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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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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