
皆様から頂いたウェスパ椿山の思い出

935様

社会人になって初めてウェスパ椿山に出かけた日のことを思い出します。 
その当時から展望風呂に入ってみたいなと思っていましたが、20年もの時間があったにもかかわらず行くこと
ができませんでした。閉館すると聞いた時、何が何でも行かなければと決心。 
10月28日、念願だった展望風呂に入ることができました！ 
本当に景色も雰囲気も素晴らしかった。 
もう入ることはできないんですね…残念です。 
秋田だから気軽に行くというのは無理でしたけど、A後に心残りにならず本当に良かったと思っています。 
素敵な思い出をありがとう！

ぶちねこ様

毎年１回以上は宿泊させていただいていました。コロナの影響でお休みしているなーと気になっていましたが、

再開と同時に閉館のお知らせが・・・。ショックで仕方ありません。せめてA後にと１０月に一泊でお邪魔しま

したが、なんだか胸がいっぱいでした。閉めないで、という気持ちは皆様一緒でしょうが、色々な事情があって

のこと、スタッフの方々が一番無念かと思います。お疲れ様でした。思えばA初にうかがったのは日帰り入浴

で、ドームを開放して露天風呂での入浴は感動の一言でした。 
こんな施設が北東北にあるんだー！と嬉しく思ったのを今でも覚えています。A後にガラスの素敵な一輪挿しを
購入して思い出として大事にします。永遠に続くものは無いんですね・・・。

ののの〜様

9月の雨の予報でしたがコテージに宿泊させて頂きました。雨でバーベキューできませんでした。が、プランの
お食事も豪華でした。夜の散歩、そして１日中雨の予報なのに朝方から朝日がコテージの窓に入り込んでカーテ

ンを開けると、真っ青な空と海と緑がパァっと広がって感動的な朝でした。朝の散歩も心地よく、レストランや

温泉のスタッフさん、そしてコテージをとてもキレイにして頂いてたスタッフさん、清掃で廻っているその様子
を電車待ちながら拝見させて頂いてました。とても感謝の思いいっぱいでした。 
ずーっと入っていられるツルツルの温泉も昔から大好きで、なくなるのがもったいなくてもったいなくて名残惜

しむようにじっくりと入って来ました。 
全てに、スタッフ皆さんの温かい想いが感じられとても充実した休日を過ごす事ができました。 
ほーんとウェスパ椿山！ありがとうございました。 
またいつか何か新しく生まれ変わることを心待ちにしております 
皆さんお疲れさまでした。

かんなりんりん様

閉館するというニュースを聞いてから、A後にまた行きたいなと思い、すぐ予約をして、先日家族で利用させて

いただきました。スタッフの方みんな親切で丁寧な接客だし、コテージも清潔だし。。 
ほんと、閉館するのとっても残念です。その日は天気に恵まれ、夜は満天の星空だったので、子供と何回も外に

出て星空を眺めました。流れ星を観た息子が「お金を無量大数手に入れて、ウェスパ椿山を買って、みんなをも

っとずっと楽しませる！」と言っていました(笑) 
チェックアウトの時は、娘が「寂しいよー」と涙していました。 
また来たいです！！ 
ぜひまた復活することを祈っています！！



Cana様

母の実家が鯵ヶ沢なのでいつも秋田から行き帰り寄らせて頂きました！子供達は昆虫館が大好きで毎回寄って楽
しんで、お土産を買って、温泉に入りすごくすごく楽しい思い出しか出てきません。 
子供達も今は野球で忙しく結局閉館前に行くことはできませんでしたが、時々まだ子供達からウェスパで…と思
い出話が出てきます。 
閉館することを聞いて本当に本当に悲しくて涙が出てきます。 
子供達に伝えることもすごく切ないです。 
でもこれからはまた新しい施設として復活することを願っています。 
従業員、スタッフの皆さん本当にお疲れ様でした！たくさんの思い出をありがとうご 
ざいました！

茶トラ様

〜ウェスパ椿山さんへ感謝を込めて〜 
思い起こせば遥か昔、僕がまだ小さな子供の頃に父、母、姉、僕の家族4人でウェスパさんに宿泊させて頂いた
のを覚えております。それから約20数年近く経ち、ありがたい事にここ数年、我が家ではまた同じく家族4人で
ウェスパさんに宿泊させて頂くのがここ数年の恒例の行事になっていました。しかしながら、今年の10月いっ
ぱいでウェスパさんの営業が終了してしまうと知り、とても悲しい思いでいます。ウェスパさんには感謝の気持

ちで一杯です。お陰様で家族との大切な思い出を作ることが出来ました。今日10月31日、奇跡的に今日も家族
と泊まりに来れた僕はとても幸せ者です。大事に過ごしたいと思います。ウェスパ椿山さん、スタッフの皆さ

ん、今までお疲れ様でした。 
ありがとうございました。

くまた様

10年前、子どもたちが小さい頃から毎年のように遊びに行き、縁もゆかりもない深浦町が第二の故郷のように
なりました。閉鎖と聞いて胸が潰れそうでした。また再開されることを心より願っています。

リン様

まず25年間、お疲れさまでした。 
20年くらい前ウェスパさんで　初めてパエリアと言うメニューを見て頂きました。こんなに香りが良いご飯物
があるのかぁ　と心底感動したのを記憶してます。 
それから年数回でしたが家族と遊びに来て物産館で買い物して、食事や風呂を楽しむのが通例でしたし、ガラス

工房を見学したり　展望台で景色を楽しんでました。家族の体調が良い時は冬にはバイキングも凄く楽しみでし

た。 
スタッフの方々はいつも優しく丁寧に対応して下さりウェスパさんで嫌な記憶は無かったです。 
閉鎖報告をHPで見て吐き気がして一か月に３〜５回くらい通いました。
自分に出来る応援は食事や買い物する事しかありませんので給付金はほぼウェスパさんで使いました。 
当然私がA後に食べたのもパエリアでした。 
グランドフィナーレも見ましたが、切ない気持ちになると言う事はそれだけウェスパさんが良い場所だったから

です。 
今後多少形が変わってでもいつか復活してくれる事を（道の駅椿山とかなりませんか？）願ってます。 
スタッフの皆様方体調等に気を付けて下さい。 
多くの楽しい思い出　本当に有難う御座いました

素敵な思い出をありがとう！様

1度目は2013年に妹と、2度目は夫と先日宿泊させていただきました。 
当時青森在住だった妹との宿泊は1泊でしたが、素敵な思い出が濃厚すぎて、いつかまた行きたいと思っていま



した。 
9月中旬に、妹からウェスパ椿山が10月末で閉鎖してしまう情報を聞き、仕事先のオーナーに懇願してお休みを
もらい、10月に再訪問が叶いました。遠方で移動に1日使うため、今回は3泊でゆっくりさせていただきまし
た。 
2度の訪問を通して、一生モノの素敵な思い出が沢山できました。日本海に沈む夕日、コテージで過ごした時
間、温泉やレストランに行くのに散歩がてら歩いた道の景色や星空、レストランでの食事、物産館やガラス工房

や売店でのお買い物、温泉でゆっくりしたことなどなど… 
宝物の思い出作りを陰で支えてくださったスタッフの皆さん、本当にありがとうございました！

なり様

今日は天候も良く、グランドフィナーレにふさわしい天気になりました。 
遠方のため、お伺いすることは出来ませんが、この時間帯に西の空を見上げて、ウェスパ椿山への想いを送りた

いと思います。 
運営に関わった皆様、本当に夢のような空間を長きに渡り提供して頂き、本当にありがとうございました。 
どのような形でも良いので、施設が存続し、また再訪出来る日を心から祈っております。

MIU様

もう何年も前のことですが、中西保志さんの野外コンサートがウェスパ椿山で行われ、妻と2人で行った事があ
りました。夕方から夜にかけて夕陽と星がきれいな下で聴いたコンサート良かったなぁ。 
それから何回も車で寄ることはあっても宿泊することができず、子供が5歳になったこれからコテージで宿泊す
るのを楽しみにしていましたが残念でなりません。また、いつの日か何らかの形で復活することを心の底から願

っております。今までありがとうございました。 
31日のA終日は、息子の行きたいという願望を叶えるために是非とも行きたいと思っております。

だかじ様

近くに祖母の家があるため、毎年子供たちを連れて遊びに行っていました。そのときは必ずヴェスパ椿山で温泉

に入りレストランで食事をしてからお土産を買うのが定番の流れでした。 
今年はコロナの影響で行けなかったため、来年まで我慢しようねと子供たちと話していた矢先に親戚から閉鎖の

話を聞きA後にもう1回だけ行きたかったな悔しい気持ちでいます。 
亡くなった父が小さい頃から住んでいた場所なので、知ったら悲しがるだろうなと思いました。 
でも、温泉にいるアブが怖かったことやレストランで食べたピザの美味しさやお土産屋さんにあった試飲のリン

ゴ酢が大好き過ぎておかわりしたことなどたくさんの思い出をありがとうございました。

メーテル様

主人の親の実家が深浦です。お盆になると家族で綺麗な海で遊びイカ焼きを食べ、ウェスパ椿山のお風呂に入り
夕日をみて癒されていた場所でした。その中でも特にガラス工房は素敵なガラス達がキラキラして、私の夢の場

所でした。今回閉鎖のため4年前に一目惚れした牧野さんの作品を無理言って購入することができ、とても感謝
感激しています。 
閉鎖するのはとても残念ではありますが、これからも皆様がたくさんの笑顔に囲まれますよう願っております！ 
長い間ありがとうございました！

しろのこ様

もう何年も前になりますが・・・運転免許をとって、大の昆虫好きの弟と家族を乗せて初めて長距離のドライブ

で行ったのがウェスパ椿山の昆虫館でした。 
建物にカブトムシの角が生えていて、そこで皆テンションが上がってしまったのを今でもよく覚えています。 
ビートル君やももちゃんも、とても愛嬌があって可愛いんですよね♪ 



もう自分は結構な大人でしたが、時間が経つのも忘れるくらい楽しくて、色々な種類のカブトムシやクワガタを

ずっと見てました・・・。 
その日は時間の制約もあって、昆虫館とレストランだけしか行けなかったのですが、素敵なペンションや展望温

泉もあって、いつか泊りに来たいな・・・・と思っておりました。 
その矢先、ウェスパ椿山閉鎖のニュースを聞いて、どうしてももう一度行きたくなってしまい、このような状況

下でしたが今年の夏に一泊だけお邪魔させて頂きました。 
二回目のウェスパ椿山は、自分も年をとったせいなのか？信じられない位ゆったりとした幸せな時間が流れる場

所でした。 
空気がとても美味しくて、山も緑も、温泉から見える海と空のコントラストも、どれも絶景で感動しました！ 
願わくば、星空ナイトツアーやモノレールにも乗ってみたかった・・・ 
お料理は地元の食材をふんだんに使ったコース料理を頂きましたが、どれも大変美味しくて、完食です。 
もちろん昆虫館にも行きました！あの巨大カブトムシオブジェも健在で本当に嬉しかったです！大好きな場所で
した！ 
A高に幸せな時間だったなあ・・・。 
そして、もう行けなくなってしまうのが本当に寂しいです。 
当日はちょっとしたアクシデントもありましたが、スタッフの方々が大変迅速で丁寧な対応をしてくださり、心

から感謝の気持ちでいっぱいです。皆、暖かい方達で本当に良かった！ 
素敵な思い出を、本当にありがとうございました！ 
いつか、どうかまた復活してくださることを心よりお祈りしております。

わっか様

ソフトクリーム美味しかったです。2回ぐらい食べました。今まで本当にありがとう 
ございました。

ウェスパ大好き様

ウェスパ椿山に出逢ったのは、20数年前高校時代の同級生数人で深浦を訪れた時でした。真っ青な海を背景に
点在するヨーロッパ風のコテージ、、、一瞬で心を奪われました。 
吸い込まれるように進み、コテージの中を見させてもらったり、散策したり、展望風呂にも入りました。目の前

に広がる雄大な海に、言葉を失いました。 
絶対母や弟達を連れてくる！と心に決めたあの日から母が他界した14年前まで、年に1〜2度訪れていました。 
A初は2泊でしたが、行く度に物足りなくなり段々と滞在日数が増えていきました。 
母はウェスパに行く事だけが唯一の楽しみで、メノルカから見える夕陽、濃紺の夜空に瞬く星や潮騒、鳥の囀り
は、日々の生活を忘れさせ、何物にも代え難い幸せな時間を過ごす事ができました。 
ウェスパ椿山は私達にとって心の古里です。もし閉鎖後跡形もなく無くなってしまうとしたら、母との思い出の

強く残る場所も母に逢える場所も無くなってしまう、そんな喪失感を抱いています。 
先日、14年ぶりにメノルカに宿泊させて頂いたおり佐藤さんにお会いでき、本当に嬉しく思いました。 
また、ここまでウェスパ椿山が沢山の人に愛され25年も続いてこれたのは、佐藤さん始めスタッフの方々の弛
まぬ努力と、お客様に寄り添ってこられたおもてなしの心があったからだと思います。 
いつかまた再開する事を強く願いたいと思います。そして叶うならば、佐藤さんが総支配人となりウェスパを共
に支えてきたスタッフの方々と共に再スタートできる事を切に願っております。 
そしてその先に、母の死後足を踏み入れる事が出来なかったウェスパ椿山での思い出の続きを、娘と共に引き継

いでいけたらと思っています。 
ウェスパ椿山の皆さん、沢山の方々の大切な思い出を共につくって下さり、本当にありがとうございました。 
ウェスパ椿山の思い出は、みんなの心に鮮明に残り続けると思います。 
ありがとうございました。

m-yoshi様

グランドフィナーレに立ち会えないと思うとさびしい限りです。 
年越しの季節に何度かお世話になりありがとうございました。A後まで調整しましたがスケジュールが合わず行



く事はかないませんでした。 
スタッフの皆さんありがとう 
A後に島のコテージ泊りかったな！

わんわん様

ウェスパ椿山に行きたくて今年の夏に娘と２人で１泊しました。娘はモヤイ像やかぶと虫と一緒に写真を撮り喜

んでいました。お食事もとても美味しく「おいしいね、またとまりたい」と言っていました。 
スタッフの皆さんは親切でウェスパ椿山が閉館するのはとても残念です。 
楽しい思い出をありがとうございました。

なり様

9月上旬ころに、たまたまキャンセルがあったのか、ホントに運よく空きを見つけることが出来たので、明日
（10/24）に泊まることで予約を出来ました。 
ウェスパ椿山に伺うのは何度目か忘れてしまいましたが、とても楽しみな反面、明日と言う日が来なければ良い

と言う気持ちがあります。 
何故ならば、明日、ウェスパ椿山に行ってしまうと、恐らくは、それがホントにホントのA後のウェスパ椿山に

なってしまうからです・・・。 
もういっそのこと、Ｇｏｔｏの間だけでも閉鎖を延期して見ませんか・・・？せっかくのドル箱期間に閉鎖して

しまうのは勿体ないです。何で閉める必要があるんですか？？？稼げるときに稼ぎましょうよ！！ 
私は、青森県の太平洋側に住んでおり、往復８時間かかりますので、なかなか毎週行きます！！とは言えません

が、 
もし、延期して貰えれば、あと１、２度は行くことが出来ると思います。 
明日が来なければ良いのに・・・。 
今回に限ってはウェスパ椿山に行きたいけど、A後になるのが辛いので、行きたくないです（涙） 
追伸： 
スタッフの皆様、ホントにお疲れさまでした。 
こんな宿泊者ですが、暖かくお迎え頂けると嬉しいです。

もんぷち様

この度ウェスパ椿山が閉鎖されると聞いて本当に驚きました。私が子供の頃から何度も遊びに連れて行ってもら

いました。一番の思い出を書かせて頂きます。 
５年程前、病気で療養していた母の病状がどんどん悪くなり、顔に黄疸も出てきた状態でありましたが、A後に
家族で出かけたい、とこちらに訪れレストランで家族揃って久々の外食をさせて頂きました。 
大好きなスパゲッティやピザなど、母はおいしいおいしいと喜んで食べていました。 
折角なのでと沢山注文したので食べきる事が出来ませんでしたが、持ち帰りの相談にも親切に対応してください

ました。 
その後２０日程で母は亡くなりました。 
あの時こちらに来る事が出来て本当に良かったと思っています。大事な思い出をありがとうございました。 
今までお疲れ様でした。

りえ様

深浦町で生まれ育った私にとって、ウェスパ椿山はかけがえのない大切な場所です。 
上京して10年、つらい時や苦しい時に故郷を思うと必ず思い出します。閉館の知らせを聞き、大変残念な気持ち
でいっぱいです。A後に一度訪れたかったのですが、この状態ですので断念しました。 
スタッフの皆さま、いつも温かい対応や素敵な空間を提供してくださり、本当にありがとうございました。お疲

れ様でした。 
閉館はしても、いつも心の中に大切な思い出として残しておきたいと思います。



mdrdxd様

昨年の10月に宿泊しました。天候が悪く、晴れたときの展望台からの眺めも夕陽の眺めも体験することができ
ませんでした。ぜひもう一度と思いましたが、今回閉鎖となり残念です。 
スタッフの皆様もいろいろと大変なことだと思いますが、お体に気をつけて頑張ってください。 
ありがとうございました。

ねこ派様

ウェスパ椿山を始めて知ったのは、青池に写真を撮りに行くときに、国道１０１号線を南下している時に、いき

なり景色が開けて、「ここは一体何なんだ！？」と、全く予備知識がないところで、ウェスパ椿山を知りまし

た。 
それ以降、独身の時は、ドライブの休憩や食事で利用させて貰っていましたが、結婚して子供が生まれてから
は、家族でコテージで宿泊で利用していました。 
独身〜結婚〜子育ての、いろいろな場面でウェスパ椿山があり、これからも、ウェスパ椿山に当然のように行く

ことが出来ると思っていましたが、10/31を持って閉鎖とのお知らせを見て、とても残念に感じました。運営側
も苦渋の決断だったのではと思います。 
後、２週間くらいの期間ではありますが、なかなか、コテージには空きがなく、泊まりに行くことは出来ません

が、今週末か来週末には、展望露天風呂、物産館、レストラン、昆虫館、ガラス館に、絶対に行きたいと思いま

す。 
今まで本当にありがとうございました！！

ナギサ＠三沢様

２００８年２月２９日金曜日に三沢市役所に婚姻届を提出して、その足で家内と電車に乗り、ウェスパ椿山に泊

まりました。ガラス工房でペアのタンブラーグラスを作り今も大事に使っております。 
カミリアでディナーを食べ、温泉に浸かり翌朝はモノレールで展望台にも行き、帰りの五能線がギリギリでホー

ムまで走って飛び乗ったのを思い出します。 
8月まで転勤で他県にいて久しぶりに三沢市の自宅に戻ったので３人の子供たちと行こうと思っていましたが、
もうすでに予約が一杯とのことでキャンセルが出ないかマメに電話確認しようと思ってます。 
行けなかったら、、、非常に残念です。

アンパンマン号様

夢あふれる施設だったので、どうにか残せないものか、そればっかり考えてしまいます。現実を受け入れられま

せん。展望温泉の眺めはA高で、そこで働くおじさんにも毎度癒やされていました。まだいらっしゃるかな！？ 
実はA後に温泉に入って、おじさんにもご挨拶したかったのですが、残念なことに17時からの営業で断念。 
景色を思う存分堪能して、お城付近にいる猫ちゃんと戯れて、ご飯食べて、コロボックルでつるつるわかめと雪

人参ソフトを買って、A後の思い出を堪能しました。 
お城で食べるご飯もお刺身が新鮮でとても美味しかったです。 
いつかこの場所から眺めた花火も綺麗でした。フィナーレを迎える日の打ち上げ花火も拝見したかったです。 
コテージの可愛さにも感動して、3回泊まらせていただきました。 
モノレールに一度も乗れなかったことが残念です。 
今まで本当にありがとうございました。 
ウェスパ椿山で過ごさせて頂いた思い出は、一生の宝物です。

つばき様

両親が深浦出身、深浦から離れた場所に住んでいます。 
ウェスパ椿山へは幼少期から何度も足を運び、亡くなった祖母と行った思い出の場所でもあります。 



閉鎖されるということですが、このご時世で閉鎖までに行くことは叶わず、とても残念です。 
25年間お疲れさまでした。

Clarence Chan様

2017年にウェスパ椿山で3日間泊まりました。晩ごはんはウェスパ椿山内のレストランで食べて、どっちも美味
しかったです。スタッフさんはとても親切で、大変いい思い出を残りました。ありがとうございました。

Eric LEUNG様

i am so sad to hear, i visited at 2017 and found it is very nice, i planned to visit again with my son when we can
travel to japan again.

とても悲しいです。2017年に訪れたのですが、とても素敵でした。また日本に旅行できるようになったら、息
子と一緒にまた訪れる予定でした。

Monica Wai様

去年十二湖を回ったとき、2回ウェスパ椿山に行きました。モノレールを乗って、展望台まで行きたかったけ
ど、一回目は営業時間外で無念だった。2回目はモノレールの時刻と合わなかったから、結局乗れなかったです
が、大量のお土産を買って帰りました。またコロナが落ち着いたらリベンジしたいと思いましたが、まさか閉鎖

になってしまい、非常に残念でした。

のばら様

ウェスパ椿山は私にとって、思い出深い場所なので、閉鎖を知った時、とてもショックを受けました。16年前
に、主人が私にプロポーズしてくれた場所であり、結婚後もリゾートしらかみに乗って、何度も訪れました。お

しゃれなコテージ、ステキなお土産が買えるコロボックル、おいしいお料理が食べられるレストランのカミリ

ア、開放的な雰囲気が味わえる開閉式展望温泉、素晴らしい作品でいっぱいのガラス工芸館、どれをとっても、

私にとっては魅力的で、閉鎖されるのが残念でたまりません。全部の施設でなくても良いので、存続してほしい

と思わずにはいられません。そのような気持ちにさせたのは、スタッフの皆様の努力のおかげだと思っていま

す。25年間、お疲れ様でした、そして楽しい思いをさせていただき、ありがとうございました。いつか、必ず復
活することを願っています。

ゆーまいぷ様

まずは25年間、本当にお疲れ様でした。大人になり、家庭を持ち、宿泊するようになったのは二年前になりま
す。家族の再出発にと、旦那が初めて予約を取ってくれたことを思い出します。それからは、家族の誕生日、記

念日、さまざまな節目で利用させていただきました。誕生日ケーキの手配もしていただき、夏はBBQで楽しみ、
秋には銀杏の木を見に行ったり、ガラス工房で夫婦で晩酌をするグラスを購入したり…本当に本当に思い出をた
くさん作ってきた場所です。月に一度は利用していたので、閉鎖を知ったときは買い取ろうかと思ったほどです

（笑）そのくらい、私達家族にとっては特別な場所なのです。A後の宿泊に今週末行きます。今までの思い出を

振り返りながら、感謝の気持ちをもって、利用させていただきます。スタッフの皆様、本当にありがとうござい

ました。感謝しています。

Le soleil se couche.様

昨日、「A後の」ウエスパ椿山から帰ってきました。 
一番大好きな処です。列車を乗り継いで７時間はかかるので、年に１,２度しか訪れることが出来ませんでした
けど、それが生き甲斐みたいなものとなっていました。行くまでの準備も楽しみでした。 
やっと辿り着いて、コテージ群の前に立つと、とてもほっとした気持ちに包まれました。 
その時が一番幸せで、３,４日滞在して帰るときは、悲しかったけど又来ることが慰めになっていました。



今回、A後になると思うといつものように楽しむことより、失ってしまう大きさが余りにも感じられて胸がいっ

ぱいでした。他に替わるものが見つかりません。 
A後に４日間滞在して、大好きなあちらこちらを写真に撮り記憶に刻んできました。 
スタッフの皆様、大変お世話になり有難うございました。 
又いつの日か、ウエスパ椿山を訪れることが出来ますようにと祈っています。

S.nagata様

五能線の無人駅、特に驫木駅が好きで深浦や艫作にほぼ毎年訪れています。その際にウェスパ椿山をよく利用さ
せて頂きました。初めてウェスパ椿山に泊まるきっかけになったのは、白神展望台に登るスロープカーに乗った

際にスロープカーの中でガイドを行なっていたアルバイトだったか研修中だったかの女性がウェスパ椿山を魅力

的に紹介してくれたからです。 
当初一人旅には無縁な(利用出来ない)施設だと思っていましたが、平日のビジネスパックは一人でもコテージを
利用出来てとてもリーズナブルだったのと、展望風呂からの雄大な眺めが素晴らしかったのがすごく思い出に残

っています。それ以来ウェスパ椿山のファンになりました。 
あの時、スロープカーの中でウェスパ椿山を紹介してくれた女性には今でも本当に感謝しています。 
本当はもっといっぱいいっぱい利用したかったのですが…閉館されると聞いて驚くと同時に大変残念な気持ちで
いっぱいです。あの時会ったスロープカーの中のガイドの女性をはじめウェスパ椿山のスタッフの方々には毎回

心地よいひと時を提供して頂き本当に感謝しています。再び営業を再開されることになったら必ず泊まりに行き

ます！ 
ありがとう！ウェスパ椿山！ 
ありがとう！ウェスパ椿山の皆さん！ 
またいつかどこかでお会いする事を願って…

CB400Four様

昨夜、ウエスパ椿山に一泊させていただきました。昨年も同時期に利用させていただき、仲間内では年に一度の

恒例行事になろうとしていた矢先の閉鎖情報。私個人としてはコテージが出来た頃から数えて5回目か6回目だ
ったのですが、残念でなりません。残すところ1ヶ月余りとなってもスタッフの皆様は笑顔で明るく、これまで
と同様に接してくださいました。出来る事ならもう一度、そう思っているのは私だけではないと思います。 
多くの思い出と共に、スタッフの皆様の笑顔に心から「ありがとうございます」と言わせていただきます。

ぺぽ様

いつか泊まってみたいとずっと思っていました。閉鎖される前にと思い先日利用させていただきました。すばら

しいおもてなしありがとうございました。

みみん様

能代から時々遊びに行っていました。近いけれど一度は宿泊もしてみたいなと思っていたところで急な閉鎖を知

り寂しいです。昔家族で行ったときに買ったお土産品を今も飾っています。

大好きな空間です様

ウェスパ椿山、うちは３世代全員が大大大好きです。 
青森でこれほど趣向を凝らした非日常を体感出来る空間は他にはありません。コテージもおしゃれな外装、内装

だけでなく、源泉が直接浴槽に供給されて、温泉付き客室と言う贅沢なコテージです。庶民には高くて別荘を買
うことは出来ませんが、ウェスパ椿山は庶民でも家族水入らずで、別荘のように泊まる事が出来るA高の非日常

空間です。 
食事も美味しいし、温泉も大好きですし、フロントの方も、とても柔軟に相談に応じてくれる。コロナの影響

も、徐々に緩和されていくと思いますし、コテージで家族だけの空間と言うスタイルは、コロナ渦でも、強みに

しかならない宿泊スタイルだと思います。ホントにホントに閉鎖してしまうのでしょうか・・・？ 



例えば、４月〜１１月上旬のオンシーズンだけの営業でも良いと思います。今から閉鎖後でも、「実は継続する

ことにしました」と言っても、誰も怒る人はいないと思います。株式会社ふかうら開発さん、ぜひぜひ良い意味

で我々の期待を裏切って下さい！！

みらくるん様

7年前に祖父とふたりでコテージに泊まり、とても素敵なロケーションにファンになりました。当時カミリアの
女性の店員さんがミスコンか何かで賞を受賞されたことを懐かしく思い出しました。今はもうリサイクル自転車

はないのかな…？社会人になり、2年前ほどから今度は友人と宿泊やコロボックルでの買い物などで楽しませて
いただいていました。10月でクローズしてしまうと聞いて、A終週に予約を入れさせていただきました。予約
したとき、本当に悲しくて泣きながら電話したのは私です笑　今年は8月から3週おきくらいのペースでお邪魔
しています笑 
まだまだ時間がある限り、遊びに行きたいです。A後まで応援しています！！

ゆきり様

3年半前、当時お付き合いしていた彼氏と1泊した時に、コテージの広さや他施設、食事や周りの景色等に感動
しました。将来は子供を連れてまた来ようねと話したのを覚えています。今年、ウェスパ椿山さんが閉館すると

いうニュースを聞いてとてもショックでしたし寂しい気持ちになりました。こんなに素敵な場所なのに…と。当
時の彼とは結婚し、今年生まれた我が子と3人で1泊宿泊させていただきました。本当は子供がもう少し大きく
なってから連れてきたかったのですが、それでも十分素敵な思い出になりました。レストランのスタッフさんの

心配りも本当にありがたかったです。本当にありがとうございました。にんじんソフト大好きなので、また他の

どこかで食べられたら嬉しいなと思います。

260様

小さな旅行会社を経営しております。 
五能線はノスタルジックビュートレインの時代から訪れており、ウエスパ椿山さんが開業してからは「青池」

「円覚寺宝物館」と共に、西津軽の旅においては欠かすことのなかった施設でした。風力発電機がまだ珍しかっ

た開業当初は、スロープカーで展望台に上り、風車の迫力を間近で感じてもらうことで、お客様に喜ばれたこと

もしばしばでしたね。 
西津軽のお土産として、特産の「つるつるわかめ」も沢山お買い求め頂きましたし、カミリアでのお食事もなか

なか好評でした。 
五能線の旅には重要な拠点でもあるこの施設が無くなることは、非常に寂しく残念な気持ちで一杯です。 
仕事とプライベートでかれこれ１００回以上はお邪魔させて頂き、その思い出は一言では述べられませんが、長

い間、五能線に欠かせないスポットとして、大きな役割を果たして頂いたウエスパ椿山さんには、深い感謝を申

し上げたいと思います。 
いつの日にか、また新たな経営者や多方面からの応援で、再び再開の運びとなって頂けることを願っておりま

す。

もち子様

私の実家は青森県ですが、今は仕事・結婚を経て旦那さんの実家がある愛知県に在住しています。 
ウェスパ椿山さんは、地元にいる住んでいる時に使用した事が無かったのですが、今の旦那さんと結婚前に私の

実家訪問（兼旅行）する時に利用させていただきました。 
その時、初めてウェスパ椿山がこんなに楽しい場所だったんだと感動しました。子供の時から名前は知っていた

だけにもっと早く魅力に気づいていれば良かったなと後悔です。 
ウェスパ椿山の好きな点は、まず、温泉です！私達夫婦は温泉好きで、全国をよく回っているのですが、展望式

の温泉には大興奮でした。朝も夜も入りに行きましたが、全然飽きずにずっとその場所に居たくなります。開放

感と景色は今でも忘れられず2人でもたまに話に上がります。 
他には、星空！夜は外を散歩して星空を見たり、あと虫の展示室なんかも凄く楽しかったのを覚えています。ご

飯も地元のものが沢山あって、海鮮、お肉、あと”つるつるわかめ”を始めて知り地元ってこんな料理があったん



だなと地元の良さを再認識しました。 
子供が好きそうな体験式のものが揃っていて、子供が出来たら絶対に絶対に行こうと2人で言っていた場所だっ
たため閉館のニュースを見た時は本当に寂しくなりました。また、誰か引き継ぎでもしてこの施設が続いて欲し

かったです。今まで本当に有難うございました。お疲れ様でした。今まで運営してくださって、感謝の気持ちで

いっぱいです。

鉄旅遊民様

温泉とSL目当てにちょっと立ち寄ったウェスパ椿山。 
なんと、数年前まで東京の同じ職場で働いていたスタッフさんとまさかの再会！ 
津軽弁が全く理解できなくて残念だったけれども、地元で生き生きと過ごしているようで、とても羨ましかっ

た。 
あの日のどっぷりと海に沈んだ夕日と、星が散りばめられた夜空は一生忘れません！

星夜様

数年前に初めて利用させていただきました。ウェスパ椿山は僕たちに幸せな経験をくれて、展望風呂が特に大好

きです。サービスもありがとう。 
そしてスタッフの皆さまには感謝しておりました。 
また、「思い出よ」ありがとう。

こうじ様

私は実家が深浦にあり、実家に帰ると必ず朝はウェスパ椿山の展望風呂での朝風呂からの墓参りがル－ティーン

になってました。朝イチからの展望風呂はなんとも言えない幸福感が味わえていい一日がはじめれたのですが、

もう味わえないのですね…すごく残念です。

ケイ様

数年前に初めて利用させていただきました。 
その日は、台風の影響で風が強く当初は外でのBBQの予定でしたが急遽取り止めて室内でホットプレートをお借
りして海産物を楽しみました。 
その時のスタッフ対応がとても良く又、利用したいと思っていた矢先の営業終了の知らせにビックリしてまし

た。 
宜しければ再開する事を希望します。

はむこ様

以前、旅行会社勤務でした。 
韓国の御家族さまが五能線に乗ってウェスパ椿山駅においでになるということでしたが、その日は悪天候でリゾ

ートしらかみは運休、普通列車はだいぶ遅れて動くということでその旨お客さまにご案内しました。お客さまが

帰られた後、お客さまはウェスパ椿山さまにお泊まりになるのかもと思い、ウェスパ椿山さまにご連絡をお取り

したところ、やはりお泊まりになる予定だったことがわかりました。当該お客さま、ホテル到着だいぶ遅くなる

ということをお伝えしました。翌日、あのお客さま達無事に楽しまれただろうかと思っていたところ、当のお客

さま達がいらっしゃってお礼を述べて行かれました。次の日は北海道に行かれるとおっしゃっていたのでうちの

会社はルート外です。わざわざお礼を言うだけにお戻りいただいたとは、きっとウェスパ椿山さまで、素晴らし

いサービスを受けられたのだなと感じました。そのような素晴らしいサービスを提供しているウェスパ椿山さま

が終えられるのはとても残念です。個人的にも数度伺い、楽しませていただきました。ありがとうございまし

た。

ネコミント様



先日、宿泊させていただきました。妻が小さい頃に利用したらしいですが、今回の閉鎖に伴い、もう一度行きた

いということで利用させていただきました。いつも行きたいところを言わない妻ですが、初めてどうしても泊ま

りに行きたいと言われました。 
泊まった際は晴れていて、日本海が一望できました。妻だけではなく、息子も興奮して何度も外へ行ったり、バ

ルコニーで雄大な景色を見ることができました。また、息子と久しぶりに遊んだり、バーベキューをしたりする

など、たくさんの楽しい思い出ができてA高でした。私の中で、特によかったのが展望温泉。とても、塩辛くい

い温泉でした。あまりに浸かりすぎてのぼせるほどでした。 
二代にわたり、よき思い出をつくっていただいたウェスパ椿山、そしてスタッフの皆さまには感謝しておりま

す。また、違った形でもいいので訪れることができれば幸いです。ありがとうございました。

シャンシャン☆様

ウェスパ椿山はオープン当初から現在に至るまで家族で何度も利用させて頂いております。 
とても広大な土地に有り、可愛らしい２階建ての温泉付きのコテージで設備、暖かみの有る照明、玄関を開けた

瞬間の解放感があり、第二の家の様な存在です。海が見えて、しかも夕日が見えるコテージは他にはありませ

ん。 
閉鎖する事を知り、とても残念で悲しく、何とか存続出来ないものかと思っております。 
想い出をありがとうございました。閉鎖迄に又伺います。

( ・∇・)様

私が初めてウェスパ椿山を訪れたのは、小学生の頃でした。真冬だったのは覚えております（笑）それから月日

が経ち、自分も社会人となり、今では私が親をウェスパ椿山へ連れて行けるようになりました。何年か前に家族

と宿泊してから、毎年ウェスパ椿山へ宿泊するのが家族の恒例となりました。そんな矢先、閉鎖するとのニュー

スを見て、大変ショックを受けました。今でも信じたくはありません。夢であってほしいとの想いですが…。今
までウェスパ椿山には、かけがえのない夢のような時間を過ごさせて頂き感謝しています。夕日、コテージ、温

泉と何もかもが私達にとってA高でした。ずっと大好きな場所です。心にいつまでもしまっておきます。そし

て、スタッフの皆さんも色々な想いがあると思いますが、いつも温かく迎えて下さり、温泉と共に癒されました

（笑）A終日まで約1ヶ月ですが、応援しております。25年間お疲れ様でした。沢山の思い出をありがとうござ
いました。

とまと様

地元民です。 
小学生の頃、学校の授業の一環で児童全員ロープウェイに乗る事ができ、とてもワクワクした事を覚えていま

す。 
中学生の頃は職業体験でお世話になった事、 
また家族で温泉に入った事、 
マラソン大会に参加した事、 
レストランカミリアで宴会、 
子ども会で原っぱで遊んだりガラス工房でコップやアクセサリーを作ったり、、、 
言い出したらキリがないくらい思い出があります。 
社会人になってからは地元を出ておりましたが、深浦に来た事がない友達がいたらドライブをして必ずウェスパ

に連れて来ていました。 
自分にとってウェスパは、深浦の一部なのでなくなってしまうのはとても悲しいです。 
閉鎖してしまうのが未だに信じられないくらいです。 
思い出が沢山ある分とても悲しいです。 
ウェスパの皆さんも今まで深浦を支えてくれてたありがとうございました。 
閉鎖までにまた遊びに行きA後の思い出を作りたいと思います。

吐露のひと様



まだ20年も前、Twitterも始まる前、学生の18切符で五能線を南下していたとき日帰りで展望温泉を使わせてい
ただきました。 
海が眼前にひらけ、そのあととてもさっぱりして旅を続けることが出きました。 
とても良かったです…！ 
いまでも思い出します 
ありがとうございました。

モヤイの引っ越し様

昨年、関東から30年ぶりに五所川原市にUターンしてきました。ウェスパ椿山さんとの直接的な思い出はないの
ですが、若年時の深浦での出来事や知人との思い出は、今でも心に残っております。そして、勤務先だった蒲田
にあった『モヤイ像』が深浦にあると知り、親近感と”縁”を感じました。もし、モヤイ像の行き場がなくなった
ら、私が引き取ろうと考えております。「モヤイ」の意味は『助け合い』なので…

しも様

夏休みに昆虫館に行き「ムシキングだ！」とテンション高く虫と写真撮った息子も中３になりました。 
「ムシキング見にいく？」と声をかけたら「そんな年じゃねーよ」と返されましたが「あそこお風呂あったよ

ね」と逆に提案してくれました(笑) 
閉鎖までにあと何回行けるかわかりませんが必ず行きますね！


