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武雄温泉ユースホステル

〒843-0021 佐賀県武雄市武雄町永島16060-1
電話：0954-22-2490 URL: http://www.jyh.or.jp/info.php?jyhno=8202
JR武雄温泉駅から車で10分足らずの場所にある佐賀県武雄市にある森に囲ま
れたユースホステル。
良質な温泉も引かれているので、
ゆっくり旅をしたい方
にぴったりの場所だ。
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歴史と現在が良いバランスで融合するエリアにあるユースホステルは、
心も身体も癒してくれる場所だった。

Pick Up

武雄温泉
ユースホステル

九州の魅力を掘り下げる足し算と引き算
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する温泉地としても有名だ。県内の温泉ランキングで必
ず上位にランクインするのが
「武雄温泉」。博多からは特
急で1時間~1時間30分、長崎からは車でおよそ1時間
と、福岡空港からも、長崎空港からもアクセスが簡単で、
美肌の湯として知られる嬉野温泉も近く、少し足を伸ば
せば陶磁器の名産地、有田町や波佐見町へ行くこともで
きる。JR武雄温泉駅は、2022年に九州新幹線が開通予
定で、
これまで以上にアクセスが良くなるだけでなく、九
州各地を巡る拠点としても魅力的なスポットになるだろ
う。
その武雄温泉駅から車を10分弱走らせた山の中腹に
「武雄温泉ユースホステル」
がある。
森の中に佇む鮮やかなオレンジの建物は、正面からは分
かりにくいが、円を描くように設計され、インパクトがあ
る。
「このユースホステルを引き継いだときは、外壁も寂
しい感じだったんですけど、
自分たちで一から作り変えて
いったんです」。
こう話してくれたのは、
マネージャーの久
松健吾さん。
久松さんがマネージャーとして就任したのは、平成16
年(2004年)のこと。就任してまず最初に取り掛かった
のが、外観とエントランスまでのアプローチ部分の改修
だった。
「外観はとても重要です。
ここは、緑豊かな場所な
ので、
その緑が映えるオレンジにしたんです。
びっくりされ
る方もいますが、海外の方や子どもたちはとても喜んでく
れるんですよ！」。

ロケット開発の研究職からユースホステル運営への転身

アクセス抜群！九州の観光の拠点として注目の武雄温泉。

北部九州のほぼ中央に位置する佐賀県は、名湯が点在

「絵というかグラフィック的なアプローチなんです」。施設
をオレンジ色にした理由を聞くと、
そう朗らかに答えてく
れた。
デザイン関連の指導に定評があった長崎市内の高
校に通い、
グラフィックデザインを学んだ久松さんらしい
アイディアだ。卒業後はデザインとは全く縁遠く感じる三
菱系列の研究職に身を投じ火力プラントの開発試験や、
H2ロケットの開発などに20年携わったが、
グラフィック
デザインと研究職には共通する部分があったという。
「例
えば人が水で実験していれば、僕は空気でやってみた
り。人と違うことをやろうと思ったことを実践してきまし
た。
こういう部分は、
グラフィックデザインに共通するも
のがあると個人的には考えています」。
久松さんに転機が訪れたのは、1998年のこと。何気
無く読んでいた新聞に目を引く広告が掲載されていた。
「五島列島のユースホステルが危機です。立て直せる
マネージャー募集」。
この広告でスイッチが入ったと久
松さんは語る。
「 面白いな、
と。もう直感でしたね(笑)。
もちろん研究職も楽しいし、素晴らしい仲間もたくさん
いたのですが、新しいことにチャレンジすることの気持
ちが勝りましたね」。五島列島のユースホステルで徹底
して取り組んだのが「ゲストとのコミュニケーション」
と
「周辺の穴場探し」だった。"いらっしゃいませ"という
言葉をやめ、ゲストとの暖かいコミュニケーションを創
り、ガイドブックに乗らない穴場をゲストに紹介するな
どの工夫を重ね、見事五島列島のユースホステルを立
て直した。

PROFILE

久松 健吾
高校でグラフィックデザインを専攻し、
卒業後H2ロケットの開
発や火力プラントの開発試験を行う研究職に就く。20年在籍
後、
全く畑違いのホステル運営に携わる。
異業種での経験を活か
し様々な宿泊施設を立て直す。2000年に愛子さんと結婚し、
2016年より
「武雄温泉ユースホステル」
のマネージャーに就任。
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1. 良質な温泉が引かれた大浴場。浴槽も広く日頃の疲れをしっかり癒すことができる。窓から光が降り注ぐので、朝風呂もオススメだ。 2. 電動自転車の貸し出しは武雄温泉ユースホステル人気アクティ

ビティの1つ。市内の見所が近いので自転車散策するのにぴったり。 3. 大型のマイクロバスもあるため団体客のリピートも多い。

んは、
長崎カトリックセンターユースホステルの運営や、
五島
列島観光協会の会長も経験し、
2016年に武雄温泉ユース
ホステルのマネージャーに就任した。
様々な目線で仕事をし
てきた久松さんの目に、
武雄はどのように映ったのだろうか。
「武雄に来て、
まず思ったのが交通の便の良さ。福岡と長崎
のちょうど中間にあるので、武雄を拠点にして各所を巡れる
のは大きな魅力ですね。
そして何と言っても質の良い温泉。
長崎の五島や平戸で体験できるようなアクティビティは少
ないけど、武雄は落ち着いてゆったりできる。
身体と心を休
める場所としては最高の場所です。住む場所としても申し分
なく、妻はもうここを離れたくないって言うくらい気に入って
ます(笑)」
。
コンパクトながらも魅力的な場所が多いと愛子さんも説明
してくれた。
「近くには3,000年の樹齢を誇り、
パワースポッ
トとして知られる大楠があります。
そこから徒歩圏内にある、
全国で初めて民間の会社が関わった市立図書館の武雄市
図書館は開放的な空間で、
コーヒーを飲みながら読書を楽
しめるのも嬉しい。歴史ある温泉地でありながらも、新しい
感覚で造られた施設が市民に限らず観光客の憩いの場にも
なっているのが武雄らしいところ。巡れば巡るほど魅力が発
掘できる場所ですね」
。
武雄は、美味しいお店が多いのも魅力の1つ、
と愛子さんが
続ける。
「最初は夕食の提供も行っていたのですが、武雄に
暮らして感じたのは、地場の食材、
九州の食材を使った美味
しいお店が本当に多いと言うこと。佐賀県は玄界灘や有明
海でとれた海産物や和牛の産地で、
美食の宝庫です。
無理し
てユースホステルの中でお食事をしなくても、
ここに暮らす
私たちが“ここはオススメしたい！”と思うお店に送迎して、
そ
のお店で夕食を食べてもらうことで、
もっと武雄を知っても
らえて、
好きになってくれたら、
と思っているんです」
。
“宿泊に夕食は付き物”という概念に縛られず、
地域と連携す
ることで、訪れたゲストに“武雄でしか出来ないひととき”を

誰 か に 何 か を や っ て も ら う の で は な く 、自 分 が 成 功 例 を 作 っ て そ れ を 広 め る

武 雄 温 泉 は 、心 と 身 体 を ゆ っ た り さ せ る の に ぴ っ た り な 場所

ユースホステルの立て直し成功が話題となり、
その後久松さ

武雄温泉ユースホステルでゲストに好評なサービスがある。
それは愛子さんが作る朝食だ。
おにぎり2個にお味噌汁とお
漬物。
どこか懐かしく、
シンプルな朝食だが、
お米は有田の棚
田米、
海苔は有明海苔と佐賀の食材にこだわった朝食だ。
家
路につくゲストも、
これから武雄を楽しむゲストも、
佐賀の恵
みでお腹を満たして一日が始まる。
このシンプルな朝食が旅
のオードブルでデザートなのだ。無料のサービスだが、
ゲス
トを喜ばせるという価値観は大切にしている。
このしっかり
した価値観が武雄温泉ユースホステルにはある。
「ここは、近隣に充実したスポーツ施設がたくさんあるので、
学生の団体利用も多い場所です。
そしてここを拠点にして近
隣を巡る個人利用者も多い。私たちは、
できるだけ視野を広
げて、
来ていただくゲスト一人一人に合った接し方や、
情報、
サービスの提供をするだけです」
。
最後に今後の展望を久松さんに聞くと力強くこう締めてくれ
た。
「長崎のランタンフェスティバルは民間が立ち上げたイベ
ントでした。少しずつ観光客への効果が出てきた時点で行
政が支援と援助を開始して大きなイベントとして大成功した
のです。
この成功を見て感じたのが
『誰かに何かをやっても
らうのではなく、
自分が成功例を作ってそれを広める』
という
ことです。
今後は我々個々のユースホステルが新しい取り組み
を発案、
実験していく事が大事です。
その成功例を日本ユース
ホステル協会が中心となって全国のユースホステルに広め、
共有することが、
日本のユースホステル運動の明るい未来を

楽しんでもらう。武雄温泉ユースホステルが愛される理由の

拓き、
青少年や旅行者の支援になると信じています。
そのため

一つかもしれない。

に、
私は今後も様々な取り組みに挑戦していきます。
」

1. 広い食堂には大きな窓が設置されているため、
朝は緑を眺めながらゆったりと食事を取ることができる。 2.3. 部屋も様々なタイプが用意されているので、
どのようなニーズにも応えることができる。
1
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MAP

MAP

A カイロ堂

MAP

B タケオベーカリー

C 武雄温泉物産館

九州駅弁グランプリで、グラ
ンプリを受 賞した
「佐賀牛
すき焼き弁当」には、A4ラン
クの佐賀牛が贅沢に使われ
る。
口の中でとろける牛肉と、
佐賀名産ブランド米"さがび
より"、特製だれが最高の組
み合わせ。

地 元 の 方 々から 愛 され る
ベーカリーショップで店内に
はいつもパンが焼ける香ば
しい匂いが香る。固 形の有
塩バターを使用した
「あんバ
ター」、クルミを生地に使用
した
「ピーナツサンド」
が特に
おすすめ。

佐賀県武雄市
武雄町富岡294
TEL：0954-22-2767

佐賀県武雄市
武雄町大字富岡10657-1
TEL：0954-22-2883

武雄市内の特産物を使用し
た加工品や、野菜果物まで揃
う場所。
スイーツの開発に力
を入れており、地元のいちご
「いちごさん」を使用した飲
む杏仁豆腐は見た目も味も
別格(土日のみ販売)。
お土産
探しにぜひ訪れたい場所。
佐賀県武雄市
武雄町大字昭和805
TEL：0954-22-4597

JR 高橋
高橋駅
駅

佐賀県武雄市ってこんなところ！
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B

佐賀県の西部にある武雄市
（たけおし）
。町の中心には
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JR 武雄温泉
武雄温泉駅
駅

武雄温泉楼門

開湯以来1300年経つ武雄温泉があり、
そのシンボルで

53

ある楼門は、
日本銀行や東京駅の設計を行った辰野金
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498

E34

吾によるもので、
国の重要文化財に指定されている。
35

来年秋に、西九州新幹線の開業を控えるこの街は、古く

34
34
35

から西九州の交通の要衝として栄えたことから、市内に

武雄の大楠
武雄市図書館

330

は地元武雄の特産品のみならず、佐賀牛や呼子のイカ、

345

鹿島の日本酒、
さがびよりやいちごさんなどの西九州の

330

名産を武雄焼や有田焼などで提供するレストランや居

武雄温泉ユースホステル

酒屋、
カフェも多い。

E34

池の内池

武雄市おすすめ

800年以上の歴史を持つ流鏑馬や新しいスタイルを取
り入れた図書館など、伝統と革新が融合するまちに県
内外からも多くの観光客が訪れる。

MAP

D Beee+マルシェ＆カフェ

野菜ソムリエがいる旬の野菜
や有 機 野 菜にこだわったカ
フェ。野 菜はもちろん旬のフ
ルーツを使ったパフェも人気。
「さがほのか」や
「いちごさん」
などその日の仕入れで最高の
イチゴを贅沢に使う
「赤いちご
のパフェ」
は必見！
佐賀県武雄市
東川登町6704-3
TEL：0954-33-8025

読者
プレゼント

抽選で

SPOT
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E まねき鮨

F らかんの湯

福岡・佐賀版のミシュランで
掲載される銘店。県内外で獲
れる海産物を最高の状態で
堪能できる。お造りや握りは
もちろん、地元の銘酒も有田
焼の器で提供される。職人の
手仕事の奥深さを堪能でき
る随一の場所だ。
佐賀県武雄市武雄町354
TEL:0954-23-3978

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！

サウナ好きの聖地としても知られる本格的なフィンランド式サウ
ナが体験できる場所。
こだわり抜かれた空間と、細かく配慮され
た演出は極上の癒しを与えてくれる。訪れると今までのサウナの
概念が覆されるはず。
佐賀県武雄市武雄町武雄4100

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

TEL：0954-23-3131

応募期間：2022年2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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