
 

 

2011 年 9月 22 日(木) 

心配された台風の去った青空の日に、とちぎユースワークカレッジ第 4期生の修了

式が行われました。カレッジの運営に様々な形でご協力いただいている来賓の

方々、スタッフ一同が見守る中、晴れの日を迎えた 4 期生は、とてもさわやかに式

を進めていきました。6ヶ月前の入学式の不安そうな表情とは全く違う、若者たち

の姿がそこにありました。修了式に参加して毎回思うことは、人の変わる力の強さ

についてです。変わるというのは語弊があるかもしれません。正確には、もともと

持っていた力を発揮できた時に「できるようになること」の多さに驚かされている

 とちぎユースワークカレッジ第 4 期修了式 
                    とちぎボランティア NPO センター「ぽ・ぽ・ら」研修室 

のです。カレッジに通う中で出会った人、学んだこと、経験したこと、考えたこと、

それら一つひとつが、彼らがそれぞれの人生を歩んでいく力になるのだと思いま

す。4 期生の皆さん、修了本当におめでとうございます。そして、カレッジを支え

ていただいた皆様、心よりお礼を申し上げます。 

 

共同代表共同代表共同代表共同代表    塚本竜也塚本竜也塚本竜也塚本竜也    

学長楡木満生による式辞 修了証書授与 

若年無業者支援シンポジウム 2011 参加者募集中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とちぎユースワークカレッジ主催の公開シンポジウム 2011。 

参加者を募集中です。どなたでも参加することができます。 

    

日日日日    時時時時：2011 年 10 月 22 日(土) 13：30～16：30 

場場場場    所所所所：とちぎ青少年センター アミークス 

宇都宮市駒生 1-1-6 コンセーレ南側 

記念講演記念講演記念講演記念講演：「社会的うつ病」の治し方 ―人間関係をどう見直すか― 

講講講講    師師師師：斎藤 環（爽風会佐々木病院診療部長） 

定定定定    員員員員：100 名様 要申込 

参加費参加費参加費参加費：無料 お申込は事務所（028-638-5502）までお電話ください 

公開シンポジウム 2010 の様子 

県内で初めて通所型として、働いていない若者の社会参加を支援しているカレッジです。 



 

クラス運営（必修） 
クラス運営は、カレッジ生が全員参加し、お互いの

理解や関係性を深めていく時間です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会教養（必修） 
社会への一歩を踏み出す前に、基礎的な知識とルー

ルを学ぶ授業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境（特別授業） 
環境教育を通して様々な考え方･生き方･働き方に

ふれ前に進むためのきっかけを見つける授業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業（選択） 
自分たちの手足を使い農作物を育てながら暮らし

に密接する｢食｣について改めて考え学ぶ授業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 年 9月 9 日(金) 

第 4 期最後の授業です。 

午前中は、第 4 期全てのプログラムの写真を見なが

ら振り返った後、半年後の自分へ手紙を書きまし

た。未来への手紙を書くことは、過去を整理し、進

路を決める手助けになります。 

午後は、次週の卒業旅行へ向けて最後の準備を行い

ました。スケジュールや持ち物の確認をした後で、

チームごとに別れ、チームフラッグを作りました。 

本番に向けて、みんなで決意を固めました。 

 

2011 年 9月 5 日(月) 

第 4 期社会教養の最後の授業は、フリーアナウンサ

ー臼井佳子さんによる人気授業、「声を出そう」で

す。スタートは言葉遊び。次々と動物の名前を挙げ

ていきます。魚でも OK。でも 4 回目、5 回目になる

と言葉が出てこない。言葉の瞬発力を鍛えます。そ

の後は、インタビューから話を広げていくなど、会

話を楽しみました。最後は、臼井さんにインタビュ

ー。仕事を選んだ意外な理由や、学生時代のお話な

ど、今まで聞かなかったあれやこれやに、みんな興

味津々で聞き入りました。 

2011 年 8月 23 日(火) 

高根沢町にあるエコ・ハウスたかねざわで授業を行

いました。エコ・ハウスの施設や活動内容を紹介し

てもらった後で、環境教育プログラムの一つ、環境

カルタをやりました。楽しみながら環境について学

び考えることができて面白かったです。今度はぜ

ひ、環境カルタ作りをやりたいです。 

午後は、カレッジ修了生と学生の交流会を行いまし

た。カレッジを卒業して約 1 年。社会へ出て働いて

きた 2 人の言葉がカレッジ学生の心に響きました。 

2011 年 9月 4 日(日) 

カレッジ畑で収穫した野菜を使い、日光の国際自然

大学校日光霧降校に来る子どもたち用にランチを

作りました。メニューは、とろとろカレー、茄子と

トマトのチーズ焼き、ジャガイモのアイスです。 

子どもたちがのぞきこんでくるのに焦りながらも

何とか完成。自分たちが作った料理を目の前で食べ

てもらうのはドキドキしましたが、殆ど残さず食べ

てくれて、ホッ。普段はインプットの時間が多いで

すが、今回は自分たちで作り提供するアウトプット

の時間となりました。 



地域活性（特別授業） 
地域活動に参加し、一緒に汗を流す授業です。地域

の風を肌で感じ、住民の方と触れ合うことで、「地

域を知り、地域を楽しむこと」を大切にしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉（特別授業） 
第 4 期は全員参加で授業をおこないます。福祉プロ

グラムは、「人とのふれあい」を大切にしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 期卒業旅行 鞍掛山登山 
                  森林公園～鞍掛山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 年 9月 8 日(木) 

茂木町の「花工房と農村レストラン 虹色の里あじ

彩」へ行きました。ここは元々小学校があった場所

で、地域の女性団体が地域興しを目的に活動してい

ます。午前は、日々忙しいあじ彩さんのメンバーに

代わって敷地の草むしり。午後は、茂木町の田村さ

んとあじ彩さんのお話を聴きました。茂木町の地域

活性への取り組みから見えてくる様々な想いなど、

いただいた言葉はどれも貴重なアドバイスばかり。

それぞれがしっかりと胸に焼付けました。四季の彩

りが豊かな茂木町。またみんなで訪れたいです。 

2011 年 8月 25 日(木) 

宇都宮市道場宿町にあり、YMCA 福祉会が運営する、

わいわい道場宿に行きました。昨年実施した流しそ

うめんが好評だったので、今年も皆さんのために準

備しました。おいしいとの声をいただき、作ったそ

うめんもあっという間になくなりました。 

午後は、輪投げ大会へ参加。ご利用者の皆さんも若

い人との交流を楽しみにして下さっており、学生の

みんなも楽しく過ごしました。相手に楽しんでもら

うことも大切ですが、自分も楽しむことが、人と関

わる上での大切なことだと確認しました。 

2011 年 9月 16 日(金)～17 日(土) 

台風の影響で天候が心配される中、宇都宮市と日光市の

境にある鞍掛山登山にチャレンジしました。 

鞍掛山を知り尽くしているアドバイザーの方に「今日歩

くコースはきついですよ」と言われ、少しドキドキしな

がらのスタートでしたが、みんなで声を掛け合いながら

歩き、頂上付近からの眺めを堪能してから下山しました。

大きな怪我もなく、全員が無事にゴールできたのは、学

生の頑張りと、ご協力いただいた皆様のおかげだと思っ

ています。ありがとうございました。 

＜ 学生より ＞ 

* 道中、心が折れそうだったが、普段見ていた景色を高いところ

で見られてよかった。 

* 足を滑らせたが、大きな怪我なく最後まで楽しく歩けた。 

* 疲れた分、風が涼しく、お昼を食べた所の景色がよかった。 

* 大変だったが最後まで歩けてよかった。景色がすごくきれいだ

った。 

* 大きな怪我なく登りきれた。暑かったので、登山中の風が気持

ちよかった。 

* 自分の限界を超えたいと思っていた。諦めないことでそのうち

できるようになると思う。 

頂上で集合写真 

山登りの一場面 



 

これからの予定 
 

＜＜＜＜    カレッジカレッジカレッジカレッジののののイベントイベントイベントイベント    ＞＞＞＞    

★ 第第第第 5555 期入学式期入学式期入学式期入学式 

   2011 年 10 月 13 日(木) 13：30～ 

とちぎボランティア NPO センター「ぽ・ぽ・ら」研修室 A 

(宇都宮市昭和 2-2-7 栃木県庁西側) 

10 月から来年 3月まで、6 ヶ月間の学びのスタートです。 

★ 第第第第 5555 回回回回とちぎとちぎとちぎとちぎヤングスポーツフェスティバルヤングスポーツフェスティバルヤングスポーツフェスティバルヤングスポーツフェスティバル 

2011 年 11 月 30 日(水) 宇都宮市体育館(宇都宮市元今泉 5-6-18) 

 

＜＜＜＜    地域地域地域地域ののののイベントイベントイベントイベント    ＞＞＞＞    

とちぎユースワークカレッジは、学生とともに地域の様々なイベントに参加します。 

☆ とちぎとちぎとちぎとちぎ協働協働協働協働まつりまつりまつりまつり 2011201120112011 

   2011 年 10 月 23 日(日)  9：00～16：00 

栃木市総合運動公園(栃木市河原田町 760 東北道栃木インター東側) 

☆ 福祉福祉福祉福祉のののの祭典祭典祭典祭典 

   2011 年 11 月 23 日(水)  9：30～14：30 オリオンスクエア、総合福祉センター(宇都宮市中央) 

第 5 期生 募集中 
                     締め切り 10月 12 日(水) 

とちぎユースワークカレッジでは、10

月 13 日から始まる第 5 期の学生を募集

しています。 

「そのうち変わるだろう…」「今は、こ

の子に任せて…」では、状況を悪化させ

るのみです。そのようにして月日が過

ぎ、気がついたときにはどの支援も受け

られない状況になっています。 

とちぎとちぎとちぎとちぎユースワークカレッジユースワークカレッジユースワークカレッジユースワークカレッジ    ニュースレターニュースレターニュースレターニュースレターVOL.9VOL.9VOL.9VOL.9    2011201120112011 年年年年 10101010 月月月月 3333 日日日日    

栃木県委託・若年無業者支援事業 

とちぎとちぎとちぎとちぎユースワークカレッジユースワークカレッジユースワークカレッジユースワークカレッジ    

栃木県宇都宮市宮園町 8-2 松島ビル 4F TEL・FAX：028-638-5502 

  HP： http://www.youthworkcollege.jp/ 

  過去発行分はホームページでご覧になれます [担当:羽生] 

実施団体実施団体実施団体実施団体    特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人とちぎとちぎとちぎとちぎユースサポーターズネットワークユースサポーターズネットワークユースサポーターズネットワークユースサポーターズネットワーク 

家族や、今までの関わりの中では、解決できません。解決のためには

第三者の支援が必要です。悩みを抱えているご本人や保護者の方だけ

でなく、その事実に気づいた周りの方々が声をかけることが大切で

す。まず、ご相談いただくことが、次の一歩を踏み出すきっかけとな

ります。少しでもご関心のある方は、まずご相談ください。 

第 4回とちぎヤングスポーツフェスティバル 

募集要項募集要項募集要項募集要項    

 

期間期間期間期間：2011 年 10 月 13 日から

翌年3月までの6ヶ月間 

対象者対象者対象者対象者：週 3 回登校できる方 

年齢年齢年齢年齢：15 歳(義務教育終了)～

39 歳まで 

登校日登校日登校日登校日：週 3 日(必修は月・金、

選択は火または水) 

時間時間時間時間：9：30～15：30(プログラ

ムにより変更あり) 

定員定員定員定員：25 名程度 

第 5 期入学希望のご相談は、10月 12 日(月曜から金曜の 9：00～17：00)まで事務所で随時受付けています。 

とちぎユースワークカレッジ TEL･FAX： 028-638-5502 担当：清野 


