日本ユースホステル協会は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（Hostelling International）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
02 Cover Interview
辻井 伸行

みんなが世界中の人とつながっていってほしい

10 Youth Hostel Pick up
立科白樺高原ユースホステル

森と湖に囲まれたユースホステルから、必要とする人に旅を届けたい

14 Hostelling Magazine × 地球の歩き方
音楽の都 ウィーンを旅する

16 FYI, from HI-Office
17 LiLiCoの映画で世界を旅しよう！
18 おしえて! 旅GIRL
19 松鳥むうの晴れときどき旅びより
20 YH-GUIDE ユースホステルガイド
※本 誌の情 報は2022年9月20日現在のものです。

関東/北信越地方

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。

01

HOSTELLING MAGAZINE INTERVIEW VOL.30

みんなが世界中の人と
つながっていってほしい

Hostelling Magazine Cover Interview

Nobuyuki Tsujii
辻井 伸行

PROFILE

辻井 伸行（つじい

のぶゆき）

2009年6月
「第13回ヴァン・クライバーン国際ピアノ・コンクール」において日本人
として初優勝を飾る。以来、ニューヨークのカーネギーホールの主催公演やイギリス
最大の音楽祭「プロムス」などに出演し大成功を収めたほか、
ウィーン楽友協会やベ
ルリン・フィル、パリのシャンゼリゼ劇場などの著名なホールで例年コンサートを開催
し、高い評価と多くの聴衆の支持を受けている。
また、ゲルギエフやアシュケナージな
どの世界的指揮者からも高い評価を受け、
これまでに数多くの共演を行っている。
フォト：小林潤次（七彩工房）/ 取材協力：ヤマハアーティストサービス東京
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初めての訪問先でも期待感いっぱい
どんな反応があるか楽しみ
— 辻井さんは、これまでも何度も国内外を旅してこられたと思う
の で す が、海 外 に 向 か う 時 は ど ん な お 気 持 ち で す か？

そうですね、海外はいろいろなところに行っていますが、特に
初めて訪れる場所に行く時はワクワクしますね。
「 どんな街な

演奏したんですが、この曲はポーランドの民俗舞踏の舞曲なん
です。で、どうしてもコンクールの前にそのポーランドの踊り
を体験してみたくなってしまって（笑）、地元の方と一緒に踊っ
たんです。その後に演奏したら、これまでのマズルカとは違う、
感じのいい演奏ができたんです。コンクールでは4回もカーテ
ンコールをいただくことができて、僕のショパンをみなさまに
喜んでいただけた。知らない方たちと踊ったのがいい経験にな
りましたね。

のかな？」
「 どんな食べ物があるのかな？」とか、
「 どんな空気な
んだろう」とか、その場所のことを調べている時のワクワク感は
すごく楽しいです。もちろん、演奏することへの緊張感はありま
すけど、聞きに来てくれるお客様の反応は場所によって違うの
で、初めて行く所では「どんな人が演奏を聞きに来てくれて、ど
んな反応をしてくれるんだろう」って、すごく楽しみですね！
— クラシックのコンサートというと静かに演奏を聞いて、演奏が
終わったら拍手をしてという、観客としてはそんな聞き方をイ

— え？一緒に踊った地元の方って、関係者の方じゃなくて知らな
い方たちだったんですか!?

はい（笑）。僕の母が、ポーランドの踊りを体験できるレストラ
ンを調べてくれて、そこに連れて行ってくれたんですけど、
「こ
こではやってない」と言われてしまって…。すると母が無謀な
ことに交渉してくれたんです。知らない人に「この子、ショパン
コンクールにでるので見せてあげたいんです！」って。

メージするんですけど、場所によって反応が違うんですか？

違いますね！文化の近いヨーロッパの中でも反応は様々です。
オランダのコンセルトヘボウ ※1 という歴史のあるホールで演
奏した時は、全員がスタンディングオベーションですごい拍手
をしてくれたり、アイスランドではステージを叩いたり足をバ
タバタ動かして反応してくれる方がいたり。海外ではスタン
ディングされている方が多いかな。気持ちをストレートに表現

—「この子、ショパンコンクールにでるので」って（笑）。向こうの
方も驚いたんじゃないですか？「ショパンコンクールにでる
子がきちゃったよ」って。

いや、それが声を掛けられた方も、ノリが良かったのか、
「わかっ
た！じゃあ、やっているところに連れて行ってあげるよ！」っ
て、車に乗せて連れて行ってくれて（笑）。

される方が多くて、それがダイレクトに伝わってきます。
— あの大舞台の裏で、そんな出会いがあったんですね。楽曲の背景を
— ヨーロッパ内でも違うとなると、
アメリカは相当違いそうですね。

知ると、音楽の捉え方や感じ方もまた変わってきそうですね！

ア メ リ カ で 演 奏 し た 時 は、皆 さ ん ノ リ が 良 か っ た で す ね！

そうですね、イメージが膨らみますし、演奏する上でもすごく

ヒューヒューって言ってくださって（笑）。初めて国際コンクー
ルで優勝したのが、2009年のヴァン・クライバーン国際ピア
ノコンクール ※2 だったんですけど、その時はコンクールの演
奏なのにまるでコンサートのようで（笑）、
「 アメリカの反応っ
てすごいんだなぁ！」って思いましたね。コンクールなのに楽
しい気分で演奏できるなんて思っていませんでしたから驚き
ました！

プラスになるんです。
その作曲家の人生をたどって、実際に歩いた道を自分で歩い
てみることもありますし、生前住んでいた家を訪れたり、当時
使っていたピアノに触れさせていただく機会もあります。ショ
パンの生家にも行きましたし、ショパンが28歳から暮らして
いたスペインのマジョルカ島にも行きました。
— 作曲家の足跡を追いかけているうちに、不思議な体験をしたり
しそうですね（笑）

旅先での出会いが
自分の演奏に影響を与える

それが……実は、あるんですよ。ショパンにゆかりのある修道
院に行った時なんですけど、なんだか色々と感じてしまって。
重苦しい雰囲気の修道院だったんですけど、ショパンが語りか

— コンクールといえばショパンの故郷で行われる世界的な若手
ピアニストの登竜門「ショパン国際ピアノコンクール」に、
2005年、
17歳で出場されましたね。

はい。当時は高校生で、出場者の中で最年少でした。自分の中で
プレッシャーはありましたけど、
「 ポーランドでショパンを弾
くことができる、それだけで自分にとってはいい経験になる」
と思って挑戦しました。コンクールでは『マズルカ』という曲も
04

けてきたり、ピアノの音が聞こえてきたり…。あれは不思議な
感覚でしたね。
「 ショパンが肺の病気で苦しんでいた時は、どん
な思いだったのかな」とか、思いを馳せていたら、急に涙が止ま
らなくなってしまったりもしました。
— 勝手なイメージなんですけど、演奏で各地を巡る時は演奏に集
中して、それ以外の余計なことをしたくないんじゃないかと
思っていました。

いえいえ、私は逆に演奏以外の気分転換をすることが大好きで
す。初めて行く街で散歩をしたり、その土地ならではのものを
食べたりするのも大好きです。アメリカでは乗馬もしました
し、下から風が吹き上がってくる屋内型のスカイダイビングの
ようなアクティビティもやりましたよ！
— えっ！？怪我したら大変じゃないですか！ピアニストの方って
「手は絶対触らせない！」
「危険なことには近づかない！」って、
そういう繊細なイメージを持ってました（苦笑）

まあ、スタッフの人もついてますし（笑）。それが、旅の楽しさな
ので！！小さい頃から母がピアノ以外にもいろんな経験をさせ
てくれていたので、そういうアクティブなことが好きなんです。
日本にいる時も時間があれば、陶芸をしたり、釣りをしたり、ツ
アーの合間には温泉に行ったりもします。陶芸はちょっとでも
気を抜いたら崩れてしまうので、繊細に土を触らなければいけ
ない。その指先の感覚がピアノに似ていて、すごく集中できるん
です。釣りも、魚がかかるのを待っている間の集中している時間
がピアノと似ているなぁと思います。山登りも好きで友達と一
緒に電車に乗って高尾山に行ったりもしますよ！山の空気を
吸ったり、鳥の鳴き声を聞いたり、友達と話しながら楽しく山登
りをするのは、気分転換になりますし、とてもリラックスができ
て好きです！
海外だと、アイスランドでは氷河の中に入ったりもしました
ね！マイナス何十度という寒いところで、氷河の氷を食べたり、
すごく思い出に残っていますね。
「こんなに自然が豊かなところ
で、アイスランドの人たちは生きているんだなぁ」って感じまし
た。アイスランドの人は本当に音楽が好きだし、出会った皆さん
は人柄も温かい方たちばかりで、一緒に共演したオーケストラ
の皆さんもフレンドリーに接していただいたんです。レストラ
ンで、一緒に即興でセッションしたりもして、たまたまそこにい
た人たちもその演奏を楽しんでいただいたり。コンサート以外
でも楽しい時間がたくさんありました。その温かい雰囲気も、こ
の自然の中だからこそ生まれたものなのかもしれないな、と感
じましたね。アイスランドで出会ったオーケストラの皆さんと
は日本でも一緒に演奏する機会を持つことができたんですよ！

※1 コンセルトへボウ・・・1884年にこけら落としという歴史ある
コンサートホール。第二次世界大戦前から現存するコンサートホー
ルでありながら優れた音響と、また太陽光を取り込む大きな窓など
特徴的なデザインでも注目されている。
※2 ヴァン・クライバーン国際ピアノコンクール・・・4年おきにア
メリカ・テキサス州のフォートワース開催される国際ピアノコン
クール。ソロリサイタルだけでなく室内楽や協奏曲などの能力が
20日間にわたって審査され、優勝者には副賞として3年間の世界ツ
アーが約束される。
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夢が叶って感じたのは
世界は広いということ
— 少 し 話 題 を 変 え て、辻 井 さ ん は お 酒 が お 好 き だ と か
（ 笑 ）。

はい。もう、なんでも！ビールからワイン、日本酒、焼酎……な

立ち止まった2年間で
立ち止まらなかったこと
— このインタビューが公開される時点では34歳になられますが、
30代に入って感じる変化ってありますか？

んでもですね。好きです（笑）。

ここ2年ぐらいで、演奏もすごく変わったなと思います。表現

— 滞在先ではスーツケースをテーブル代わりに、スタッフのみな
さんと“部屋飲み”をするのが恒例になっていると伺いました（笑）。

ありましたけど、ゆったりとした曲を演奏するの時の表現力や

（マネージャーさん：なんでバレてるんだ……）
よくやりますよ（笑）。長期滞在になることも多いので、そうい
う時はキッチンがついている宿泊施設をよく利用するんです。
スーパーマーケットで買い出しをして、マネージャーさんに料
理を作っていただいて、スタッフさんと皆んなでリラックスし
てお酒を飲んで、食べて（笑）。そういうのも面白いんです！こ
の間もイタリアのミラノに一週間滞在したんですけど、レスト
ランで食事をした後にワインをボトルで買って、帰ってから部
屋で飲んで……（笑）
— 世界的なピアニストなのに、私たちとやってることは変わらな
いじゃないですか。

何も変わらないですよー！
（笑）。お店選びも一緒に演奏する地

力もついたかな、と。若いころは勢いだけでも良かった部分も
テクニックはついてきたかなと思います。音色の種類も増えた
と思いますし、深みも出てきましたかね。この2年は、コロナの
影響でコンサートが開催できなくなったり、海外への渡航もで
きない状況でしたけど、自分の過去の作品と向き合ってみた
り、演奏を見直してみたりとか、新しいことに挑戦していまし
た。今まではコンサートと練習、旅も含めた移動で忙しくて、
ゆっくり自分を見つめ直す時間が取れていなかったので、そう
いった面ではプラスに捉えています。
— つらい時期ではありましたが、良いタイミングでもあったんで
すね。

いつかはそういうことをしなければいけない時期が来ていた
はずなので、まだ30代の今のうちにできたというのは良かっ
たのかもしれません。コンサートに向けて、いろいろと準備も
できましたし、コンサートを再開できた時には新たな気持ちで
演奏することができました。

元の人に訊いたり、自分たちで調べたり。街を歩きながら「ここ
よさそうだね」ってフラっと入ったりするのも好きなんです！
—「演奏しながら世界を旅する」という今の生活は、辻井さんが小
さいころに思い描いていたピアニストの生活と重なりますか？

思い描いていた夢ですし、叶ってますね。うん、楽しいです！ま
あ、時には飛行機が遅れて乗り継ぎができなくなりそうになっ
たりとか、そういうアクシデントはありますけれど、世界中の
方々の中で演奏できるのは、想像通りに楽しいことですね。想像
を超えていたのは、世界の広さですね。子どもの頃に思っていた
よりも世界が広くて、そこはやはり驚きました。アメリカに長く
滞在していた時期にアメリカ国内を何度も移動していたのです
が、東と西でも時差があって。早朝に出発して、飛行機を3回乗り
継いで、深夜になってようやく目的地に着く、みたいなことも結
構あったんです。
「 アメリカという一つの国でも広くて、大きい
んだなぁ」ってその時実感しましたね。びっくりしました。
— 確かにアメリカという一つの国でも、場所によって全く違いま
すよね。

— コ ロ ナ 禍 に 開 設 さ れ た 辻 井 さ ん のYouTubeチ ャ ン ネ ル
[Nobuyuki Tsujii Official Channel] での即興演奏や、
松任谷由実さんの「春よ、来い」を耳にして、勇気をもらった人
も多かったんじゃないかと思います。振り返ると東日本大震災
の直後から、海外で演奏される時には日本への支援に感謝する
メッセージを届けられていた様子も印象に残っています。

あの震災は音楽家として考えさせられましたね。
「 音楽で少し
でも皆さまに寄り添うことができたらいいな」と思っていて、
そういう時に、たまたま僕は海外にいました。海外で心配して
くださる、海外からサポートしてくださる方々に向けて、
「 本当
に日本に対してありがとうございます」、
「 温かい気持ちをいた
だいて、感謝してます」という気持ちを伝えたくて。常に感謝の
言葉と、その気持ちをこめて演奏をしていました。
今、世界はこういう状況（ウクライナをはじめとする国際間の
紛争や様々な社会的な出来事）の中にいますので、音楽で少し
でも世界が平和になって、みんなが笑顔でいられるように、と
いうことは常に考えていますね。

何もないような小さな町から大きな町までいろいろ行きまし
たね。ニューヨークではブルーノート（※）で本場のジャズを聞
いたりもしました。日本でジャズを聴きに行く機会もなかった
ので、とても新鮮でした。その時もお酒飲みながら（笑）。

※3 ブルーノート・・・マンハッタン、グリニッジヴィレッジにある
世界的なジャズライブハウス
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僕はこれまでにたくさんの方々から、いろいろなことを学ばせ

いかな、と思います。インターネットや、YouTube、テレビでも

ていただいたおかげで、世界を旅したり、音楽を通じてたくさ

いろいろ調べられますし、うん、自分がやりたいことをやって

んの感動をいただきました。両親、それからスタッフの皆さま

欲しい！旅の計画をしっかりして、いろいろ準備して、そこか

に囲まれてこれができている。本当に感謝しているし、すごく

ら一歩を踏み出すのもいいと思いますが、行き当たりばったり

恵まれている人生だと思っています。今、若い才能のある方々

でブラブラするのもいいんじゃないかと思います。
「 こうしな

もたくさん出てきています。これからはその次の世代の人たち

きゃいけない」ではなく、自分の「行きたい」、
「食べたい」、
「珍し

に、自分が目標になってもらえるような音楽家になっていきた

いものを見たい」、
「街を散策して、空気を吸ってみたい」という

いと思っています。あと、子どもたちに音楽の素晴らしさを伝

気持ちだけでいいと思うんです。何を感じるかは人それぞれで

えていきたい。昨年、河口湖にある小学校で音楽教室を開いた

すから。

んです。リハーサルの様子を子どもたちに見てもらったりした

それから旅先で出会う人は温かい方も多いですよ。少しでも世

んですよ！そういう活動を通して、これからもいろいろな人に

界のいろんなものに、いろいろな人に触れてみてほしいです。

出会って、音楽で笑顔を広げていきたいです。

積極的に海外に限らず国内でも旅をして、みんなが世界中の人
とつながっていってほしいな。このような環境下ですけれど

不安よりも自分のやりたいこと
世界は思っているよりも温かい

も、特に高校生、大学生の皆さんには、いろんな人に出会ってほ
しいです。僕は、小さいころからいろんなところで演奏するこ
とで、いろんな人と会えましたが、みなさんも旅を通じてよい
経験をしていただきたいです。

— ここまでお話しを伺ってきて、
辻井さんは、
人との出会いやふれ
あいに躊躇しませんよね。そこは音楽の力もあるでしょうか？

音楽って言葉が関係ないですし世界共通なんですよね。いろん

やってみたいことはありますか？

な国で、いろんな人と演奏できるのは本当に幸せなことです。

ブラジルに行ってみたいな！サンバとか、ちょっと違う音楽を

— ただ、言葉が通じない、行ったことのないところに行くのが恐
いと一歩を踏み出せない若い人も多いです。音楽という共通の

— なんだかとんでもないインスピレーションとグルーブが

言語を持ってない人に、なにかアドバイスを！

もちろん不安もあるでしょうけど、まずは自分の行きたいとこ
ろを探して、自分のやりたいことをやってみるのが一番じゃな
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— ちなみに辻井さんがこれから行ってみたいと思っている場所、

経験してみたいです。

生まれそうな予感が。

とんでもないことになると思います（笑）。

世界ツアーと同内容の意欲的なプログラムで挑む
日本ツアーが開催！
多くの聴衆を魅了し続けている辻井伸行の日本ツ
アーの開催が決定！ コンサートの前半に、2011年
のニューヨ ーク、カーネギーホールでの初リサイ
タルで演奏し満員の聴衆を圧倒したベートーヴェ
ンの名作ソナタ《テンペスト》を約 10 年ぶりに披
露、深い集中力がもたらす充実度の高いベートー
ヴェンが期待されます。また、超絶技巧が聴きもの
のリスト、輝かしい響きが究極の美しさを生み出す
ラヴェル、そしてメインプログラムにはジャズとク
ラシックの要素を高度な作曲技術で融合させたカ
プースチンの傑作を圧倒的な表現力で熱演します。
多様なピアノの魅力を余すことなく堪能できる
辻井伸行ならではの必聴のリサイタルの開催です！

プログラム

日程
2022年12月8日～2023年 3月17日 全15公演
＜2022年＞

ベートーヴェン

ピアノ・ソナタ 第 17 番 ニ短調 Op.31-2《テンペスト》

12/8 （木）19:00

新 潟 柏崎市文化会館アルフォーレ 大ホール

12/15（木）19:00

長 野 ホクト文化ホール（長野県民文化会館）大ホール

巡礼の年 第 2 年への追加《ヴェネツィアとナポリ》

名古屋 愛知県芸術劇場 コンサートホール

第 1 曲 ゴンドラを漕ぐ女

12/11（日）14:00
12/18（日）14:00
12/21（水）18:45
＜2023年＞

1/9

（月・祝） 14:00

1/11 （水）18:45
2/20 （月）18:30
2/24 （金）19:00
3/5

（日）14:00

3/8

（水）19:00

3/7

（火）14:00

3/11 （土）14:00
3/14 （火）19:00
3/17 （金）18:30

埼 玉 所沢市民文化センター ミューズ アークホール
静 岡 沼津市民文化センター 大ホール

福 岡 久留米シティプラザ ザ・グランドホール

広 島 上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）
高 知 高知県民文化ホール オレンジホール

宇都宮 栃木県総合文化センター メインホール
大 阪 ザ・シンフォニーホール
東 京 サントリーホール
東 京 サントリーホール

甲 府 YCC県民文化ホール 大ホール

札 幌 札幌コンサートホールKitara 大ホール
秋 田 あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

リスト

S.162/R.10 A197
第 2 曲 カンツォーネ
第 3 曲 タランテラ

ラヴェル

ハイドンの名によるメヌエット
亡き王女のためのパヴァーヌ
水の戯れ

カプースチン

8 つの演奏会用エチュード Op.40

特別協賛：大和証券グループ オフィシャル・エアライン：全日本空輸株式会社 企画・制作：エイベックス・クラシックス・インターナショナル

ツアーオフィシャルサイト

https://avex.jp/classics/tsujii-nobuyuki2022_23/

辻井伸行さん直筆サイン入り色紙 抽選で 1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申し込みフォームから！
http://www.jyh.or.jp/hm/

※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます

応募締切

2022年12月末日
09

DATA

立科白樺高原ユースホステル

〒384-2309 長野県北佐久郡立科町芦田八ケ野1020
電話：0267-55-6601 URL：http://www.jyh.gr.jp/tateshina/
蓼科山の麓に位置し、 団体専用キャンプ場・バーベキュー場を含む２千坪の
敷地を有したユースホステル。 夏は標高1500ｍの避暑地として、
春・秋は
高原の花や紅葉、
トレッキングなど、冬はスキーなどウインタースポーツの
拠点としても最適。

森と湖に囲まれたユースホステルから、
必要とする人に旅を届けたい
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Youth Hostel

Pick Up

立科白樺高原
ユースホステル

麓に位置する長野県立科町は、
ひょうたんを引き
伸ばしたような形で南北に細長く、“くびれ”にあ
たるわずか53ｍの最狭部を境に北と南で違った
自然の楽しみ方を教えてくれる。町民の約90％が
暮らす北部は里山エリアと呼ばれ、のどかな田園
風景が広がる。日本屈指の晴天率と高原の大き
な寒暖差が米や蕎麦、
りんご、信州蓼科牛といっ
た信州の“食の魅力”を育んでいる。南部は森と湖
に囲まれた高原のリゾート地。白樺の木々の間か
ら湖を眺めるロケーションは、
どこか北欧の風景
と似ている。春から秋はカヌーやトレッキング、冬
はウィンタースポーツと一年を通してアクティビ
ティには事欠くことがない。そんな立科町南部の
女神湖のほど近くに広がる森の中に
「立科白樺高
原ユースホステル」
はある。
「ここならどれだけ騒いでも周りに迷惑になるこ

マネージャーになって見えた、新しい景色

日本屈指の晴天率 立科の自然を楽しむ

日本百名山のひとつ、蓼科山
（標高2,531m）
。
その

とはないから、子どもを思いっきり遊ばせられる

寺島さんがユースホステルの世界に踏み込んだきっかけは大学
時代の旅だった。
「当時はユースホステルで働こうと思っていた
わけではなくて、
大学を卒業した後は“のんびり仕事をしながら、
好きな本が読める生活がいいなぁ” って、
それ位に進路を考えて
いたんです。
田舎で育ったので田舎が好きだったのかな。
漠然と
“農業とかが自分に向いているのかも”なんて考えていた時期に
たまたま訪れた和歌山でみかん農家のお手伝いのアルバイトを
見つけて働くことになって。
そこがたまたまユースホステルも併
設するみかん農家、有田オレンジユースホステルだったんです。
それから2年間位、東京と和歌山を行ったり来たりしながら、
み
かん農家とユースホステルの仕事を手伝っているうちに、
ユース
ホステルで働くことが仕事になった。
そんな感じですね
（笑）
」
。
その後、
1989年に日本ユースホステル協会に入職した寺島さ
んは職員としてキャリアを積み、
2年後にマネージャーとして東
北のあるユースホステルに赴任する。奇跡の一本松と共に東日
本大震災の震災遺構となった岩手県の陸前高田ユースホステ
ルだ。
「海の近くの松原の中にぽつんと一軒だけ離れて建つユー
スホステルでした。
周りには松以外何もなくて、
地元でも海の家

んです」。手作りの遊具が散りばめられた森を歩

だと勘違いしている人がいたくらい、
マイナーな存在だったんで

きながら、立科白樺高原ユースホステルのマネー

す。
もっとゲストと地元の人がふれあえるユースホステルにした

ジャーで、日本ユースホステル協会の理事長も務

くて、
地元の人しか知らないようなディープなスポットを案内す

める寺島 眞さんは柔らかく笑う。
「 周りの自然環

るツアーを企画したり、
ジャズのミュージシャンを呼んで地元の

境が本当に魅力ですね。
この辺りは野生の鹿が生

人も遊びに来れる演奏会を開いたり、交流の場になるイベント

息しているので、春から秋は夜に鹿を見に行くツ

を行っていったんです。
そうしたらだんだん地元の人がフラッと

アーをやっています。冬は女神湖の凍った湖面を

ユースホステルに遊びにきてくれるようになって、
その内地元の

歩きながら満天の星空を見る“星見ツアー”もやっ

人がゲストをつれて陸前高田を案内してくれるようになったんで

ているんですよ」。

す。
旅って泊まる場所だけで完結するものじゃなくて、
周りの自然
とか地域のお店とか地元の人とか、
全部込みで楽しむものだと、
私は思うんです。
“周りを巻き込んで魅力を高めていく”、
そういう

PROFILE

寺島 眞

静岡県出身 1989年に日本ユースホステル協会に入職し立科白樺高原ユースホステルに配属。
その後、
陸前高田ユースホステルのマネージャーを経て、
1995年より立科白樺高原ユースホス
テルのマネージャーに。2017年からは日本ユースホステル協会理事長も兼任。

感覚は陸前高田ユースホステルを運営する中で身についていっ
たのかもしれないですね」
。
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2

3

1. ロビー兼リビングスペースは、天井がとても高く開放感がある。天井付近には、多くの窓も設置されているので昼間入ってくる自然光が気持ち良い。 2. バリアフリー対応の大浴場は広々としていて、
ゆっ
たりと入浴することができる。窓から見える白樺の森でリラックス効果抜群。 3. 温もりを感じるゲストルームからも白樺の森を見ることが可能だ。

スホステルにある。子どもたちが親元を離れて自然の中で
共同生活を送る
『たてしな子ども自然体験村』
だ。1999年
から毎年夏と冬に実施しているプログラムで、全国から集
う出身も年齢も異なる子どもたちが共同生活を送る中で自
主性や協調性を育むことを目的にしている。
「乗馬のプログ
ラムができる牧場を探したり、協力してくれるボランティア
リーダーを集めたり、当初は必死でしたけど、
ユースホステ
ルで働く楽しさを再認識させてくれたプログラムだと思いま
す。
当時、
自分の中でユースホステルがただの安宿になって
しまうような感覚があって、
どこかモヤモヤとしていたんで
しょうね。参加してくれた子どもたちが変わっていく姿を見
たときに、
『あぁ、
この仕事をやっていて良かった！』
と思いま
したね。最終日に
『帰りたくない！』
って泣いている子ども達
を見ながら、私たちスタッフもみんなで泣いてしまっていま
した
（笑）」。
たてしな子ども自然体験村を企画する中で、
もうひとつの大
切なプログラムも生まれた。
「乗馬のプログラムをお願いし
ていた牧場で、RDAという障がいを持った方が体験できる
乗馬プログラムをやっていたんです。
そのプログラムを見た
時に、知的障がいや発達障がいをもった子どもが楽しめる
スキースクールを思いついたんです。
自然体験村を企画する
中で知り合ったスキーコーチのコミュニティもあったので、
マンツーマンのスクールであれば、出来そうだなと」。
しか

泊 ま る だ け じ ゃ な い 、こ れ か ら の ユ ー ス ホ ス テ ル の 役 割

自 分 の や り た か っ た こ と に 気 付 か さ れ た 、子 ど も た ち の 成 長

寺島さんが大切にしているプログラムが立科白樺高原ユー

“すくすくスキースクール”と名付けられたこのプログラムを
運営する中で思わぬ発見もあったという。
「参加してくれた
子の親御さんと話す中で、
障がい児をもつご家族が旅先はも
とより普段の生活の中でも常に
『迷惑をかけていないか』
と、
気を使って生活されていることを知りました。
このユースホス
テルは施設の中に広いホールもありますし、
天気がよければ
周りの森でも遊べる。多少騒いだって、走り回ったって問題
ありません。
スキースクールに参加してくれるお子さんが楽
しんでくれるのはもちろんですけど、
ここに滞在している間だ
けでも、親御さんにはそういう緊張した日常から開放されて
ほしいと思っているんです」
。
2017年に日本ユースホステル協会の理事長に就任した
寺島さんは、
"旅をしたいのに、何らかの理由で旅ができな
い人たち"に旅する機会を作ることがユースホステルの役割
の一つになると考えている。
「日本ユースホステル協会では
2017年 から、
『Sleep for Peace (Say HI for Peace)
- ユースホステルから旅を贈ろう -』
というプログラムを始め
ました。
これは対象期間内にキャンペーンに参加するユース
ホステルにご宿泊された方一名ご一泊につき250円を宿泊
料の中からプールさせていただき、
旅する機会に恵まれない
子ども達に旅をプレゼントするというものです。新型コロナ
ウィルスの影響でここ数年は実施を見送っていますが、状況
の回復を待って、
また再始動させたいと考えています」
。
チャレンジを続ける寺島さんに、
その原動力はどこにあるの

し、寺島さんのアイディアは当初スタッフから反対されたと

か尋ねると、嬉しそうにこう答えてくれた。
「楽しさですよね。

いう。
「私含め、
スタッフ全員が障がいを持った子どもたちと

もちろん新しいことを始める前や直後って大変なことが多い

触れ合った経験がありませんでしたから、心配になる気持

ですけど、旅を必要とする人に旅が届いて、笑顔で帰って行

ちは理解できました。なのでまずは私一人だけでも対応で

く。
こんなに楽しいことはないです！」
。

きるように、子どもの障がいについて勉強して、そこで得た

立科白樺高原ユースホステルのこれからのチャレンジがます

知識をスタッフと共有して。
そうやって少しずつ規模を大き

ます楽しみになった。

くしてきたプログラムです」。

鳥の名前が付けられたゲストルームの扉に飾られているイラストは
「子供自然体験村」
に参加した男の子が描いたものだ。
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提携する牧場で楽しめる乗馬は人気プログラムのひとつ。経験豊富な
スタッフと比較的落ち着いた馬が、
はじめての乗馬にぴったり。

高い晴天率と、極上の雪質を誇る
「白樺高原国際スキー場」
までは
徒歩圏内の距離。
ユースホステルを拠点に楽しむのがおすすめ。

MAP

MAP

A 牛乳専科もうもう

MAP

B たんぽぽ

1969年 に 創 業し、50年 以 上
牛乳・ソフトクリームを提供し
続ける乳製品の専門店。
やはり
一番人気は
「ソフトクリーム」。
放牧されている牛たちと、浅間
山や蓼科山を眺めながら濃厚
なソフトクリームを口にしたら
旅の醍醐味を体験できるはず。

C 杣人の家

昭和レトロを感じさせるロッジ
風のカフェは45年前に建てら
れた。手作りのアップルパイは、
地元のりんご"紅玉"を使い、毎
日丁寧に焼き上げられる。紅玉
の酸味が心地よく、優しい味わ
い。サイフォン式で丁寧に淹れ
るコーヒーをお供に。

店内にジャズが流れ、
シックな
雰囲気が楽しめる隠れ家のよ
うなお店。そばを仕上げるため
に重要となる水は蓼科の水が
ふんだんに使われる。人気の"
杣人セット"は、地元の旬な野
菜を揚げた天ぷらと、
こだわり
の甘味も付くのでオススメだ。

長野県北佐久郡
立科町芦田八ケ野1017
TEL:0267-55-6505

長野県北佐久郡
立科町芦田八ケ野410-11
TEL:0267-55-6363

長野県北佐久郡
立科町芦田八ヶ野40-1
TEL:0267-55-7557

立科町ってこんなところ！

立科町おすすめ

SPOT

朝日の丘公園

長野県の立科町(たてしなまち)は、
長野県の東部に位置
して南北に長く、中央部はくびれている形をしているた

40

め大きく北と南のエリアで分けられる。南部の高原エリ
アは、
日本百名山である蓼科山がそびえ立ち、女神湖や
白樺湖、
蓼科牧場を有する行楽地で、
野生動物にも遭遇
するような大自然が広がる。北部は、史跡や寺社などの

C

B

歴史を感じられる街並みとのどかな田園風景が広がる。
北部にある津金寺は、
1,300年以上も前に建立された

40

立科白樺高原ユースホステル

白樺高原国際スキー場

御泉水の森

歴史を持ち、毎年夏には夜観音万灯会(よるかんのんま
んどうえ)が開催され、
幻想的な風景を作り出す。

蓼科牧場ゴンドラリフト

MAP

D 御泉水自然園

蓼科山の清らかな水が湧き出る地域「御泉水(ごせんすい)」
に整
備された自然園の広さは東京ドーム約36個分。高山植物が咲
き誇る場所もあるが、
オススメは朽ちた倒木や、大きな岩石が一
面のコケに囲まれているエリア。
まさに異世界に迷い込んだ感覚
になれる場所だ。
長野県北佐久郡立科町芦田八ケ野
TEL：0267-55-6131(御泉水自然園ビジターセンター )

読者
プレゼント

抽選で

MAP

MAP

E 女神湖

F 女神のテラス1830

勝利の湖とも呼ばれるパワー
スポットで、紅葉の時期は湖面
に映り込む山々の美しさに言
葉を失う。ボート、カヌーやカ
ヤック、冬はスノーシュートレッ
キングも楽しめるが最近人気
なのが、ペダルを漕ぐだけで湖
面をアメンボのように進めるロ
ボアメンボ。
長野県北佐久郡立科町女神湖畔987
TEL:0267-55-6210(女神湖センター )

ご宿泊券（1泊2日）ファミリー1組（4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し込みフォームから！

標高1830メートルから、女神湖や北アルプスを一望できる絶好
のロケーション。冬はスキー場として活用される場所のため、広
く開かれ絶景を楽しめる。標高が高いため、夏でも涼しい風がそ
よぎ、
ハンモックに揺られると至福の時間を満喫できる。
長野県北佐久郡立科町芦田八ケ野
TEL:0267-55-6131(御泉水自然園ビジターセンター )

http://www.jyh.or.jp/hm/
応募期間：2022年12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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世界各地のユースホステルをつなぐ国際事務局 Hostelling International で働く
日本人スタッフ 田中里沙が英国からユースホステルの最新情報をお届けします！

Hostelling International
Network and Brand Executive

田中里沙

サステイナブルなユースホステルを運営するHostelling International
（HI）の国際事務局で、唯一のアジア人女性として働く。日本語、英語、
中国語を活かし、HIブランドの推進と各地域のユースホステル協会間
の連携強化を担当。趣味は旅行と食べること。世界各地を暮らすように
旅し、現地の人と交流するのが大好き。

音楽だけじゃない、知られざるウィーンの魅力！
ウィーンと言えば、
「音楽の都」
として広く知られる歴史ある街で

ティーナ美術館といった歴史ある場所でも、
同性婚の公式な婚

すが、
実は多様性豊かでオープンな雰囲気の街でもあると知って

姻手続きを行うことが出来ます。

いましたか？

ウィーン市内で最も有名なフードマーケット、
ナッシュマルクト

2020年の時点でウィーン
ウィーン市の公式データ※ によれば、

を中心とするエリアは、世界中の味覚が揃っているだけではな

市の3割以上の住民が外国籍、
4割以上が海外で生まれた、
また

く、
あらゆる国籍や年齢、嗜好の人が集まる人気のスポットに

は海外にルーツをもつことが分かっています。

なっています。多様性豊かなウィーンの街、是非一度足を運ん

ウィーンの多様性は国籍だけではありません。オーストリアで

でみてはいかが？

は同性婚が法的に認められており、世界遺産に指定されている
シェーンブルン宮殿や世界有数のコレクションを誇るアルベル

1200 Vienna Brigittenau Youth Palace

（ウィーン市）
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※https://www.wien.gv.at/english/social/integration/facts-figures/monitoring.html

1070 Vienna Youth Hostel Myrthengasse

（ウィーン市）

ウィーンのブリギッテナウ地区に位置するこのユー

ミルテンガッセ地区にあるこのユースホステルは、

スホステルは、
ドミトリーメインと個室メインの２棟

ウィーンの中心地にある歩行者天国ゾーンに位置

からなっています。個室がメインのYouth Palace

するため、安全にのびのびと滞在を楽しむことがで

では、全てのツインルームがバストイレ付なので、

きます。美術館や博物館が立ち並ぶミュージアム

ユースホステルが初めての人でも安心。雨水をトイ

クォーターと呼ばれるエリアにあり、芸術を楽しむ

レの洗浄水に使用したり、太陽熱を利用してお湯を

には最適なユースホステルです。近くにはおしゃれ

わかすシステムを導入し、ゲストの快適でサステイ

なレストランやカフェも多くあるので、是非お気に

ナブルな旅を応援しています。

入りの一軒を見つけてみて。

https://www.oejhv.at/jugendherbergen/
wien/1200vienna/brigittenau-youth-palace/

https://www.oejhv.at/jugendherbergen/
wien/1070vienna/
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デン」！

は「スウェー

今回のテーマ

わたしの故郷スウェーデン、そこは北欧のヴェニス。森と
湖がたくさんあり、高いビルを建てないので空が広い。青
と黄色の国旗をみんな誇りに思い、街中に、庭に、ヨット
に、
玄関に、
食卓に…飾ってます。
街並みを壊さないルール
だから建物の外観は昔のまま、
中は綺麗にリノベーション
して出来るだけ新しいビルを建てない。
コンビニも古いビ
ルならネオンは避け、ドレープカーテンに店名を。夏は白
夜、冬はクリスマスマーケットが魅力的。今回の作品はス
ウェーデンの普通の暮らし、日常が覗けます。一般的な住
宅地で、
お隣さんとちゃんとコミュニケーションを持つこ
とが大事。
3 年も帰れず完全にホームシック…そんな時に
この一本。
家族にハグしたい、
それだけ。

『幸せなひとりぼっち』
誰かとシェアしたい
ほっこりで優しい一本！
住宅地の監視人オーヴェは頑固ジジイ。パトロール
してくれていますが、なんせグチばかり。奥さんの
お墓に話しかけるシーンは切ないけど、供えるお花
をケチるような人です。そんなオーヴェの近所にパ
ルヴァネ一家が引っ越して来て、最悪の出会いから
様々なことが起こり、なんとも言えない優しい気持
ちに満ちたラストへと向かいます。パルヴァネの
子供達と触れ合ったり( もちろんオーヴェは嫌々

©Tre Vänner Produktion AB. All rights reserved.

です)、奥さんに助けてもらったと話す人に出会っ

STORY

愛する妻を失い、
哀しみにくれるオーヴェ。
一人きりで生きる人生に希

たり、面倒くさいけどほっとく訳にもいかず、オー

望を見出せず、
墓参りの度に失意を募らせていた。
そんなある日、
隣の家

ヴェはいろんなことに巻き込まれます。なぜオー

にパルヴァネ一家が引っ越してくる。車のバック駐車、病院への送迎、

ヴェはこんな人間になってしまったのか？人は１

娘たちの子守・・・困惑するオーヴェのことなどお構いなしに、次々と
問題を持ち込むうっとおしい隣人とはケンカばかりの毎日を送ってい

日にして頑固ジジイにならない！私はこの映画を

たが、
それはいつしか日課となり、
かけがえのない友情となる。
そして、

観るたび感動が深くなり、大切な人を抱きしめたく

オーヴェの凍てついていた心は少しずつ溶きほぐされ、
愛する妻との思
い出を語り始めたのだった―。

なります。

ポニーキャニオンよりBD、
DVDともに発売中！

PROFILE

LiLiCo

（映画コメンテーター /タレント）

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、
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。
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窪 咲子

Q

旅先でお祭りに行ったことがありますか？
印象的なものを教えてください！
四方八方から飛
んでくるトマト

旅先を選ぶときに、
ベストシーズンに訪れることも大切ですが、
ちょっ

げ合うという収穫祭です。ゴーグルをつ

と変わった体験をたのしみたいなら、
お祭りを目指して旅行の計画をす

け、気合十分に参加し、お祭りが終わるこ

るのもおすすめ！

ろ頭から足の先まで全身トマトまみれ！

運河と路地がまるで迷路のように
入り組んだイタリア・ヴェネツィア

仮面で顔が隠れるため各界の
著名人がこっそり参加していると
いう都市伝説も

大人が本気で遊ぶ
「ラ・トマティーナ」
は、
ずば抜けてクレイジーなイベントでした。

で、2月中旬から3月頭まで行われ

参加するにはちょっと勇気が必要ですが、

る
「ヴェネツィアのカーニバル」は、

きっと最高の思い出になるはず！

私が世界のお祭りのトリコになった
きっかけでした。
仮面をつけ、
華やか

長さ700ｍにおよぶサ
ン
バのためのスタジ
アム

な衣装に身を包む人々が集う様子
は、まるで中世ヨーロッパの舞踏会
に迷い込んだかのよう。街中で仮面
が販売されているので、旅行者も気
軽に参加することができ、鮮やかに
彩られたヴェネツィアの美しさをぜ
ひ体験していただきたいです。
しい衣装は
ミステリアスで美
のしい
もた
るの
を撮
写真

仮面は10ユーロ〜販売

そして、とくに印象的だったのは、「ブラジル・リオのカーニバル」。
ただでさえ陽気なブラジル人が1年で1番熱狂するというシーズン。
街を歩いていると
「コンニチハ！」と明るく迎えてくれたのもうれし
かったです。メインとなるサンボドロモは、大音量の音楽とともに
ダンサーが押し寄せ、
会場はサンバ一色に。
驚いたのは、
パレード開始時
間。なんと夜の9時からはじまり、朝の7時ごろまで夜通しサンバ！サ
ンバ！サンバ！多いところで1チーム4,000人にもなるといい、
そのパ

テレビで見て、
いつか訪れてみたいと思っていたスペインのトマト投げ
祭り
「ラ・トマティーナ」
に参加したのは、
世界一周中の2011年のこと。
スペイン・バレンシア州にあるブニョールという街で毎年8月の最終水

フォーマンスの迫力には度肝を抜かれました。衣装を着てパレードに
参加できるツアーもあるそうで、また訪れたいと思うたのしいお祭り
ナンバー 1です。

曜日に行われ、100トンにも及ぶトマトがトラックの荷台に乗せられ

チームによって異なる
テーマも注目

手が込んだ衣装は見ごたえ抜群

次々と運ばれてきて、
地元の人に混ざりながら、
思いっきりトマトを投
トマトはつぶして
から
投げるなどルール
も

実際に世界のお祭りに参加してみると、
誰かに見せるためではなく、
自
分たちがたのしむために地元の人々が全力で取り組んでいるのが印象
的でした。お祭りはその土地の
「素」の部分にぐっと近づくチャンス。文
化や伝統に敬意をもって、
参加したいものです。

PROFILE

窪 咲子
＠0812sakiko
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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♪

（まつとり むう）

・・・・・・・・

松鳥 むう

イラストエッセイスト。今までに訪れた日本の島は118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。2022年9/22に新刊『むう風土記〜ごはんで紐解く日本の民俗・ならわし再発見録〜』(A&F)発売。
Podcast配信中→「松鳥むう」で検索を。http://muu-m.com/
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Membership

ユースホステルに泊まって世界を旅しよう！

※成人会員証（見本）

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
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！
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！
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！

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！

※終身会員証（見本）

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/

カテゴリー

従来型会員証
新規

継続

少年パス

4歳〜中学生

¥1,500

¥1,000

青年パス

中学生修了年齢〜
満19歳未満

¥1,500

¥1,000

成人パス

満19歳〜

¥2,500

¥2,000

家族パス

会員証記載の代表者と続柄・
年齢を問わず8名までの同行者

¥3,500

¥3,000

団体パス

1 0 名 以 上 の 団 体・機 関 の
引 率 責 任 者（ 満 1 8 歳 以 上 ）

¥5,000

¥4,500

終身パス

満 2 6 歳 以 上 、有 効 期 限 は
登録の日から終身

〜49歳 ¥50,000
50〜59歳 ¥35,000

60〜69歳 ¥20,000
70歳〜 ¥10,000

※配偶者の終身パスをご希望の方に無料発行

Information

ユースホステルインフォメーション

継続

詳細/ご登録はこちら！

※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

■休館ユースホステル

■閉館ユースホステル

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当分の間
大沼公園ユースホステル（北海道）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当分の間※
カワヨグリーンユースホステル（青森県）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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
池廼家ユースホステル（新潟県）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2022年9月30日まで
ユースホステル唐島荘（富山県）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当分の間※
善光寺教授院ユースホステル（長野県）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当分の間
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※
関空オレンジハウスユースホステル（大阪府）
自然の森M.G.ユースホステル（広島県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当分の間※
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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
森の宿うわじまユースホステル（愛媛県）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当分の間※
あしずりユースホステル（高知県）
五島三井楽サンセットユースホステル(長崎県)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当分の間
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当分の間
高千穂ユースホステル（宮崎県）

屋久島ユースホステル(鹿児島県)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和４年 6月 30 日付
おぶせの風ユースホステル(長野県)・・・・・・・・・・・・・・・・令和４年 ５月３1日付
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和４年 ４月３０日付
安比高原カムイの森ＹＨ（岩手県）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和４年 ３月３１日付
あすかロードＹＨ（奈良県）
・・・・・・・・・・・・・・・・・令和４年 ３月３１日付
小清水はなことりの宿ＹＨ（北海道）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和４年 １月３１日付
ＹＨ猪名川山荘（兵庫県）
清水ＹＨ（京都府）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和３年１１月３０日付
戸隠高原横倉ＹＨ（長野県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和３年１０月 ６日付
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和３年１０月 4日付
北信州観山ＹＨ（長野県）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和３年 ９月３０日付
国東半島国見ＹＨ（大分県）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和３年 ９月３０日付
サロマ湖畔ＹＨ（北海道）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和３年 ６月３０日付
吹上浜ＹＨ（鹿児島県）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和３年 ４月３０日付
ＹＨ西教寺（滋賀県）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和３年 ４月 1日付
圭屋ＹＨ（鹿児島県）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和３年 ４月 6日付
岩国ＹＨ（山口県）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和3年 ３月３１日付
おいらせＹＨ（青森県）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和3年 ３月３１日付
つるおかＹＨ（山形県）
甲府ＹＨ（山梨県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和3年 ３月３１日付
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和3年 ３月３１日付
昭和新山ＹＨ（北海道）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和3年 ３月３１日付
支笏湖ＹＨ（北海道）

ユースホステル

マネージャー募集
全国の直営ユースホステルで働きたい方、ご自身で
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。

Hostelling Magazine
設置場所募集！
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「Hostelling
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@jyh.or.jp)までお問い合わせください。

公開中！ 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
す。
これまでに発行されたバックナンバーも読
み放題！

jyh.or.jp/hm/index.html

発行日:2022年9月20日/発行所:一般財団法人日本ユースホステル協会(〒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)/発行人:寺島眞(日本ユースホステル 協会)/
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