
高校生が自分の未来を、
よりリアルに、より面白
く描けるように、高校生
と働く人や企業を繋ぎ
「オープンカンパニー」
事業を起業実践中

農に触れる暮らしとテー
マに大学で農業経済を
専攻。仕事大学を休学
し、緑のふるさと協力
隊で長野の泰阜 ( やす
おか ) 村で活動中。

土橋優平 布袋田早紀

とちぎユースサポーターズネットワーク とちぎユースサポーターズネットワーク

毎年100人の
若き地域づくりの担い手を。

頂いた寄附で、毎年１００人の若き地域づくりプレイヤー※を地域に輩出します。

※120時間(月２回、１回5時間を１年間に相当)支援機関等と連携した地域づくり活動を行った若者を想定。
毎年100人が、年間120時間以上、地域づくり活動に取り組むと、合計で年間12,000時間、約900万円相当の力
が地域に活かされることになります。

そのためには、毎年３００万円の寄付が必要です。

宇都宮市生まれ。長期
の環境保全プログラム
にリーダーとして参加。
現在は経験を活かし、
NPOでボランティアを
広める活動に取り組む。

上野理沙

トチギ環境未来基地

栃木県内の若者の力を活かした
地域づくりに取り組むＮＰＯ5団体による

寄付キャンペーン

栃木県内の若者の力を活かした
地域づくりに取り組むＮＰＯ５団体による

寄付キャンペーン

新たな若き地域づくりの担い手が活躍しています

輩出した若者や各支援機関の活動報告は、ＨＰをご覧ください。

新たな若き地域づくりの担い手が活躍しています

事務局 ： 栃木県宇都宮市宮園町8-2松島ビル2階　とちぎユースサポーターズネットワーク内　   
　　　　TEL/FAX  028-612-3341            E-mail  ysn_office@tochigi-ysn.net

http://miraclegift.jimdo.com/
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支援の仕組み
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地域づくり活動をする
若者の物語

ウェブサイトに年間100人を掲載予定
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トチギみらくるギフトは、栃木県内で同じ目的に向かって活動している団体同士が手を取り合い、
それぞれの特色や得意を活かしながら、若者と共に活動したり、若者の活動を応援しています。

　私たちが目指しているのは、
　若者たちの栃木を良くする活動を応援すること。
若者のチャレンジを応援するサポーターを増やすこと。

これからのトチギをより良くするため、未来をつくる若者たちの活動を早く大きくしていきます。

トチギみらくるギフトが支援する
各団体のご紹介

寄付の回収方法
①下記に持参する
 ・ とちぎユースサポーターズネットワーク 
　　宇都宮市宮園町8-2　 028-612-3341 
 ・ トチギ環境未来基地　　                               
　　益子町大沢2584-1　  0285-81-5373
 ・ 日光市社会福祉協議会                           
　　日光市今市511-1　　0288-21-2759
 ・ とちぎYMCA
　　宇都宮市松原2-7-42   028-624-2546

②振込する
口座名義　トチギみらくるギフト
[ゆうちょ銀行から]
　　記号 10760　　番号 30539931
[他の金融機関から]
　　店名 ０七八　　店番 ０７８ 　  　
　　預金種目　普通預金　口座番号　3053993

毎年100人の地域を元気にする若者を
育みます。

支援先団体
「世界を見つめ、地域に生きる」を標語にしているＹＭＣＡは、
世界的な視野の中で地域の青年たちを支援しています。

とちぎYMCA

若者たちとともに、県内各地の荒れた里山や竹林の整備作業
を行っています。また、子ども達の自然体験活動の機会を作っ
ています。

トチギ環境未来基地

栃木らしい歴史的建物の維持、空き家の活用、地元産業の
継承を目的に、栃木で働き暮らしたい若者の地域定着・定
住をサポートしています。

マチナカプロジェクト

日光の高校生たちが集い、震災復興や過疎・高齢化地域活
性化などの活動を行うことで、地域社会に沢山の「縁＝つな
がり」を創ります。

日光市社会福祉協議会
（高校生・縁人プロジェクト）

挑戦する若者と若者を必要としている現場を繋ぎ、“地域×
若者 =栃木の新しい物語” づくりを若者と共に進めています。

とちぎユースサポーターズネットワーク
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それぞれの特色や得意を活かしながら、若者と共に活動したり、若者の活動を応援しています。
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日光市社会福祉協議会
（高校生・縁人プロジェクト） 挑戦する若者と若者を必要としている現

場を繋ぎ、“地域×若者 =栃木の新しい
物語” づくりを若者と共に進めています。

とちぎユースサポーターズネットワーク

キ リ ト ル

毎年100人の地域を元気にする若者を
育みます。

寄付マイルール
例：「天気が晴れだったら10円寄付」

寄付の回収方法
①下記に持参する
 ・ とちぎユースサポーターズネットワーク 
　　宇都宮市宮園町8-2　 028-612-3341 
 ・ トチギ環境未来基地　　                               
　　益子町大沢2584-1　  0285-81-5373
 ・ 日光市社会福祉協議会                           
　　日光市今市511-1　　0288-21-2759
 ・ とちぎYMCA
　　宇都宮市松原2-7-42   028-624-2546

集金期日
第一次集計　　2015年7月1日〆切
第二次集計　　2015年11月1日〆切
第三次集計　　2016年3月1日〆切ご協力ありがとうございます

募金箱
とちぎの若者を育む

募金箱
とちぎの若者を育む

「おうち募金箱」を作って、次の世代に想いを託しませんか

１分で
　できる

お手持ちの空き缶や
空き箱に貼り付けて、
募金箱の完成！　

「天気がよかったら10円
寄付！」などのマイルール
を決めて、楽しく寄付しま
しょう。

ご寄付がたまったら、
お振込または窓口まで
ご持参ください。

皆様の想いが、次の世代による新たな地域づくりを促進します。
ご支援お待ちしております。

上の切り取り線から
切りとります。

４１ ２ ３

ぜひ、完成写真を
Facebookにて

ハッシュタグ「#みらくる」
で投稿して下さい。

私たちのページで、シェアや
転載させていただきます。

②振込する
口座名義　トチギみらくるギフト
[ゆうちょ銀行から]
　　記号 10760　　番号 30539931
[他の金融機関から]
　　店名 ０七八　　店番 ０７８ 　  　
　　預金種目　普通預金　口座番号　3053993
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