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ひのき  はじめてきました。何よりも妻が喜んでくれて、私は

連れてきて、本当に良かったです。また、きます。（男

性・30 代）  

ひのき  特にあねっこの湯の露天風呂が好きです。冬の夜の

ライトアップした所にしんしんと降る雪が幻想的で素

敵です。（男性）  

ひのき  以前は、”岩風呂”が好きでしたが、ひのき風呂も好

きです。寒がりの私は、冬、露天まで行けませんの

で、冬はひのきにゆっくりと雪景色を見ながら入って

います。春には、カタクリの花が可愛いですし、秋に

は、脱衣所のすぐ近くのモミジの紅葉がキレイです。

（女性・60 代）  

ひのき  木洩れ日がとてもきれいでいやされました。また来た

いです。（女性・20 代）  

ひのき  心身とも疲れた時はゆこたんのお風呂♨と決めてい

ます。心も体もゆっくりじっくり暖まったら、また、がん

ばる元気が湧いてきます。スキーシーズンが到来し

たら毎週通っちゃうかもです。（女性）  

ひのき  露天風呂で自然を眺めながらの女子トーク最高で

す！！（女性・20 代）  

ひのき  盛岡に住んでいます。仕事に疲れた時、精神的に

行き詰った時、日帰り風呂に来て、身も心もいやさ

れて帰ってきます。私にとって。ゆこたん温泉は、とて

も大切な幸せをくれる温泉です。（女性・60 代）  

ひのき  人生あと数年と感じている。ここに来れたこと幸せで

す。（女性）  

ひのき  以前、冬に温泉入りにいきましたが、雪と木々のコン

トラストが最高でした。その時、冬なのにリスもあらわ

れてくれて、ビックリでした。しんしん降る雪と周りの

別世界のような静かさで、日頃の疲れがとれ、癒さ

れました。森の国に行ったようで、また行きたいです。

(女性）  

ひのき  内風呂から木のゲートをくぐると、ひのきの露天風呂

が広がってて、お風呂からの雪景色や紅葉など、四

季折々の表情を見ることができてとても気持ち良い

です！！（女性）  

ひのき  足元からフツフツと湧き出るようなお湯。落ち葉が風

とともに落ちる風景を見て・・・木もれ日とともに秋を

感じ穏やかな気持ちになりました。来て良かったと思

える温泉ですね。ありがとうございます。（男子・50

代）  

ひのき  朝一番の露天風呂。紅葉見ながら最高でした。（男

性・60 代）  

ひのき  日常生活を離れて一息つける場所。四季を通して、

ゆったりと自然を感じる場所。特に、青葉のシーズ

ン、湯船から見上げる景色は最高です。光が葉を通

してふりそそぐ。葉の緑が多様で・・・別世界にいるよ

うです。ただし、長湯には注意です！！（女性・60

代）  

ひのき  今日は、はじめて孫がじいとお風呂に入りました。と

ても気持ちよさそうでした。ありがとうございました。ま

た、ゆっくりと入りに来たいですね。（男性・60 代）  

ひのき  1 歳の息子を連れてきた時は、慣れない子育てで、

ゆっくりお風呂に入ったり、お食事を頂くことができず

にいましたが、4 歳になり、どちらもゆっくり堪能する

ことができ、本当に幸せな時間でした。子供の成長

を楽しみながら、また、幸せな時間を過ごしに来たい

と思います。（女性・40 代）  

ひのき  ひのきの香りのする中で入るとゆったりした気分にな

れて、ボーッと森林に目を向けると”りす”が木登りを

はじめる。上がったり、下がったり・・・。なんて、ぜい

たくな時間なんだろう。得した気分になれる。（女性）  

ひのき  20 年前息子 1 歳と家族旅行にゆこたんの森に来ま

した。今日は、免許をとった息子とドライブがてらに

日帰り入浴へ。ひのき風呂に入りながら、月日の流

れを感じつつ、幸せだなあと思いました。（女性・40

代）  

ひのき  木に包まれる幸せを子供たちに感じてもらえました。

（男性・30 代）  

ひのき  ひのき風呂は、歩いて離れた風呂まで行かなくて済

むので楽です。森林を眺めながらとても気持ち良い

です。父を連れてきたいのですが、ひのきの日になら

入れるかなぁと思いました。落ち葉が入っているのも

ステキでした。（50 代・女性）  

ひのき  温泉に入って一句。  

「癒されて  木々と湯っこに  湯気香る  心浸れり  ゆ

こたんの森」（男性・60 代）  
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展望  雄大な岩手山と真っ赤な朝焼けを見ながら入るの

がお気に入りです！御馳走を食べて、温泉に浸かっ

て、ふかふかのお布団で寝る。至福の時を大切な家

族と過ごせることがとても幸せです。（女性）  

展望  雄大な岩手山が眼前にあり、母なる岩手山に抱か

れた気分は、至福のひとときです。大自然ばんざ

い！（男性・70 代）  

展望  プライベートビーチのような気分になれ、景色をひとり

じめしている気分になれるのも最高！！大浴場が苦

手な子供も喜んで入ってくれてさらに◎何度でも入り

たい温泉です❤❤（女性）  

展望  朝一番に見た山々の紅葉の美しさ！雲海と朝日と

温泉を一度に楽しめるゼイタク・・・最高でした。（女

性・30 代）  

展望  広々とした風景が見られてよかったです！岩手山最

高！！夕暮れの北上山脈美しい！！お湯もなめら

かで気持ちいい！！（女性・40 代）  

展望  岩手山と牧草地が四季を通じてスバラシイ。（男性）  

展望  ガラスの向こうに岩手山や連なる山々の景色が絶

景です。朝日も最高。遠く盛岡のかすかな夜景。な

っといっても風呂まで近い。（男性）  

展望  岩手山の見えるお風呂に浸った気分は最高です。

眺望の素晴らしさは、どこの温泉よりも抜群。（男

性）  

展望  ゆっくり一人で温泉に♨つかりたいタイプ。展望風呂

はひとり風呂確率が高いです。（男性）  

展望  早めのチェックインで日差したっぷりの展望風呂から

見る岩手山がいいですね。１人占めしている感じ！

（男性）  

展望  晴れた日の冬の早朝の景色が眼に焼き付くほど綺

麗で、お気に入りです。（女性）  

展望  天空の眺めは他の温泉では味わえない位素晴らし

い。特に、岩手山頂に手が届くように見え本当に至

福の時間が楽しめます。長生きする気分になれま

す。（男性・80 代）  

展望  朝の景色がすごくきれい！毎日入りたくなりま

す！！！気持ち良かった。もうちょっと入りたかった。

（女性・10 代）  

展望  どの季節に入っても、雄大な岩手山を見ながら入る

お風呂は、日々の疲れやわずらわしさを、景色が、

山が、空が、全てがいやしてくれます。紅葉もスバラ

シイけれど、雪の岩手山の迫力はこれが厳しい冬の

「岩手」と思い知らされ、湯けむりの中でしっとり入る

展望風呂は最高です（朝風呂は、絶ー対に！！二

日酔いでも必ず入っています（笑 ）。（女性）  

展望  空と岩手山の稜線がすばらしく美しい。朝日に照ら

されるのも良し。スキー場の灯りも良し。四季折々の

景色も良し。その景色とともに、友人と、夫と、父母

と、泊まった思い出が浮かぶ場所でもあります。（女

性）  

展望  空や星に一番近い煌めくお風呂！宿泊者専用でＶＩ

Ｐを味わえます。（女性）  

展望  「手を伸ばせば届きそう」と一人のんびり温泉につか

る。他のお客様に会うことも少なく一人占めできるこ

とが、お気に入りの理由かな。（女性）  

展望  岩手山と日の出と雲海と同時に見れて最高でした。

「ありがたい」、「幸せ」を感じました。（女性・60 代）  

展望  四季折々の展望が素晴らしいです。一日の中でど

んどん表情を変える景色が、365 日 +∞（プラス無限

大）で、一度たりと風景に見とれなかった時はありま

せん。子供がまだ長湯できないので、いつの日かゆ

っくり入りたいですが、その時は子も成長して、さびし

いかもしれません。（女性・40 代）  

展望  なんといっても、この景色が最高！！！とても開放

感があり、また来たいと思うこと間違いなし！！（男

性）  

展望  夕方 5 時と翌朝の 5 時に 2 度入りました。山の見

晴らしが素晴らしい。夕方は、子供と楽しみました。

日の出が近づき少しずつ明るくなる明方、子育てで

ゆっくりする時間を持てずにいましたが、１人のーん

びりすることができました。ありがとうございました。

（女性・20 代）  

展望  お湯の温度がちょうどよくて、広いお風呂でゆっくり

のんびり疲れを取ることができました！普段は一人

暮らしなので、ひさびさに広くて質の良いお湯にゆっ

くり浸ることができ幸せを感じました！お肌もツルツル

になって嬉しいです❤（女性）  
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岩  どれも好きですが、岩風呂が一番好きです。内風呂

（天ケ森の湯）から、外の景色を眺めつつ廊下を歩

いて、自然の中に包まれるような露天風呂（きつね・

たぬきの湯）に繋がるワクワク感があります。特に冬

の期間の雰囲気がいいです。  

家族の病等により、最初の機会が最後になってしま

しましたが、実家の家族を誘って宿泊した際、とても

喜んでもらえたことが嬉しかったです。でも、もう少し

早く親孝行できればよかったです。（男性）。  

岩  雨にぬれた木々をみつめ、心身とも生き返りました。

どのお風呂もよかったです。天気が良ければ、また

違う印象だったでしょう。晴れの日に、また泊りに行

きたいと思います。（女性・60 代）  

岩  きつね・たぬきの湯から眺める景色最高です！時間

が止まったみたいな不思議な感覚になります。（女

性・30 代）  

岩  内風呂から、そのままタオル持っただけで階段を降り

ていくと、きつねの湯とたぬきの湯の入口がある。開

けてみるとどちらも脱衣所がある。何を脱ぐんだろ

う？「注文の多い料理店」のような、どこか、ミステリ

アスな感じ・・・勇気を出して進んでいくと、そこには

何とあたり一面緑に木々に囲まれた、とっても開放

感豊かな森の露天風呂がありました。（女性・60

代）  

岩  毎年家族旅行（スキー）で利用する思い出のホテル

です！露天で作る雪だるまは、子供三人のお気に

入りです。（男性）  

岩  5 歳と 9 歳の娘たちが、嬉しそうに、だまされた

～！！と、笑顔でくやしそうでした。（女性・30 代）  

岩  癒されましたぁー。露天風呂の前でリスが木の実を

食べ、木に登り、右に左に飛び回る愛くるしい姿に

釘付け！！かなり長風呂をしてしまいました。ゆこた

んに来るたびに、まずは、リスの姿を探してしまいま

す。（女性・60 代）  

岩  温泉から見る風景にいつも癒されます♪たくさんの

木々や自然の中でまるで自分が森の動物になった

かのような気分になれて大好きな温泉です！！暗く

なってくると幻想的な雰囲気の中で心休めるひと時

をおくることができるので、夕暮れからの温泉も最高

でした❤（女性）  

岩  風を感じながら、お湯が静かに流れる音を聞き、目

を閉じて浸るのが至福の時です！  

初めて来たときに、きつねの湯とたぬきの湯を一つず

つ楽しもう！と一度出て、別のドアを開けた瞬間のあ

の騙された感は、今でも忘れません！（笑 ）  

岩  たぬき・きつねの湯がいいです。夏はカブトムシがい

ることもあり。子供たちも大喜びでした。冬は、「寒い

寒い！」と言いながら階段を下りて、そして温かいお

湯に浸かる。雫石の寒さを実感しながら、雪見風呂

を楽しみます。（男性）  

岩  ゆこたんに来て、木の風景を見ていると、くよくよして

いる自分がとてもちっぽけに思えてきます。流れるお

湯とともに嫌なことを全て流して、湧き出てくるお湯を

浴びてパワーを注入して・・・しっかり心も身体も浄化

して帰ります。ゆこたんは、わたしの大切なパワース

ポットです。（女性・40 代）  

岩  外に鳥が来てたりしていて、温泉に入りながらゆっく

り外を眺めて入ることができ、とてもいやされました。

お湯もあつすぎず、長めに入れました。本当にありが

とうございます。毎月来ています。そのせいで仕事頑

張れてます。（女性・50 代）  

岩  かえるといっしょにお風呂にはいっているかんじがし

たから、いつも、きたときはかえるにはなしかけながら

はいっています。（男の子・10 代）  

岩  主人を突然亡くし、心身共に疲れきっていた時に、

ふっと思いたって初めて一人で行って入ったお湯で

す。自然の中で、たまたま空いていて一人で入って、

ぼーっとあれこれ考えて、そして、これからがんばろう

という気持ちにさせてくれたお湯です。（女性・40 代）  

岩  きつね・たぬきの湯の湯に繋がる廊下のワクワク感、

岩風呂の雰囲気、贅沢な森林浴。（男性）  

岩  夜、岩風呂に入り、その後、露天のきつねの湯に行

き外を眺めると、葉が何枚もひらひらと落ちてきて、

そのうちの一枚がきつねの湯に浮かび、その美しい

光景にとても感動しました。（ひらひらり  落ち葉入る  

夜の露天の湯）（女性・50 代）  

 

 

 

 

 

予想をはるかに超える 1,200 票もの投票をいただきました。また、たくさんの熱い

メッセージも頂戴しました。本当にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。 

頂きましたメッセージのほんの一部ですが、ご紹介させていただきます。  

今後とも、ゆこたんの森をどうぞよろしくお願いします。  

平成 30 年 12 月                        ゆこたんの森  

開業 20 周年謝恩企画「2018 ゆこたん温泉総選挙」  ｖｏｌ.１ 

【投票結果】  

1 位  檜風呂   548 票  

2 位  岩風呂   418 票  

3 位  展望風呂  259 票  
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ひのき  特に好きなのが「あねっこの湯」です。内風呂からす

ぐ行けるから冬も楽チンだし、なんといっても森林浴

しているような景色がいいです！冬はちょっと雪が積

もってたりしてまた楽しいです！ゆこたんの森でのん

びりするのが、我が家の毎年恒例の家族旅行にな

っています！（女性）  

ひのき  ゆこたん温泉のひのき風呂の中の露天風呂が大好

きで、毎年、秋に神奈川から訪れています。露天の

ひのき風呂で大きく「深呼吸」。森の中の空気を沢

山吸い込んで、身体の中へおみやげとして、元気に

都会の生活へ！（女性・60 代）  

ひのき  ぜーんぶいいのですが、私はやっぱり檜の香りに癒

されるので、檜風呂に一票です。ゆこたんの森は女

子会にぴったり！！目で楽しんで、舌で納得の料

理、繰り返し楽しみたいですね。（女性）  

ひのき  ひのき風呂が好きです。１人だけの時は、独り占め

の優越感に浸りました。（男性）  

ひのき  露天風呂と内風呂の間の扉が面白かった。お湯も

ぬるぬるして良いです。夜も入ってみたいです。（女

性）。  

ひのき  そとのおふろのけしきがきれいでした。（女の子・７

歳 ）  

ひのき  ふわっと広がる木の香りに疲れがとれていく感じがし

ます。このまま時間よ止まれと、いつも思います。湯

船につかったまま、露天風呂に行けるのもとても良

いです。（女性・40 代）  

ひのき  露天につながるドアが好きです。お湯をこいで行く感

じが良い。露天の深みも好み。最高です。（女性・50

代）  

ひのき  幸せ。心も体も充電できました。♨につかりながら、

木々を見てたら、リスがこちらを愛くるしい目をして見

てたのが、とてもかわいかったです。（女性・40 代）  

ひのき  温泉の質が良く、肌がスベスベになって超キモチ良

いです。外の景色がすばらしい！！夏でも冬でも楽

しめて、サイコーォ！！（女性・40 代）  

ひのき  木の香りいっぱいの風呂から、そのまま林の中に入

ったような露天風呂は、ゆったりとできて最高です。

（女性）  

ひのき  雪の中にうさぎの足跡、リスが木に登る光景、癒さ

れました。  

ひのき  とにかく料理がすごくおいしい。お湯も肌触りがすごく

柔らかくて正に極楽。毎週行きたい。あわよくば住み

たい。（男性）  

ひのき  震災後、子供たちと一緒に露天風呂に入り、生きて

いればこれから先は良いことだらけかも。と希望が持

てました。ありがとうございました。（男性）  

ひのき  外があいにくの雨の時利用しましたが、鼻でひのき

の良い香り、目で雨にぬれた濃い緑、耳でコンコンと

流れるお湯の音、肌でポカポカしっとり楽しめる素敵

な温泉でした。（女性）  

ひのき  昼は外の景色や爽やかな空気、夜は情緒的な明か

りの中でリラックスしています。あまりの心地よさに、

このまま居ようかと思ってしまします。（男性）  

ひのき  内湯から緑いっぱいの露天に抜ける扉が風情があ

ってとても気に入っています♪どの温泉も日常を忘

れさせてくれる景色で、毎回「幸せ」を感じます。初め

ての訪問から 15 年以上経ちますが、何人もの家族

や友人におススメし、みんな良かったと行ってくれま

す。それも「幸せ」♪（女性）  

ひのき  幼い子供と一緒に入ってもゆったりとリフレッシュでき

たし、成長して別々に入るようになっても、優しいお

湯ときれいな景色にいやされました。いつきても大好

きな温泉です。（女性・40 代）  

ひのき  母が幸せそうで、それを見た私まで幸せな気持ちに

なりました。（女性・10 代）  

ひのき  森の中で、ひのきの香り漂う温泉に浸ると身も心も

妖精にされる！（女性）  

ひのき  空気が澄んでいて気持ちいい！（女性）  

ひのき  老若男女問わず笑顔でくつろいでいて、癒しの温泉

だと感じました。（女性）  

ひのき  内風呂からドアを開けて続けて入れるひのき風呂。

深さもあり外を眺めながら時間が過ぎるのも良し。夜

も一人で入れるのは何よりです。（女性・70 代）  

ひのき  晴れた朝の木洩れ日が最高！（女性・70 代）  

ひのき  いい湯だな。また、来ます。（男性・80 代）  

 

 

 

風呂  メッセージ  

展望  朝早くの展望風呂。朝日があがるなか、雲海を眺め

ることができました。数ある温泉の中、浴槽から雲海

を見ながら湯に浸れるなんて、なかなかないことで

す。今日は、何か良いことに出会いそうです。（男

性・60 代）  

展望  母がゆこたんの湯が好きで週末よく行っていた。盛

岡から近いのに山と緑に囲まれ鳥のさえずりしか聴

こえない別世界なのに展望風呂は視界が広がり見

晴らしがよくスッキリして気分が上がります。母が亡く

なり今年で３回忌。バタバタしていけずでしたが、久し

ぶりに行きます。（女性）  

展望  真っ赤に紅葉した岩手山は最高。雄大な景色と温

泉でパワーを頂き、また元気な自分にリセットできる

場所です。（女性）  

展望  泊まった人しか入れないですものね。憧れてました。

初めて泊まって時、景色の良さに感激しました。大

自然の中、雄大で素晴らしい展望と自然がゆったり

と温泉に浸っている幸せ感❤贅沢です。ゆこたん

は、時間があったらいつでもお邪魔したいところで

す。（女性）  

展望  天の湯からの朝焼けがとてもきれいでした。なかなか

見られないものを見せていただきました。（女性・60

代）  

展望  今回はお天気にも恵まれ、岩手山もしっかり見るこ

とができましたので、天の湯に１票。朝は雲海も見ら

れて最高でした。岩手山から昇った北斗七星、夜空

の星に癒されました。（女性）  

展望  どのお風呂も山の中に囲まれた自然のすばらしい景

色ですが、特に、展望風呂から眺める朝の景色が

絶景です。新緑、紅葉の岩手山が大好物です。（女

性・40 代）  

展望  絵を書きたくなるながめ（景色がいいから）。何回も

入りたい（5 回）。（女の子・8 歳）  

展望  展望風呂に入りながらの絶景は毎回、何度観ても

感動します。季節ごとに変わる山、朝早く起き空の

濃さの違い、ブルーにオレンジ色、上には三日月、そ

の真下に金星、独り占めした景色、最高～！！幸

せ～！！ありがとう～！！（女性・50 代）  

展望  景色がとてもすばらしいです。がんばってきたかいが

ありました。今年が最後とならないように。また、ぜひ

来たいです。（女性・90 代）  

展望  岩風呂もひのき風呂も森の中の雰囲気が伝わる

し、洗い場や廊下、木々のぬくもりもあって大好きで

すが、朝に入る展望風呂はとても景色が良く、岩手

の他の温泉では入れない唯一の温泉だと思いま

す。日帰りにもきますが、その朝風呂のために来たく

なり、お友達を連れてきたくなります。（女性・30 代）  

展望  宿泊した時は、チェックイン後、まず、展望風呂へ！

この時間帯は、日帰り入浴の人たちが、岩風呂、ひ

のき風呂にいるので、4 階に直行。ゆったり、ゆっくり

と外の景色を眺めながらの展望は、王様の気分で

す！！（50 代・男性）  

展望  大好きなお部屋に泊まって、朝、早起きして展望風

呂から見る大好きな岩手山は、最高です。  ある意

味、私のパワースポットです。（女性）  

展望  ゆこたん温泉はまだ行ったことがありません。が、展

望風呂から眺める景色は最高だろうな思って投票し

ます！12 月は結婚して 3 年記念日を迎えます。ゆ

こたん温泉で旦那とゆっくり過ごせたらいいなと思い

ます。（女性）  

展望  朝日が顔を出し、岩手山の雪が赤く染まり・・・朝か

らパワーを頂きました。（女性・50 代）  

展望  紅葉の時期の風景が最高です。日頃の疲れがぶっ

飛ぶぐらい癒されました。（女性・30 代）  

展望  木のぬくもりを感じる”ひのき風呂”が好きですが、幸

せを感じる風呂というなら”展望風呂”です。  

基本的は連泊で利用していますが、展望風呂の 2

日目の日中は、利用者が少ないので、時間帯によ

っては、温泉を 1 人占め。眺めも素晴らしく、至福の

時間を過ごせます。特に、冬場の岩手山の雪景色

は最高です。（男性・70 代）  

展望  朝焼けの岩手山。ピンク色の雲。山頂の雪の白さ。

稜線の黒。絶景でした。感動しました。11 月 18 日。

（男性・60 代）  

 

 

 

 

風呂  メッセージ  

岩  森の中から動物が出てきて一緒にのんびりお風呂

に浸かる光景が目に浮かびました。絵本の世界のよ

うでした。お湯加減もちょうどよく、つい長湯してしま

しました（笑 ）。（女性）  

岩  自然を近くに感じられる露天風呂でとってもリフレッ

シュしました～☆木々の静けさに温泉の湧いている

音が響いて素敵な時間を過ごせます。（女性）  

岩  初めてゆこたんの森に行った時から、この岩風呂の

ファンです。高校生でしたが情緒ある景観に心奪わ

れました。現在は息子と二人で行くこともしばしば。

ぐずってる息子に「ゆこたん「いくよ」と言うと泣くのを

やめて楽しそうにゆこたんに行きます。ゆこたんは私

達家族の大好きな場所です。（女性）  

岩  林や苔、とにかく目に優しい。お湯も肌に優しい。廊

下から見える景色も好き。小さな窓からも、外が見え

て好き。ゆったりしたい時は、ここに来ます。（女性・

40 代）  

岩  いつも連泊するので、時間帯によっては、浴場は貸

切状態。窓外の木立を眺めながら、自然石と無垢

材が醸す雰囲気、静寂感に浸るのが好きです。（男

性）  

岩  露天風呂からの木漏れ日や鳥の声に癒されます。

夕暮れの木立の雰囲気も好きです。（女性）  

岩  露天風呂に行くまでのワクワク感、自然の四季を味

わいながらの温泉、とっても最高です。（女性）  

岩  日常の雑念から解放され、何時間でもボーッとして

いられる場所。正に、全身のサプリメント注入！（女

性）  

岩  カエルがいて、たのしい気もちになれるから。（女の

子・８歳 ）  

岩  きつね・たぬきの湯では、緑の季節は、新緑と鳥のさ

えずりを楽しみ、冬は雪見風呂でじんわり温まり、四

季を楽しみながら入れるのが好きです。ひょうたんの

形をしたお風呂も好きだし、お湯の香りも好きです。

今２年だけ、新潟にいて、ゆこたんに行けないのが悲

しいです。ゆこたんロスです。（女性）  

岩  大自然に囲まれて、時にリスや小鳥に癒されながら

木の香りや岩の質感が露天風呂の良さを引き立て

てくれます。また、仕事を頑張って、足を伸ばしに来

よう！そんな思いにさせてくれます。  

展望  朝陽をあびながら、雄大な岩手山を望むお風呂。こ

れ以上の贅沢はないと思えるほど幸せを感じます。

（女性）  

岩  解放感が何とも言えず、ボーッと外気を浴びていると

ナゼか思考も前向きに。毎回そうです。（女性）  

岩  毎回岩風呂に入るたび幸せな気持ちになりま

す！！森林浴がここち良く、命の洗濯ができます。

岩手で一番大好きな温泉です。館内の生活感も嬉

しいです。ゆこたんの森、ありがとう！！（女性・60

代）  

岩  2 年前から日帰りで来始めました。当初は、ひのき

が気に入っていましたが、最近では岩風呂が好きに

なりました。露天の戸を開け放つと、ぐるりと木々の

風景が目に飛び込んで、森林浴も楽しめます。仕事

のストレス、疲れをいやして帰っていきます。（女性・

60 代）  

岩  何と言っても紅葉が美しく、色づいた葉が露天風呂

にハラハラと飛んでくる様も風情があって幸せを感じ

ました。思わず、ともに入っていた知らない方とも会

話が弾みました。「こりゃあ、長生きできると！」（女

性・50 代）  

岩  眼前の森に自分も一体化して心身をいやしてくれま

す。時に積もった雪に小動物の足跡が見られるのが

いいです。（男性）  

岩  露天風呂がとてもステキでした。森の中で湯につか

っているという感じがとても自然に感じられて、今まで

入った露天風呂の中で一番のロケーション、一番気

持ちのいいお風呂でした！手入れも行き届いている

ので、安心して気持ち良く入れます（館内すべてそう

でした！）ありがとうございました。（女性・30 代）  

岩  私の娘の温泉デビューは、「ゆこたんの森」です！岩

風呂にあるカエルをなでなでして楽しんでいました。

当時、1 歳３ヵ月だった娘も今年で 10 歳になりまし

た！！これからも「かえる」に会いに行きますね❤（女

性・40 代）  

 

開業 20 周年謝恩企画「2018 ゆこたん温泉総選挙」  
 

 

予想をはるかに超える 1,200 票もの投票をいただきました。また、たくさんの熱い

メッセージも頂戴しました。本当にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。 

頂きましたメッセージのほんの一部ですが、ご紹介させていただきます。  

今後とも、ゆこたんの森をどうぞよろしくお願いします。  

平成 30 年 12 月                        ゆこたんの森  

開業 20 周年謝恩企画「2018 ゆこたん温泉総選挙」  ｖｏｌ.２ 

【投票結果】  

1 位  檜風呂   548 票  

2 位  岩風呂   418 票  

3 位  展望風呂  259 票  


