
コーヒー、軽食が楽しめるカフェ「CAFE REVE」
も人気。

MAP

龍興寺清水

環境省の
「平成の名水100選」
にも選定されている名水。1日の水量
は約1200トンと豊富で、稲作、内山和紙にも利用される。夏でも驚
くほど冷たい湧水なので、散策合間の水分補給としてもオススメ。

長野県下高井郡木島平村
大字上木島38番地1
TEL：0269-62-2201

長野県下高井郡木島平村穂高1282

馬曲温泉

標高700メートルの高さに位置し、三方を山々に囲まれているた
め、
通年絶景を楽しめる露天風呂。
鳥の声や風のそよぐ音に耳を傾
けながら身体を温める時間は格別。
リーズナブルな料金も嬉しい。
長野県下高井郡木島平村大字往郷5567-1
TEL：0269-82-4028

JR
信濃平駅
軟水の柔らかい
飲み口が特徴！

木島平村・飯山市
おすすめ

SPOT
ケヤキの森公園

標高1500ｍに広がる
国内最大級のブナ原生林！

JR 北飯山駅

JR 飯山駅

高社山麓みゆきの杜ユースホステル

MAP

MAP

道の駅

花の駅・千曲川

千曲川のほとりにあり、春は
桜や菜の花が楽しめる自然
溢れたロケーション。カレー
やビール等オリジナルのお
土産も評判。地場の食材を
使用したメニューを提供する
「cafe里わ」は、朝食も人気
が高い。
長野県飯山市大字常盤7425
TEL：0269-62-1887

読者
プレゼント

抽選で

©KijimadairaTourismOffice

KOMOREBI
nurseries

MAP

旬菜料理はたの

飯山駅から徒歩圏内にあり、
大きな窓から日が差し込み、
天井が高く気持ち良い空間。
もちっとした生地にキャラメ
リゼされたバナナの食感が
堪らないクレープ
「チョコバ
ナナ」
は、
リピ必至。
長野県飯山市飯山813-9
TEL：0269-67-0890

ご宿泊券（1泊2日）ペア1組様にプレゼント！

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し込みフォームから！

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

完 全 予 約 制の隠 れ 古 民 家
「旬菜料理はたの」では、地
場の物を最高の状態で味わ
える。器や提供方法もこだわ
りがあり、ゆったりとした最
高のひと時を約 束してくれ
る。
リーズナブルなランチも
オススメ。
長野県飯山市旭644
TEL：0269-67-0393

応募期間：2021年11月末日

※なお、
当選発表は、
商品の発送をもってかえさせていただきます。
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Hostelling Magazine

そろそろ、旅の準備を始めよう！

大都市を飛び出し、地方へ！

ドイツ

Germany

まだまだ我慢の時期が続く日本だが、ヨーロッパではす
でに観光事業がスタートしている。まずはドイツから、
最新の旅行情報をお届け！大都市を避け、地方へ足を
延ばす旅は、世界のスタンダードになりそうだ。

森の中の古城、エルツ城

ローテンブルクのプレーンライン

黒い森では名物のサクランボケーキをぜひ！

ドイツの新型コロナ状況について
ベルリン

ドイツの最新観光情報や、
キャンペーン情報は
こちらでチェック！

ドイツ観光局
オフィシャル
Twitter アカウント

ローテンブルク

エルツ城

最新情報はこちらでチェック！

フランクフルト

黒い森
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日本からの渡航者に対する制限や隔離措置、
接種証明書などの情報は在日ドイツ
連邦共和国大使館・領事館や外務省の海外安全情報を確認してください。

シュトゥットガルト

https://twitter.com/GermanyTravelJP

2021年9月5日時点で、感染者は増加傾向にあるが都市ロックダウンなどは行わ
れていない。
ワクチン接種率は6割を超え、
9月からは3回目の接種も行われる予定。

ネルトリンゲン
ミュンヘン

在日ドイツ連邦共和国
大使館・総領事館

外務省 海外安全
ホームページ

https://japan.diplo.de

https://www.anzen.mofa.go.jp/
写真（12P〜15P）
：shutterstock.com

秋には周囲の森が紅葉し、美しい姿を見せてくれる

の旅01
おすすめ

SNSでも大人気！
森の中の古城へ

ドイツには古城や庭園が無数あり、その数は600にも上るといわ
れている。有名なノイシュヴァンシュタイン城のほかにも美しい城
があり、なかでも最近SNSなどで話題なのが、エルツ城。
1

エルツ城

Burg Eltz

フランスからドイツ南西部へと流れるモーゼル川の支流、エルツ川沿いにある古
城。建造は12世紀半ばで、幾たびか戦火に巻き込まれたが陥落することはなく、現
在でも創建当時と同じエルツ家の33代目が城を所有している。深い森に覆われた
高台にぽつんとたたずむ様子は、まさにファンタジー映画の世界を彷彿とさせる美
しさ。ノイシュヴァンシュタイン城とホーエンツォレルン城に並ぶドイツ三大美城
のひとつと称されることも多いが、アクセスがあまりよくないため日本での知名度
は低く、訪れる観光客も少ない。それだけに人気の観光地にはない静けさが残って
いる、とっておきの穴場なのだ。

アクセス
拠点はコブレンツ。
フランクフルトから鉄道で約1時間30分。
コブレンツからはコッヘルム、
トリーア地方行きの普通列車に乗り約30分、
ハッツェンポルト下車。
駅前からはバスに乗る。
季節などにより到着するバス停が異なる。
バス停からはさらに徒歩20～90分ほど。

2
1 高台にある城へは、橋を渡ってアクセスする

2 エルツ城はかつて旧

500マルク紙幣に描かれていた
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の旅02
おすすめ

地方の古都を
訪れる
大都市から中世の姿を色濃く残す
古都へのショートトリップ。ロマン
ティック街道から、変わらぬ人気
のカラフルタウンと、今後人気にな
りそうな城塞都市、ふたつを紹介。
夏には色とりどりの 花が 咲く、

初夏には「マイスタートルンクの祭り」

ローテンブルクの旧市街

というイベントが開催され、伝統衣装
でのパレードなどが行われる

ローテンブルク Rothenburg
ドイツ観光のハイライトであるロマンティック街道にある。街の起源
は9世紀頃で、12世紀には帝国都市として城壁が築かれ、その後は交
易の中心となる自由都市として栄えた。
旧市街は城壁に囲まれており、いくつかの門が入口となっている。街の
中心はマルクト広場。広場には高さ60mの鐘楼をもつ市庁舎がそび
え、塔に上ればオレンジ屋根の建物が並ぶ旧市街が一望できる。マル
クト広場から南に歩くと、プレーンラインという小さな広場に着く。
ここは、ローテンブルク随一のフォトスポット。石畳の道路の両側にカ
ラフルな建物が並び、息をのむほどの美しさ。

市庁舎から旧市街を望む

アクセス
拠点はミュンヘンまたはフランクフルト。
ローテンブルクまではどちらの
町からも鉄道で約2時間30分。
途中2、
3回乗り換える。

街 の 名 物 スイーツ 、シュネ ーバ
ル。ひも状の生地を丸め、油で揚
げたドーナツのようなもの

ネルトリンゲン Nördlingen
ロマンティック街道にある城塞都市で、街の周囲1kmをすっぽりと城壁
が取り囲んでいる。約1500万年前に落下した隕石のクレーターの中に
あり、9世紀頃には街として存在していたとされる。城壁が造られたのは
13世紀後半頃のこと。現在もほぼ当時のままに残されており、壁の上を
歩くこともできる。かつてはほとんど知られない地方の街のひとつだっ
たが、漫画『進撃の巨人』のモデルというウワサになり、一躍有名になっ
た。とはいえ訪れる観光客はまだ少なく、のどかな雰囲気。ミュンヘンか
らは鉄道で約2時間で行くことができるので、日帰りも十分に可能。

アクセス
拠点はミュンヘン。
ネルトリンゲンまでは鉄道で約2時間。
途中乗り換えあり。
城壁には5つの門と11の塔がある
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の旅03
おすすめ

ドイツの
大自然を回る
ドイツ人は、休日を自然のなかで過
ごすのが大好き。
シュトゥットガルト
から気軽に行ける人気のリゾート
地で、地元の人にまじってアウトド
ア三昧してみるのはいかが？

ティティゼー湖を見下ろす丘へのハイキング

黒い森

黒い森の
サクランボケーキ

ドイツ語で「シュヴァルツヴァルト」と呼ばれる黒い森は、

黒い森地方の伝統的なケーキ。チョ

ドイツ南部の中心都市シュトゥットガルトの周辺に広が

コレート味のスポンジ生地に、名産

る森林地帯。森といっても、南北約160km、東西20〜

であるサクランボの蒸留 酒（ キル
シュ）をたっぷりと染み込ませてあ

60kmにわたって広がる広大なエリアだ。周辺にはヨー

る。ホイップクリームと削ったチョコ
レート、サクランボでデコレートす
るのが定番。

Schwarzwald

湖にはたくさんのボートが停泊する

ロッパでも屈指の温泉保養地バーデン・バーデンやドイ
ツ三大美城のひとつであるホーエンツォレルン城などの
見どころがある。ここでぜひチャレンジしたいのが、ハイ
キングをはじめとしたアウトドアアクティビティ。中心と
なるのは湖畔に開けたリゾート地、ティティゼー。ハイキ
ングのほか湖でのボートやクルーズも楽しめる。

アクセス
拠点はシュトゥットガルト。
ティティゼーまでは鉄道で約1時

見た目よりは甘さは控えめ
アウトドアのあとはバーデン・バーデンの温泉でのんびり

ドイツのユースホステル

間。
フランクフルトからも鉄道で2時間ほど。

ジェネラルインフォ in ドイツ
時差

日本より8時間遅れ。サマータイム実施期間（3月最

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
中世の要塞に泊まれる！Nürnbergのユースホステル

歴 史 ある学 校 をリノベ ーションしたベ ルリンの
Jugendherberge Berlin Ostkreu

ユースホステル発祥の国ドイツの
ユースホステル情報はこちらから！
http://www.jyh.or.jp/m/intl/na.php?na=de

終日曜〜10月最終日曜）
は7時間遅れ。

夏から秋。夏でも比較的過ごしやすく、秋の紅葉もと
りわけ美しい。
冬の寒さは非常に厳しいが、
12月には
街がクリスマスムードに包まれ、各地でマーケットが
開催される。

通貨

ユーロ
（€）
。 2021年8月現在、
€1=130.01円

物価

日本とほぼ同じかやや高
いくらい。都市部は宿泊
費と外食費が 高くつく。
旧東ドイツの街は物価が

行ってみたいユースホステルがあったら、是非いいね！とリツイートを！

ライン川を見下ろす古城、
シュターレック城のユースホ
ステル、
Bacharach

ツイッターでも海外のユースホステル
情報を配信中。
https://twitter.com/YH̲JPN̲intl

安い傾向がある。

詳細は
『地球の歩き方ドイツ編』へ
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さんの
ーター LiLICo
テ
ン
メ
コ
画
映
る
気が感じられ
空
の
国
の
そ
観ると
スタート！
映画コラムが
は「ドイツ」！
今回のテーマ

新しい連載のスタート！さまざまな国の作品を選ぶ作業にわくわくしています。今回はドイツ。中学校の３年間はドイツ語を専
攻していたのでずっと行きたい国でした。そして『王様のブランチ』の取材でその機会が。空港でタクシー運転手さんにドイツ語
で行き先を伝えたら、通じたのと発音を褒められたのが嬉しくて今でも鮮明に覚えています。クリスマス前のミュンヘンは本当
に幻想的で、ヨーロッパの国々に共通する、寒いけどイルミネーションやクリスマスマーケットの温かい雰囲気に心が躍りまし
た。古き良き酒屋でワインをいろいろ選んだことなど思い出が蘇ります。またゆっくり郊外にも行ってみたい。これらの作品から
その国の空気を感じてもらえたら嬉しいです。

『はじめてのおもてなし』
ドイツの家庭にお邪魔
してHAPPY気分！
日本に比べてヨーロッパの養子制度は進んでいて、わ
たしのクラスや近所にも肌色の違う兄弟がいたり、自
然な光景でした。ヨーロッパの人は、大人になっても支
え合うのが当たり前。一緒にいながら心がバラバラの
家族の反対を押し切って、お母さんが難民を迎えると
©2016 WIEDEMANN & BERG FILM GMBH & CO. KG / SENTANA FILMPRODUKTION GMBH / SEVENPICTURES

突然言い出した時は" 母は強い" と思いました。みんな

STORY

愛されたいし、平等のチャンスがある、それをユーモラ

マン家のディナーの席で、
母アンゲリカは難

スに描く面接のシーン、そして迎えたナイジェリアの

ミュンヘンの閑静な住宅地に暮らすハート

青年ディアロが素直過ぎて笑ってしまいます。ディア

民の受け入れを宣言。
教師を引退して生き甲
斐を見失った彼女は、
夫リヒャルトの反対を

ロは率先して手伝ってくれるのでお母さん大喜び！そ

押し切って、
ナイジェリアから来た難民の青

して家族も刺激を受けて、どんどんお母さんもイキイ

年ディアロを自宅に住まわせる。家族は、は
じめてのおもてなしに張り切るが、
大騒動が
起きてしまう。さらに、ディアロの亡命申請
も却下に。果たして、崩壊寸前の家族と天涯
孤独の青年は、
平和な明日を手に入れること
が出来るのか？
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キ見えますよね。さぁ、ディアロの存在でどのように変
デジタル配信中／ブルーレイ＆DVD発売中
ブルーレイ：￥5,170（税込）
DVD：￥4,180（税込）
発売・販売元：ポニーキャニオン

化していくのでしょうか？

『ある画家の数奇な運命』
人は何に刺激され
生きるのか...
考える3時間！
ポスターのビジュアルからして「きっと苦手」
と思ってし
まった作品。
ナチ党政権下のドイツが舞台と聞くと難しそ
うですし、上映時間が189 分！でも最初からぐんぐん引
き込まれて、難しさも気にならない。
タイトル通りにとんで
©2018 PERGAMON FILM GMBH & CO. KG / WIEDEMANN & BERG FILM GMBH & CO. KG

もない運命の画家に魅力され、上映時間の長さも感じな

STORY

かった。丁寧に描かれていてダレることなく、
目が離せませ

ナチ政権下のドイツ。
クルトは叔母の影響か

ん。美しく、エロティズムも程よく、悲しみで胸が痛くなり

ら、芸術に親しむ日々を送っていたが、精神
を患った叔母は強制入院の果て、
安楽死政策

ます。
ミステリーでもあるストーリー、
ラストシーンの後味

によって命を奪われる。終戦後、彼は東ドイ

は思い出すだけでニヤっとしてしまいます。人間らしくとて

ツの美術学校に進み、エリーと結婚する。元

も気持ちが良かった。
クルトを演じたトム・シリングがハン

ナチ高官の彼女の父親こそが叔母を死へと
追い込んだ張本人だと言う事実を知らずに。

サムで素敵

やがて、エリーと西ドイツへ逃亡し、創作に

嘘かがわからない所がまた良いですね。

没頭し、もがき苦しみながらも、魂に刻む叔
母の言葉「真実はすべて美しい」
を信じ続け
るクルトだったが―。

役柄のモデルはいますが、何が本当で何が

『ある画家の数奇な運命』
2021/2/1 配信
発売元・販売元：キノフィルムズ／木下グループ

『女は二度決断する』
何よりも大切な家族の
ために命を懸けた！
もちろんハッピーなドイツ映画もありますが、
これは後味
がなんとも言えない。夫と息子を亡くした母をダイアン・
クルーガーが見事に演じています。
ハリウッド映画にも出
演する彼女ですが、母国語での演技は悲しみや怒り、心の
痛みの深さを増してくれます。裁判のどうしようもない決
©2017 bombero international GmbH & Co. KG, Macassar Productions, Pathe Production,
corazon international GmbH & Co. KG,Warner

断、怒りと絶望の出口が見えません。

STORY

国際結婚の悩みをリアリスティックに描いていて、義理

ドイツ、ハンブルク。カティヤはトルコ系移

の親が言う事も悲しい。あまりにも気持ちがボロボロに

民ヌーリと結婚し、幸せな家庭を築いてい

なり、その痛みを上乗せするために彼女の彫りかけのタ

た。ある日、ヌーリの事務所の前で爆弾が爆
発し、ヌーリと息子が犠牲になる。在住外国

トゥーを彫り師のところで完成させる行動に共感。
自然光

人を狙った人種差別主義ドイツ人によるテ

を活かしたドイツの街並みが物語の絶望感を強調してい

ロと判明し、
容疑者が逮捕され裁判が始まる
が、被害者であるにも関わらず、人種や前科
をあげつらわれ、
思うような結果の出ない裁
判にカティヤの心の傷は深まる。絶望の中、
生きる気力を失いそうになりながら、
カティ
ヤがくだす決断とは―。

PROFILE

LiLiCo

ます。最後に主人公が決断したこと…一生、脳裏から離れ
ブルーレイ＆DVD発売中
ブルーレイ：￥5,280（税込）／DVD：￥4,290（税込）
発売元：WOWOW
販売元：ハピネット・メディアマーケティング

（映画コメンテーター /タレント）

ないラストシーン。

1970年スウェーデン生まれ、18歳で来日。TBS
「王様のブランチ」
に映画コメンテーターとして出演、
フジテレビ
「ノンストップ！」、J-WAVE「ALL GOOD FRIDAY」ほか出演番組も多数。
アニメの声優や女優、
ナレーション
など、
マルチに活躍する映画コメンテーター。
撮影協力：ロバーツコーヒー麻布十番店
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※ Hostelling International は世界各地のユースホステル協会と
ユースホステルで構成された非政府／非営利の国際組織です。

便利さゆえに環境に影響をもたらすプラスチック
2020年7月にレジ袋が有料化されてから
「出かける時には買い

極的に取り組んでいますが、一部の不法に投棄されたプラス

物用のマイバッグを鞄に入れておく習慣がついた」
という方も増

チック製品による海洋汚染が世界的な問題になっています。
特

えているのではないでしょうか？

に細かく砕けたマイクロプラスチックは海洋生物の体内に蓄積

レジ袋やペットボトル、食品トレーなどプラスチック製品は、変

され彼らの生態系に悪影響を与えることはもちろん、
海産物を

形・変色・劣化といった変質を起こしにくく、
安く大量生産が可

食べる私たち人間の体にも蓄積され、
結果的に私たちの健康に

能なため私たちの生活には身近な存在になっています。
しかし

も影響することが懸念されています。

この
「変質しにくい」
という点、
裏を返せば
「簡単には分解されな

このプラスチック製品をめぐる問題、私たち観光業界も他人事

い」
ということ。
「ペットボトルは自然に分解されるまでに400年

ではありません。
家ではコップを使って飲み物を飲んでも、
旅先

以上の時間を要する」
といった研究結果(※1)も報告されていま

では手軽なペットボトル飲料を買ってしまう、
という方も多いの

す。 [※1NOAA / Woods Hole Sea Grant]

ではないでしょうか？日常を離れる
「旅」
は、
プラスチック製品に

今さまざまな企業や団体がプラスチック製品のリサイクルに積

触れることの多い機会でもあるのです。

サステイナブル（持続可能）な未来を目指してー

世界各地のユースホステルで取り組みを始めています。
私たち Hostelling International は、
サステイナブルツーリズ
ムにおける長年の経験と実績により、
このたび国際連合および
国連世界観光機関
（UNWTO）
がエレン・マッカーサー財団と
ともに主導する
「世界の観光のプラスチックに対する取組み」
に
正式加盟組織として調印しました！新型コロナウイルス感染症
の流行にともなって、使い捨てのプラスチック製品の需要が高
まっているため、
プラスチック製品の使用を完全にやめることは
簡単ではありません。
そんな中でHostelling Internationalは、
ユースホステルで使用されるプラスチック製品が全てリサイクル
可能、
あるいは堆肥化が可能なものになることを目指して、
全世
界で深刻化するごみ問題に真剣に取り組んでいます。今回は、
世界各地のユースホステルにおける、
プラスチック製品削減に
向けた取り組みを紹介します。
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Emilia Prodea
Quality and Sustainability
Senior Executive

（Hostelling International）

2018年、
Hostelling Internationalネットワークの国際総会にて、使い捨
てプラスチックの削減と食品ロスの削減という２つの動議が成立しました。
翌年2019年からはアドバイザリーグループの一員として
「世界の観光のプ
ラスチックに対する取組み」
に参加してきましたが、
今回晴れて正式加盟組
織として調印できたことを大変嬉しく思います！Hostelling International
は、
今後も世界各地のユースホステルにて、
プラスチック製品の使用の制限
または廃止、
そして食品ロスへの対策を行い、
サステイナブルな旅の実現に
向けて積極的に取り組んでいきます。

Sustainable Tourism

ユースホステルのプラスチック製品削減の取り組み

Railway Square YHA（オーストラリア）
オーストラリアのシドニーにあるRailway Square YHAユース
ホステルでは、
プラスチック製のカードキーに代わって、木製のお
しゃれなカードキーを採用しています。
プラスチック製のものより
も長期にわたって使うことができ、環境にも優しくサステイナブル
なカードキーです。

Stayokay（オランダ）
オランダのユースホステル協会では、ペットボトル飲料の販売を
取りやめ、代わりに繰り返し使えるウォーターボトルの販売を始
めました。オランダの水道水は匂いもなく安心して飲めるので、
ユースホステル内に自由に使える給水スポットを設置しています。
また、空きペットボトルの回収も積極的に行い、
プラスチックごみ
問題に対する啓発活動を続けています。

Hualien Wow Hostel （台湾/中華台北）
台湾の花蓮にあるHualien Wow Hostel は、
木材、
コンクリート、
石、
廃材などを再利用した、
レトロなインテリアが評判です。
デザイ
ナーのChengWei Chiang が風水や禅の概念をユースホステル
のデザインに取り込み、
様々な材料を有効に活用してプラスチック
の利用を最小限に抑え、Hualien Wow Hostel をサステイナブ
ルで暖かい空間に仕上げました。

プラスチック製品削減のために今日からできること
外出する際には、
マイバックを持ち歩こう！
旅行には、
マイボトルを持って行こう！
旅行には、
マイ箸も持って行こう！
旅先で食べ歩きを楽しむときは、なるべくプラスチックではなく紙製のお皿を選ぼう！
使い捨てプラスチック製品を全く使わずに旅ができるか挑戦してみよう！

「世界の観光のプラスチックに対する取組み」
に関する Hostelling International の取り
組みはこちら
（英語）
。
http://blog.hihostels.com/2021/07/hi-has-become-a-signatory-of-the-global-tourism-plastics-initiative/

「世界の観光のプラスチックに対する取組み」
に関する
国連世界観光機関の説明はこちら
（日本語）
。
https://unwto-ap.org/plastic/#:~:text=%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E8%A6%B
3%E5%85%89%E3%81%A8%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83
%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%96%E7
%B5%84%EF%BC%88GLOBAL%20TOURISM%20PLASTICS%20INITIATIVE%EF%BC%89
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窪 咲子

Q

世界各国の空港で印象に残っている空港はどこですか？

夜のライトアップも幻想的。
ライトアップショーも行われます。

空港という場所は、
なぜこんな

であふれていました。その中のひとりに話しかけると、彼女は「もうか

にワクワクするのでしょうか。

れこれ2時間も荷物が出てくるのを待っている」と言います。まさかと

とくに
「世界の最も素晴らしい

思いましたが、待てど暮らせど荷物が出てこない…。かといって時間を

空港」ランキングで8年間トッ

つぶせるようなお店もないため、ひたすら待つのみ。ここまで荷物が出

プに君臨するシンガポールの

てこないと、ロストバゲージしてしまったのではないか？と不安にな

チャンギ国際空港に2019年

りますが、キューバでは当たり前のことだと言います。

にオープンした施設
「Jewel」

「ガタン」という音とともにターンテーブルが回りだすと、拍手喝采！

は、
巨大なガラスドームの中に

荷物を待ちわびていた旅人がハイタッチをして喜び合う…そんな光景

約2万2,000平方メートルもの

がこの空港では日々繰り広げられているのです。ようやく荷物が出て

シンガポール最大級の屋内庭

きたのは、ハバナに到着してから3時間後。こんなに荷物が出てきてう

園や建物の中心に流れる高さ

れしかったことは後にも先にもありません。（つぎにキューバに行く

40メートルの滝など、スケー

機会があれば、絶対預け荷物はしないと心に誓いました。笑）

ルの大きさとアイデアに驚き
ます。
まるで子どものころに見
たアニメ
「ドラえもん」に登場

しばらく玉ねぎのにおいが
消えなかったスーツケース

する21世紀の世界のよう。1日中いても飽きないほど魅力的なスポット
が点在し、
こんな世界があるのかと衝撃を受けました。
ハバナの玄関口、
ホセ・マルティ国際空港。

疲れ果てて、宿泊先へ向かうためにタクシーに乗ると、なぜか後部座席に
もトランクにも溢れんばかりの玉ねぎが積まれており、
玉ねぎに囲まれて
の移動。
信じられないことが次々と起こるキューバの洗礼を受けました。
クラシックカーが走る古き良き街並みや美しいビーチ、
陽気な人々…。
訪れるまでは大変でしたが、
それも含めの“キューバらしさ”を存分に味わ
うことができました。

レトロな街並みを疾走する
カラフルなクラッシクカー。

一番印象に残っている空港と言われたら、キューバの首都ハバナにあ

キューバの革命家、
チェ・ゲバラの
肖像が有名な革命広場

るホセ・マルティ国際空港が浮かびます。キューバと言えば、クラシッ
クカーやレトロな街並みをイメージしますが、訪れたホセ・マルティ国
際空港もまた、タイムスリップしたかのような独特の雰囲気を醸し出
していました。日本からメキシコシティ経由で約20時間。ハバナに着
いた頃にはクタクタで、「一刻も早く荷物を受け取ってホテルに行こ
う」と思っていたのですが、旅は思い通りにいかないもの。
荷物が出てくる気配のないターンテーブルの周りは、疲れ果てた旅人

1950~60年代のクラシック
カーが現役で走っていました。

PROFILE

窪 咲子
＠0812sakiko
20

芸能雑誌編集部を経て、子どものころから憧れていた1年8カ月の世界一周の旅へ。初心者バックパッカー＆女性ひとり旅という
こともあり、危険を回避するために細心の注意を払い、大きなトラブルなく無事に帰国。これまでに訪れた国は76カ国。世界各国
で出会ったイケメンのストリートスナップを集めた
『世界イケメンハンター』
を連載。
旅の記録を収めたブログ
『恋する咲ログ』
では、
世界一周ブログランキング１位を獲得。『今夜くらべてみました』『マツコの知らない世界』『王様のブランチ』などに出演。
現在は電車好きな3歳男の子の母として子どもと楽しむ旅を発信。次は息子と世界一周の旅に出ることを計画している。
■著書『GIRL’S TRAVEL』(ダイヤモンド社)『恋する世界一周』(イカロス出版)

旅ガール窪咲子さんに聞いてみたい旅の疑問をメールで募集中！

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107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)、

『島旅ひとりっぷ』(小学館)、『トカラ列島秘境さんぽ』(西日本出版社)等。Podcast配信中→「松鳥むう」で検索を。http://muu-m.com/
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日本ユ ースホステル協会

一般財団法人
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口セミ

11 ジャパニ

特

ある楽しいミれ ティングを行うよう努力しているホステルです
れ

北海道

苫前郡羽幌町栄町260

3

大雪山白樺荘ユ ースホステル

071-1472

北海道

上） II郡東） IIIIIJ旭岳温泉

01 66-97-2246

指

078-4123

指
目

営
運

旅
の

ク

特

ー、

リ

慮
配
｝
、
J
用
利
の

羽幌遊歩ユ ースホステル

慮
配
に
応
対

2

一

特

名寄市日進391-2

ミ

北海遵

f

ナ

·

和室が中心で飾りつけなど日本文化が楽しめる工夫や配慮があるホステルです

01 654-2-2921

01 64- 62-21 4 6

美馬牛リバティユ スホステル

071-0472

北海道

上） l ［郡美瑛町字美馬牛南1-1-24

01 66-9 5-2141

5

イルムの丘ユースホステル

074-1273

北海道

深川市音江町音江546-2

01 64-25-1 0 0 0

6

塩狩ヒュッテコ ースホステル

098-0125

北海道

上）川郡和寒町字塩狩503 番2

0 1 65-32-4 6 0 0

7

網走流氷の丘ユ ースホステル

093-0085

北海道

網走市字明治22-6

0 1 52-4 3 - 8 558

小清水はなことりの宿ユ ースホステル

099-3452

北海道

斜里郡小清水町浜小清水137番地4

Ol 52-63 -4500

摩周湖ユ ースホステル

088-3222

北海道

） l ［上郡弟子屈 IIIJ原野883

0 1 5-482-3 0 9 8

10

厚岸愛冠ユ ースホステル

088-1114

北海道

厚岸郡厚岸町湾月 2丁目 8番地

01 53 -52-2054

ll

池田北のコタンユ ースホステル

083-0031

北海送

中川郡池田町利別西町99-4

Ol5-572-3666

099-4403

北海道

斜里郡済里町向陽282

0152-25- 3 9 9 5

12

YHA済里イ ハト

13

屈斜路原野ユ ースゲスト八ウス

088-3341

北海道

） l ［上郡弟子屁町字屈斜路原野443-1

01 54 8-4-2609

ー

ー

ー

ヴユ スホステル

14

東大雪ぬかびらユ ースホステル

080-1403

北海道

河東郡上士幌町ぬかびら温泉郷

01564-4-2 0 0 4

15

トイビルカ北帯広ユ ースホステル

080-0272

北海道

河東郡音更町下士幌北4線東52-8

01 55-3 0-41 65

16

夕張フォレストユ ースホステル

068-0751

北海道

夕張市沼ノ沢554

01 23 -57-2 5 3 5

17

帯広八千代ユ ースホステル

080-2336

北海道

帯広市八千代町基線163

Ol 55-60-2353

18

積丹ユ ースホステル

046-0322

北海道

積丹郡積丹町大字余別町297

0 1 3 5-46-5051

19

島牧ユースホステル

048-0631

北海道

島牧郡島牧村字千走21

01 3 6-74-5264

20

室蘭ユ スホステル

050-0084

北海道

室蘭市みゆき町3-12-2

014 3 -44-3 3 57

21

札幌国際ユ ースホステル

062-0906

北海道

札幌市農平区豊平6条6丁目 5-35

Ol l- 8 25-31 2 0

22

まっかりユ ースホステル

048-1615

北海道

虻田郡真狩村字緑岡 94-2

Ol 3 6-45-24 3 2

23

リフォレ積丹コ ースホステル

046-0202

北海道

積丹郡積丹町大字婿美町444-7

01 35-44-3277

ー

24

脇野沢ユ ースホステル

039-5332

青森県

むつ市脇野沢瀬野川目 41

01 75-44-234l

25

カワヨグリ ーンユ ースホステル

039-2151

青森県

上北郡おいらせlilJ向山3331

Ol7 8-56-2756

26

遠野ユ ースホステル

028-0555

岩手県

遠野市土淵町土淵13-39-5

Ol98-62- 8 7 3 6

27

安比高原カムイの森ユ ースホステル

028-7306

岩手県

八幡平市安比高原661-5

01 9 5-7 3-504l

28

メ ープル仙台ユ ースホステル

981-0933

宮城県

仙台市合葉区柏木1-9-35

022-234-3922

29

リアス唐桑ユ ースホステル

988-0563

宮城県

気仙沼市琶桑町中井 2-8

0226-32-249 0

30

エス ポー ルみやぎユ ースホステル

983-0836

宮城県

仙台市宮城野区幸町4-5-1

022-293-4631

31

大曲ユ スホステル

014-1412

秋田県

大仙市藤木字甲本藤木46-1

Ol 87-65-3 4 51

32

ひがしねベアフットユ ースホステル

999-3765

山形県

東根市神町南 1-3-39

0 2 3 7-47-1 057

33

ログキャピンステラポートユ ースホステル

960-2261

福島県

福巳市町庭坂字湯花沢2-9

024-591-1 4 1 2

34

みさとユ ースホステル

960-0808

福島県

伊達市霊山町下小国広畑45-7

ー

適

ホステル内に温泉があり温泉浴が楽しめるホステルです

4

ー

したホステルです

研修室やグラウンドなどを持ち（または予約が可能）、研修や合宿に
ク

ズホステル

回温泉ホステル

意しているホステルです

ー

ー
用
自然食や自家製パン、メニュ 、食材など、楽しい食事にこだわりを持つホステルです
色

ー ホステル
ー

営に努力しています

地域の文化に触 ら る機会や文化体験ブログラムを
運

ティングホステル

11 楽食ホステル
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ル等に配虞した

節水省エネ、リサイ

096-0066

，

●
三三

ー

なよろサンピラーユ ースホステル

8

- 3

11D1 ネイチャ ホステル
II ヵルチャーホステル

l

--

:：一

YHの詳しい詳細はHPをチェックl
(httpJ/wwwjyh.ocjp/japanyh.php)
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3360 円

14
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14
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3850 円

18

3350Pl
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3564 円
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3300 円

回駐

32

3450 円

回

14

3600 円

回

24

3465円

28

2800 円
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回

23

3500 円

駐田

18

3580 円
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14

3900 円

14

3520 円
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3400 円
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12
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回日
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13

3850 円

22

2700Pl

28

3400 円

24

3000 円

15

3300 円

10

3400 円

駐匿

32

3190 円

024-586-1 828

匿

10

2900 円

m

11!1

35

会津の里ユ ースホステル

969-3532

福島県

喜多方市塩） l ］町小府根字畑ケ田36

0241 -27-2 0 54

駐

14

2600 円

36

ユ ースゲストハウスアトマ

960-2151

福島県

襦島市桜本船石15-2

024- 591 - 2 523

＇譴巳i!

26

3630 円

37

日光杉並木ユ ースホステル

321-2345

栃木県

日光市木和田島2112-7

028 8-26-0951

田璽＇

3360 円

草津高原ユ ースホステル

377-1711

群馬県

吾妻郡草津町草津464-1

0279-8 8-3 895

回

96

3460 円

39

北軽井沢ブル ー ベリ ーユースゲストハウス

377-1524

群馬県

吾妻郡嬬恋村鎌原1506-12

0279-84-3 3 3 8

m
mm

30

38

19

4000 円

40

谷川岳ラズベリ ーユ ースホステル

379-1619

群馬県

利根郡みなかみ町谷川75-5

027 8-72-4 9 8 0

駐厄'

20

3600 円

41

九十九里浜白子ユ ースホステル

299-4203

千葉県

長生郡白子町剃金2722

0475-33 -2254

回駐＇

20

3400 円

42

御嶽ユ ースホステル

198-0175

東京都

青梅市御岳山57

0428-78- 8774

匿璽置

28

3300Pl

43

ー

小笠原ユ スホステル

100-2101

東京都

小笠原村父島字西町46-12

0499 8-2-2692

27

4500Pl

0499 8-3-2468

14

3850 円

179

3530 円

44

アンナピー チ母巳ユ ースホステル

100-2211

東京都

小笠原村母怠字静沢26-2

45

東只セントラルユ ースホステル

162-0823

東京都

新宿区神楽河岸,_,

46

東京上野ユ ースホステル

110-0005

東京都

台東区上野1-13-6東京新潟県人会館4 階

0 3 - 6284- 4357

47

箱根仙石原ユ ースホステル

250-0631

神奈川県

足柄下郡箱根町仙石原912

0460-84-8966

48

宮士吉田ユ ースホステル

403-0004

山梨県

富士吉田市下吉田3 丁目 6-51

0555-22- 0533

49

石和温泉ユ ースホステル

406-0022

山梨県

笛吹市石和町山崎106-2

055-262-2 11 0

セントラルプフザ18 階

0 3 - 3 2 3 5-11 07

50

清里ユ スホステル

407-0301

山梨呆

北杜市高根町済里3545

0551-4 8-21 25

51

八ヶ岳ポニ ーユ ースホステル

408-0041

山梨県

北杜市小淵沢町上笹尾3332-1911

0 551-3 6-64 01

52

勝沼ぶどう郷ユ ースホステル

409-1302

山梨県

甲州市勝沼町菱山861-2

0553-20-47 3 3

ー
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4290 円

13

3200 円

29
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3740 円

15

3600Pl

15

3630 円

ユ

ー・

スホステルに泊まって世界を旅しよう！

ー

ー

ー

世界各国のユ スホステルをおトクに利用するなら、 ユ スホステル会員が
オススメ！ユ ー スホステルの会員にはこんなメリットがあります！
1

ー

国内外のユ スホステルをおトクな会員価格でこ利用いただけます！

国内外のユ

ー

スホステ ルをおトクな会員価格でこ利用いただけます！

I 割引提携施設をユ
旅行用品やレンタカ

ー

スホステル会員割引価格でこ利用いただけます！

ヅ'

- ..

k"OT曇nm

1

I

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！

ー

日本国内の割引提携施設情報はこちら！→http://www jyh.or jp/discount/

Digital HI Membership なら、もっとリ ーズナブル！
スマ ー トフォンから簡単にこ登録いただけるデジタルメンバ
会員証より500円おトク！さらにデジタルメンバ

ー

ー

シップなら従来型の

だけの特典も)

※こ入会はパソコン／スマートフォンから。郵便局からの払込み用紙を使用したお申し込みは対象になりません。
カテゴリ ー
4歳～中学生

少年パス

青年パス

中学生修了年齢～
満19歳未満

家族パス

会只証記載の 代表者と続柄
年齢を問わず8名までの 同行者

満19歳～

成人パス

10名 以上の 団体・機関の
引率責任者（満l 8淑 以上 ）
満 2 6歳 以 上 、 有効期限は
登録 の 日か ら 終 身

団体パス

終身パス

ユ

※配償者の終身パスをさ希望の方に焦科発行

I

新規

従来型会員証

¥1,000

¥2,500

¥2,000

¥1,500

¥3,500
¥5,000

~49歳¥50,000
50~59歳¥35,000

¥1,000

¥3,000

¥4,500

60-69歳¥20,000
70歳～¥10,000

スホステルインフォメ

ー

■休館ユ

継続

¥1,500

ー

スホステル

ー

桃岩荘 ユースホステル（北海道）……………… 2022年5月31日まで※
美瑛ポテトの丘 ユースホステル（北海道）…………………••当分の間※
大沼公園 ユースホステル（北海道）…………………………••当分の間

裏磐梯 ユースホステル（福島県）……………………………••当分の間
ひのはら ユースホステル（東京都）…………………………当分の間※
能登漁火ユースホステル（石川県）…………………………当分の間※
善光寺教授院 ユースホステル（長野県）……………………•当分の間※
北信州観山 ユースホステル（長野県）…………………………当分の間

戸隠高原横倉ユースホステル（長野県）………………………•当分の間
川根七曲宿 ユースホステル（静岡県）…………………………当分の間
あすけ里山 ユースホステル（愛知県）…………………………当分の間
ユースホステル太江寺（三重県）……………………………••当分の間
清水 ユースホステル（京都府）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・ 当分の間
関空オレンジハウスユースホステル（大阪府）………………•当分の間※
あすかロ ード ユースホステル（奈良県）……………………••当分の間※
自然の森M.G． ユースホステル（広島県）……………………当分の間※
大洲城山郷土館 ユースホステル（愛媛県）……………………•当分の間
あしずりユースホステル（高知県）…………………………•当分の間※

国東半島国見 ユースホステル（大分県）………………………•当分の間

I

¥1,000

匿璽璽

¥500

¥1,000

詳細／こ登録はこちら 1

¥500

¥1,500

¥2,000

¥2,500

¥3,000

¥4,000

¥4,500

お取り扱いはありません

ション※マー クは新型コロナウィルス感染拡大予防のための休館
■閉館ユ

スホステル

ー

サロマ湖畔 ユースホステル（北海道）…………………2021年9月30日
吹上浜 ユースホステル（鹿児島県）……………………2021年5月31日
圭屋 ユースホステル（鹿児島県）……………………••2021年5月31日
ユースホステル西教寺（滋賀県）……………………••2021年4月30日

岩国 ユースホステル（山口県）…………………………2021年4月6日
おいらせユースホステル（青 森県） ……………………2021年3月31日
つるおかユースホステル（山形県）……………………2021年3月31日
甲府 ユースホステル（山梨県）………………………••2021年3月31日
支笏湖ユースホステル（北海道）……………………••2021年3月31日
昭和新山 ユースホステル（北海道）……………………2021年3月31日

カリンパニ・ニセコ藤山 ユースホステル（北海道）………2021年2月28日
那須ハイランドリゾート ユースホステル（栃木県）……•2020年12月31日
ユースホステル潮来荘（茨城県）……………………••2020年12月7日

知床岩尾別 ユースホステル（北海道） ………………••2020年9月30日
東京隅田川 ユースホステル（東京都） ………………••2020年9月30日
新宮早玉 ユースホステル（和歌山県）…………………2020年8月31日
福岡 ユースホステル（福岡県）………………………•2020年8月31日
長崎カトリックセンタ ーユースホステル（長崎県）………2020年7月31日
ユースパルあきた ユースホステル（秋田県）……………2020年3月31日
ユースホステル熊野市青年の家（三重県）……………•2020年3月31日

青い風ガ ー デンユースホステル（静岡県）……………••2020年3月31日
桜島 ユースホステル（鹿児島県）……………………••2020年3月31日

Hostelling Magazine
設置場所募集！

全国の直営ユ ースホステルで働きたい方、こ自身で
ユ ースホステルを運営したい方を募集しています。

世界的なネットワ ー クの宿の 一 員としておもてなし

の宿を運営していただける仲間を募集しています。

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 'Hoste lling
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@」yhor」P)までお問い合わせください。

区ヨ置バックナンバ

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
ー
す。これまでに発行されたパックナンバ も読
み放題l
jyh.or jp/hm/index.html
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