とちぎユースチャレンジ応援事業参加団体一覧
平成２８年度
団体名

鹿(しか)猫(ねこ)

宇都宮大学あいあい食堂

ぽたり

所在地

鹿沼市

宇都宮市

栃木市

木製遊具を使用した競技の実施

子ども食堂の運営及び遊び場づくり

場所：粟野勤労者体育センター

場所：コミュニティビジネス支援施設
「ソノツギ」

栃木市を想うアラサー世代の出身者
や卒業生をゲストに招き、トークセッ
ションの開催

事業の概要

日時：11月26日～27日

場所：シェアスペース｢ぽたり｣
日時：毎月最終金曜日
18:00～20:00

日時：2月26日

平成２９年度
団体名

横枕青年団 未来会

あいあい食堂

こどものまちUST実行委員会

所在地

那須烏山市

宇都宮市

宇都宮市

フリーマーケット、サッカー教室、陸上 子ども食堂の運営及び遊び場づくり
教室の開催及び横枕地区産の食材
を使用した模擬店の実施
場所：コミュニティビジネス支援施設
事業の概要
「ソノツギ」
場所：那須烏山市横枕地区
日時：毎月２日以上
日時：10月28日（土）

子どもの遊び場づくり、世代間交流の
場の提供
場所：宇都宮大学峰キャンパス
石井小学校
日時：２月17日(土) 18日(日)

団体名

一般社団法人えんがお

チャレンジing SHS
(South High school)

水棲む森

所在地

大田原市

那須塩原市

日光市

高齢者の生活の困りごとのうち、介護 今年度スタートしたコミュニティに参加 木の伐採、加工の見学、木工教室の
保険で対応できないものについて学 し、盆踊りを開催し、出店
開催
生ボランティアとともに対応
事業の概要
場所：埼玉小学校校庭
場所：日光市小代周辺
場所：大田原市内
日時：８月20日（日）
日時：夏休み秋休み等の大型連休
日時：７月12日（水）～２月28日（水）

平成３０年度
団体名

私たちのあしあと

「“食”を通じて世界を知ろう」
実行委員会

とっておきの音楽祭 inうつのみや
準備委員会

所在地

那須塩原市

宇都宮市

宇都宮市

事業の概
要

高校生が地区のコミュニティ会議に参 高校生、20代の大学生・社会人を対 障害のある方を中心とした音楽祭、
加し、盆踊りを開催し、出店
象に、外国人による郷土料理の調理 「とっておきの音楽祭」を題材とした映
実習、郷土に関するプレゼンテーショ 画の上映会を開催し、「とっておきの
場所：埼玉小学校校庭
ン、ホームステイ受け入れや海外派 音楽祭」の説明会を実施
遣事業の参加に関する報告会を開催
日時：８月19日（日）
場所：宇都宮市総合
場所：
コミュニティセンター
とちぎ男女共同参画センター
日時：12月16日（日）
パルティ
日時：２月24日（日）

団体名

ミライ×キャンパス実行委員会

Your Dream

カラフルうつのみやキッズ

所在地

宇都宮市

那須塩原市

宇都宮市

高校生が企画会議に参加し、途絶え
てしまった盆踊りを復活させるととも
に、DJブースを設置する等音楽を通
した若者フェスとしての一面を持たせ
る。

宇都宮市の外国にルーツを持つ子ど
もたちを対象に日本語学習サポート、
日本文化体験、日本料理教室を実施

場所：高林寺境内

日時：８月～２月

県内、県外で活躍する先輩、同世代
をゲストとして招いたトークセッショ
ン、団体を招き、活動内容の体験会
を実施
場所：オリオンACプラザ
宇都宮まちづくり
事業の概要
交流センター
「イエローフィッシュ」
日時：
９月９日（日） 11月11日（日）
１月20日（日） ２月24日（日）

日時：８月11日（土）

場所：宇都宮市内の公共施設等

令和元年度
団体名
所在地

事業の概
要

ミライ×キャンパス実行委員会
宇都宮市
県内、県外で活躍する先輩、同世
代をゲストとして招いたトークセッショ
ン、団体を招き、活動内容の体験会
等を実施

とちぎ高校生蔵部OBOG会
栃木市
清掃活動を行う際に、どうしてゴミは
捨てられてしまうのか、どうしてその
場所に捨てられてしまうのかを専門
家からのアドバイスを元に考えたり、
ゴミをモンスターに例え、ゲーム感覚
場所 宇都宮まちづくり交流センター で清掃を行う。
「イエローフィッシュ」
日時 令和元（2019)年12月14日（土） 場所 栃木市蔵の街大通り周辺
2月22日（土） 日時 令和元(2019)年8月4日
の期間中に2回のイベントを開催
令和元（2019)年10月6日
（１回のイベントを1日又は2日間で実
令和２(2020)年1月19日
施）

Your Dream Kuroiso
那須塩原市
ベンチプロジェクトの賛同者を増や
し、街中のベンチを増やしていく。ま
た、ベンチを置くことで、人の交流が
生まれることを縁日に集まった人々を
モデルとした実証実験を通して、証明
する。
場所 ①大田原市寺町商店会 日曜あさい
ち

②那珂川河畔運動公園

日時
①令和元(2019)年8月25日
9月22日 8:00～
12:00

団体名
所在地

Your Dream ♪
那須塩原市
地域の若者たちと縁日屋台を作り、
若者同士のつながりを作ったり、異世
代が交流しやすい射的や型抜きを実
施し、高齢者から子どもまでが交流し
やすい場所を作ったりして様々なつ
ながりをつくる。次年度開催するため
事業の概要
の体制づくりを行う。
場所 高林寺境内
日時 令和元(2019)年8月3日（土）

令和２年度
団体名
所在地

事業の概
要

特定非営利活動法人 キーデザイン
宇都宮市
子供の不登校（行き渋り含む）に悩
むお母さんお父さんを対象に、無料
で制限なしのＬＩＮＥ相談窓口を開設
し、悩みや困りごとの解決に伴奏す
る。相談がゴールではなく、その先の
次の一歩（フリースクールや親の会な
どへのつなぎ）を作っていく。

とちぎカメラ部
宇都宮市
写真・カメラを通して、「写真／カメ
ラ」好きの若者（30代以下）が集まる
場を増やし、県内各地を回ながら、栃
木県の魅力を発信することで地方創
生に取り組む。
場所 県内各地
日時 令和2年11月15日
令和3年1月23日

未来創造ネットワーク白鷗
小山市
小山市の小学生に地域の歴史や伝
統に対して興味・関心をもってもらう
ため、下国府塚集落周辺でのスタン
プラリー形式のオリエンテーリングや
小山市指定文化財となっている岸家
代官屋敷で竹工芸体験を行う。

場所 小山市市民活動センター
日時 令和2年12月19日
令和3年2月14日
団体名
ＮＰＯ法人 シェアハピーエール
栃木きょうだい会
とちぎ高校生蔵部OBOG会
所在地
宇都宮市
那須塩原市
栃木市
小学生やフリースクールを中心に活
様々な立場のケアラー（高齢・身
現代の清掃ではなかなか使用され
動し、ＳＤＧｓに関するゲームを通し 体上、精神上の障がいまたは疾病等 ていない栃木市の伝統工芸品である
て、子供たちのSDGｓの思考をもった により援助を必要とする親族、友人等 都賀の座敷箒を、自宅清掃に使用
り、価値観を高めたりする。
の身近な人に対して、無償で介護、 し、伝統を後世につないでいくため、
看護、日常生活上等の援助を行って 現代に合った使用法を考え、SNS等
場所 県内小学校、子ども食堂、
いる人）が集い、家族それぞれが自 で発信していく。
フリースクール等
分らしい人生を送るためにはどうすれ
ばよいかを様々な切り口で考えるた 場所 ぬい農園、パーラートチギ
事業の概要
めのシンポジウムを開催する。
日時 令和2年9月2、19日
日時 令和2年12月30日
10月17、18日
～令和3年１月31日
11月7、22日
12月13日
令和3年1月9、24日
※ＳＮＳ利用

