クラウドファンディング「ＹＨ運動支援プロジェクト」の報告と御礼

コロナ禍による感染予防対策と行動自粛によって、活力を失いかけていた全国のユースホ
ステルを支援するために、２０２０年８月５日から約４か月間にわたって実施してまいり
ましたクラウドファンディング「ユースホステル応援プロジェクト」は、１１月３０日を
もって終了しました。期間中にはたくさんの方々からご支援の声を頂き、多くの方々のご
協力によって予想以上の成果を上げることができたと心より感謝申し上げます。
◆支援者総数 ３２６名
元ホステラー、元ペアレントはもちろん、小さなお子さんの
いるファミリーの方や合宿利用の学生さんなど、本当に幅の広い方々からご支援をいただ
きました。
◆支援総額 ４,４７５,８００円
全体支援、ホステル指定とがほぼ半々であり、平均で
一人当たり 13000 円、１日あたり３８０００円でした。１０万円以上の高額支援の方も
７名いらっしゃいました。
今回のクラウドファンディングを通じてわかったことは、実際の支援額もとてもありがた
かったのですが、それ以上にユースホステルを応援していただいている多くの方々の存
在、そして皆様からいただく温かいメッセージに、多くのペアレント、マネージャー、ス
タッフが励まされ、支えられ、勇気づけられたことではないでしょうか。

◆全国のユースホステルからも多くの感謝の声を頂きました。その一部をご紹介◆
●北海道 羽幌遊歩ユースホステル
この度はクラウドファンディング
に協力して頂き有り難うございま
した。
『支援』という温かいプレゼン
トが本当に嬉しかったです。
この心温まるご支援に恩返しする
べくこれからも北の大地で頑張っ
ていきますので、日常が取り戻せた
暁には「いざ北海道へ！」そしてい
ざ道北へいざ羽幌へ！とお越し下
さい。お待ちしています。今降り積
もっているこの雪が溶けてなくな
る時にはこの世からウィルスもな
くなっていますように！
●北海道 イルムの丘ユースホステル 栗原照夫
クラウドファンディングがスタートしてから、日々、すべての方々の名前、そして寄せら
れたコメントを拝見させていただいておりました。皆々様からの暖かいメッセージ、あり
がとうございます。そんな中には知っている方も多く、見つけては懐かしくも、うれしく
も感じていました。私事にはなりますが、ユースホステルに係わり４0 年を超える今、多
くの人に支えられてきたことを、改めて思い起こさせてくれました。数年前より高齢者の
仲間入りをしておりますが、今後共、小さくてもこの火を消さないよう続けるつもりで
す。クラウドファンディングに参加された方々に、そして今回労をいただいた方々、皆様
に「感謝」の言葉をもって結びといたします。

●北海道 塩狩ヒュッテユースホステル 合田康代
このたびはたくさんのご支援ありがと
うございました。
この 1 年、ユースの経営的には散々で
したが、それ以上に多くの励まし、応
援をいただき、おかげさまで身体も心
も元気に過ごしています。北海道の塩
狩という土地に小さな灯りをともし続
けられるよう、今は有り余る時間をこ
れからの塩狩ヒュッテを考える時間に
あてています。
またホステラーさんたちの「ただい
ま」の声が聞ける日を楽しみに。

●北海道 清里イーハトーヴユースステル

石田ペアレント
この度は多大なるご支援・ご厚意
を頂戴いたしまして、感謝申し上
げます。まだしばらく厳しい日が
続くと思いますが、今は、コロナ
の影響が無くなるまでの充電期間
だと考えて、日々過ごしておりま
す。何も気にせずに自由気ままな
旅行が出来る日が訪れましたら、
是非、北海道にもお越しいただけ
ましたら、幸いです。本当にあり
がとうございました。
写真は先日、撮影したものです。
ご機会を作られて、清里町にも是
非お越しください。

●北海道 島牧ユースホステル
今日も朝から吹雪模様､春まだ遠い島牧です。このたびはクラウドファンディングにご協力
を頂き、ありがとうございます。1973 年に開所以来まもなく半世紀になります。1993
年には津波で全壊そしてリニューアル、昨年はコロナ、コロナ、等々大変なこともいろい
ろ有りましたが、みなさんからも勇気をもらい、老骨にむち打ってもう少し頑張ろうと思
っています。この禍が治まりましたら是非又遊びにいらして下さい、重ね重ねありがとう
ございました。

●北海道 札幌国際ユースホステル
石渡マネージャー
このたびは、クラウドファンディン
グを通じてのご支援を賜りまして、
誠にありがとうございました。コロ
ナウィルスによって受けた影響は甚
大で、この先の見通しもなかなか立
たない状況ではありますが、いつの
日か、何かの形でお返しできるよ
う、頑張って参ります。

●北海道 東大雪ぬかびらユースホステル 塩崎 健
皆さまからの温かい応援ありがとうご
ざいました。コロナの収束にはまだし
ばらくの時間がかかりそうで、その間
は通常以上に感染 対策に気を使う日が
続きます。そのため支援金を利用し
て、マスクや消毒液等の 購入させてい
ただく予定です。いつもより経費が掛
かる状況で大変助かりました。画像は
宿の近くにある糠平湖からの景色で
す。コロナが落ち着いたら、このよう
な風景を見にお越しください。

●福島県

会津の里ユースホステル

この度は皆様方からのご支援、心
配りにとても感謝しています。
2020 年は宿泊業のみならず全業
種に渡り大変厳しい状況であった
にも関わらず、ユースホステルと
いうものにこれだけの支援が集ま
ったことに勇気づけられたペアレ
ントもたくさんいると思います。
いつかまた皆様が自由に旅をする
ことが出来る日が必ず訪れること
を祈って。

山口謙太郎

●宮城県

リアス唐桑ユースホステル

三上ペアレント

新年を迎えましてもコロナは収束の気配を見せず、我々
小規模宿泊業を営む者にとっては GOTO トラベル他、
国や県の施策も中止に追い込まれ出口の見えないトンネ
ルから抜け出せない状態が続いております。そんな中で
日本ユースホステル協会の声掛けによるファンド基金に
快く対応され多数の方々からご支援金を頂きました。
思えば、大震災から 10 年経過いたします。この間も一
方ならぬご支援を全国の皆さんから頂きました。さら
に、今回のご厚情には皆様方にも計り知れないコロナの
影響があるにもかかわらずのご厚意には心より感謝申し
上げます。

●福島県 ユースゲストハウス ATOMA 平野俊一
この度はたくさんのご支援、大変ありがとうござ
います。震災、原発事故からやっと抜け出せると
思った矢先のコロナ禍、東北のユースホステル経
営は儘なりません。それでも前を向いて頑張ろう
と思います。ホームページも新しくして、
ATOMA は再開に向けて準備中です。スキー事業
も再開しますので、落ち着きましたら是非お出か
けください。画像は 2 月 6 日の箕輪スキー場で撮
影したものです。頂戴しました支援金はホームペ
ージ制作費に使わせていただきます。新 HP＞
http://www.atoma-fukushima.com/
●千葉県 九十九里浜白子ユースホステル 片岡ペアレント
ご協力いただいた方々へ
皆様か
ら暖かいご支援を賜り、感謝の気持
ちでいっぱいです。コロナの影響で
厳しい日々ですが、ご協力いただい
たお気持ちを大切にして、がんばり
たいと思います。
いただいた支援金で、空気清浄機
等、コロナ関連の購入に利用させて
いただきます。ありがとうございま
した。
●東京都

御嶽ユースホステル 須崎直洋

この度はクラウドファンディングにご協力いただきありがとうございます。ユースホステル
にとって、大きな打撃となりましたが、新たな顧客の発掘にもなったようです。感染症の終
息は来年以降と覚悟していますが、施設の様々な見直しにもなり、今後の運営に生かせると
ものと存じます。

●東京都 小笠原 YH 佐々木等史＆美直子
このたびはクラウドファンディ
ングによるご支援をありがとう
ございます。
小笠原 YH は規模縮小の運営が
ずっと続き、去年の創立４０周
年のイベントも中止、再会が叶
わない無念さを引きずっており
ましたが、最後に会ってから久
しい方や最近来られた方など、
OYH をこんなにも気にかけて
頂いていたことがクラファンで
分かり本当に嬉しいです。小笠
原の海や山の自然はむしろ輝き
を増しており、皆さんの帰島を私共と一緒に心待ちにしております。コロナ禍が過ぎ去った
暁には、ぜひ！
●山梨県 石和温泉ユースホステル 古屋 隆士
このたびはクラウドファンディングにご協力を頂き、ありがとうございます。コロナが始ま
ったことでユースにとっては、人々との交流には厄介なことになり、日々つらい毎日を送っ
て参りました。平成 17 年より先代より引き継いで 15 年過ぎ、昨年 2020 年 6 月、50 周
年を迎えました。山梨県の老舗ユースとして、皆様から勇気をもらいました。私もシニア世
代に近づいて、旅人のお気持ちが少しずつわかるようになりました。コロナが収束したら、
お会いできる日を楽しみにしています。先代グランママも、なんとか健在で 3 月で 93 歳で
す。
●新潟県
外海府ユ―スホステル
矢部久榮
この度クラウドファンディングにご協力頂きありがとうござ
いました。地球規模での災害なので誰もが未経験、手探り状
態が続いてます。姿、形が見えないものに対峙するって大変
な事です。当館ではトイレ、洗面所は個人（ファミリー）仕
様とし名札を付けて対応し、共有スペースに塩素系空気清浄
機を購入する事としました。
皆様から頂いたお心を頭金として、発注する事ができまし
た。本当にありがとうございました m(__)m 佐渡のど田舎
にある当ユ―スは海

山

に囲まれ、不便なだけの様です

が、安らぎが有ります。心をポジティブにしてくれる何かが
あります。朝、裏庭に姿を見せてくれる鳥達と心かよわせモ
―ニングコ―ヒ―はいかがでしょうか。休みにおいでくださ
いませ。m(__)m

●新潟県
小千谷ふるさとの丘ユースホス
テル 南ペアレント
年明け早々、雪かき中に前歯を折ったり、強風
で折れた木の下敷きになりかけたり、コロナ
禍で誰もいらっしゃらない日々にめげそうに
なったりと色んなことがありますが、私たち
は、元気です。
雪に埋もれても、人数は少なくとも、お客様と
鍋をしたり、飲んで食べてしゃべっての何気
ない日々は幸せだったのだと、失って初めて

気づきました。コロナ禍が収まったら、是非遊びにいらして下さい。その日までなんとか頑
張ります！
●石川県 能登漁火ユースホステル
濱野ペアレント
この度、クラウドファンディングのご支援ご協力を頂き誠にありがとうございます。
コロナ禍で当たり前の日常から遠ざかり、皆様も生活スタイルがずいぶん変わって居られる
事と思います。そのさなかでユースホステルの事を気に留めて頂いていることにとても暖か
い気持ちになりました。漁火ユースはいまだコロナ禍で休館を続けています。また、沢山の
ホステラーさんが訪れ、素敵な旅行話を聞かせていただける日常を心待ちにしております。
●長野県
立科白樺高原ユースホス
テル
寺島マネージャー
この度は多くの方よりご支援を頂き誠
にありがとうございます。コロナウィル
スの影響がどこまで続くか先の見通せ
ない時ですが、皆様の支えを心に、前向
きに頑張っていこうと考えています。貴
重なご支援を基に、コロナ対策として紫
外線空間殺菌装置やドミトリー客室に
は加湿除菌空気清浄機プラズマクラス
ターを設置しました。少しでも感染リス
クを減らし、皆様に安心してお越しいた
だけるよう心がけていきます。またお会
いできる日を楽しみにお待ちしております。
●長野県
スワコユーペンハウスユースホステル
長崎光彦 なるみ
クラウドファンディングにご賛同をいた
だき、誠にありがとうございました。旅を
愛し、青春の一ページを飾ったユースホ
ステルにいつもお心にお留めいただき重
ねてお礼申し上げます。当館は昭和３２
年より家庭開放型の YH として契約を結
び、始めたこの仕事いろいろな変遷があ
りましたが、ご協力により歴史を重ねる
ことができました。今回のコロナの問題
による影響は多大なものになり初めての
経験となりました。この状況はすぐ改善
されるとは思われません。お気持ちを支
えに YH 運動存続のため、この仕事を楽
しみながら頑張っていきます。コロナが終息し安心安全に旅ができるようになりましたらま
たお出かけください。お会いする日を楽しみにお待ち申し上げております。本当にありがと
うございました。

●長野県

白馬山麓レイクサイドユースホステル 平林ペアレント
このたびはクラウドファウンディ
ングにてご支援ありがとうござい
ました。ペアレントは 90 歳を迎
えかなりの高齢となりましたが脚
が弱っているほかは元気にしてお
ります。時折 YH 全盛だった頃の
常連さんやその頃の阪大の優秀か
つイケメンのヘルパーさんらが集
まりを開いてくださります。その
後も多くの名物ヘルパーさんがい
らっしゃり YH には魅力があった
んだなあと思います。時代が移っ
ても違った形で活動が続けられた
らいいなと思います。
●愛知県 犬山国際ユースホステル 澤井マネージャー
支援してくださった皆様に心よりお礼申し上げます。もちろん金銭的な面もありますが、な
によりも日々更新される数々のメッセージがお客様が激減し、もどかしい思いであった犬山
国際 YH の大きな力になりました。まだ踏ん張って楽しく自由に旅行ができる日を待ちなが
ら引続き頑張ります。本当にありがとうございました。
●滋賀県 近江八幡ユースホステル 勧修寺尚毅
この度はクラウドファンディングにご協力いただきありがとうございます。YH は近年どん
どん数が減少しており魅力のひとつであったネットワークというものが機能しなくなって
きております。そこへきてこのコロナ禍です。YH のペアレントさん方は高齢の方も多くい
まだに再開できないところもありますし団体客が大半を占めていた大型 YH はもっと大変な
状況のようです。
今回、皆様が支援をしてくださったおかげでなんとか踏みとどまったという YH が少なから
ずあるのではないかと思います。
この厳しい日々を乗り切った YH は今までと一味変わると思います。何故なら何もしなけれ
ば生き残ることができないし、この１年でどのようにすればもっと来ていただけるか、利用
者の方に喜んでいただけるかスタッフの多くは考えて過ごした１年だったからです。改めて
ご支援ありがとうございました。
●滋賀県 近江希望ヶ丘ユースホステル
滝口マネージャー・スタッフ一同
クラウドファンディングにご協力・支援をして
いただいた皆様、本当にありがとうございまし
た。
ご宿泊に来て下さった方々のお名前を拝見し
たときには、本当に心が温かくなりました。ま
だまだ、予断が許さない状況ではありますが、
再び皆様をお迎え出来るように、今できること
を、スタッフ一同、懸命に取り組んでいこうと
思います。

●京都市 宇多野ユースホステル 佐藤隆芳
コロナ禍の中、ご支援ありがとうございました。
ユースホステルの理念として掲げる「旅の中での
学びや気づき」を得るための出会いや交流、直接
体験ができない危機的状況とはなりましたが、そ
の中でもできることはきっとあるはず。「旅の持
つ力は、へこたれない！」。時には立ち止まり、
それでもユースホステルの可能性を信じて前に進
んでいければと思います。引き続きご支援ご協力
のほどよろしくお願いいたします。
●大阪府 新大阪ユースホステル 吉田隆
この度はたくさんのご支援、誠にありがとうございます。日々、あれだけ賑わっていたユー
スホステルがコロナ禍でめっきり寂しくなり気落ちしていましたが、大勢の方のご支援に
「コロナ禍が収まれば、皆さんまたユースホステルを使った旅をされるに違いない」と、強
く勇気づけられました。皆様方がいつお越しいただいてもいいように、しっかりと準備をし
て、お待ちしております。本当にありがとうざいました。
●大阪府 大阪国際ユースホステル 杉田 亮
この度は、クラウドファンディングにご協力いただきありがとうございました。今まで経験
したことがない経営的なダメージを受け、正直この先どうなるんだろう？ という不安しか
ありませんでした。そんな中、皆様からのご支援は本当に励みになりましたし、前を向いて
できることをやっていこう！という、勇気と希望をいただくことができました。ホステラー
の皆様の暖かい輪を感じながら、改めてユースホステル運動の推進に頑張っていく所存です。
●和歌山県、有田オレンジ YH、関空オレンジハウス YH 山際京子
この度のクラウドファンディングに、沢山の皆々様からの、お心のこもった御芳志を頂きま
して誠に有難うございました。新型コロナ感染の渦中、沢山の方々の大切な暖かいお気持ち
のお陰で、
「また、皆様方とご一緒に、明るく元気に YH 運動ができる日を目指して、頑張っ
ていこう」とお力を頂くことができました。どうか皆様もお体に気をつけてお元気にお過ご
しくださいますように、どうもありがとうございま
した。
●愛媛県 松山ユースホステル 平野真弓
クラウドファンディングに賛同いただきありがと
うございます。
おかげさまで宿屋を継続する勇気をいただき、今
年一年の継続するエネルギーを貰いました。
コロナ禍を乗り越えた先で皆様にお会いできるこ
とを楽しみに励んでいきます。
ありがとうございました。

●愛媛県
北条水軍ユースホステル 坂田伸一このたびはクラウドファンディングにご
協力を頂き、ありがとうございます。昨年 6 月新天地に移転オープンしましたが、コロナが
始まってからのキャンセルが連続し日々つらい毎日を送っていましたが、みなさんから勇気
をもらいました。今年に入り更に厳しい予約状況ですが支援に答えれるよう頑張りたいと思
います。また収束した折には皆さんを
温かくお迎えしたいと思います。
●高知県
高知ユースホステル
近藤ペアレント
このたびはクラウドファンディング
にご協力を頂き、ありがとうございま
す。
現在は、蔵元さんに来ていただいての
「土佐の地酒を楽しむ夕食会」も、コ
ロナの影響で自粛が続いています。コ
ロナが克服されて、国内だけでなく海
外の日本酒ファンにも高知のお酒を
楽しんで頂けたらと思っています。本
当にありがとうございました。
●佐賀県 武雄温泉ユースホステ 久松愛子
今回、心温まるみなさんからのご支援いただき、まことにありがとうございます。まだま
だ、ユースホステルにとりましては厳しい状況ですが、みなさまの心遣いにお答えできる
よう、また、笑顔でみなさまをお迎えできるよう頑張りたいと思います。
●大分県 別府湯けむりの丘ユ
ースホステル
今回のご支援、金額よりも何よ
りも皆様からの心がとても嬉し
かったです。きっと近いうち
に、また皆様と距離なんか気に
せず、心置きなく楽しく語り合
える日が来ることを信じて、こ
れからも頑張ります。
●大分県 湯布院カントリーロードユースホステル 嘉手川 良 智美
クラウドファンディングにご協力いただ
いた全国の皆様。最近ではユースホステ
ルという名前も知らない若者も増えてい
る中で、まだまだたくさんのユースホス
テル愛が世の中には溢れていると実感す
ることができました。このコロナの苦し
い状況下でそのことが一番の僕たちの勇
気になりました。いつでもここで待って
ます。人類がコロナを克服した暁には、
またぜひ笑顔でお会いしましょう！

●宮崎県 高千穂ユースホステル
和田 照子
クラウドファンディングにご協力頂いた皆さん、ありがとうございました。コロナ騒動が始
まってからユースホステルの良いところが全て否定されて落ち込んでしまいました。でもた
くさんの人たちの気持ちの中にはユースホステルはまだあるんだなってことを今回知って
嬉しく思っています。コロナが落ち着いて楽しかったあの雰囲気を取り戻すためにも今は一
緒に耐えましょうね。皆さんに早くお会いできる日を楽しみにしています。ありがとうござ
いました。
●宮崎県 ユースホステルサンフラワー宮崎
江藤安子
この度はクラウドファンディングにご協力いただき、誠に有難うございました。新型コロナ
ウイルス感染症の流行拡大は未だ続いており、一向に衰える気配を感じさせません。そのよ
うな中私たちは、ユースホステルを守る責任を感じながらも、これから先の事を考えると不
安になることもあります。
しかし、今回、皆様の暖かいご支援により勇気をいただくことが出来ました。感染拡大収束
後、皆様と笑顔でお会いできることを楽しみに、今後も頑張ってまいります。皆様もどうぞ
ご自愛ください。本当に有難うございました。
●鹿児島県
あまみユースホステル
クラウドファンディングへご参加頂き誠に有難うございます。こんなに多数の方々が心を寄
せて頂く事、感激です。これからも頑張ってまいります。今日は 1 月 29 日、奄美は暖かく
なりだしてひかん桜が満開です。コロナが裾をまくって逃げ出しそう、…と、なるといいで
すね。御身お大切に。
●沖縄県

沖縄国際ユースホステル

熊谷マネージャー
まず宿泊者が激減し、先行きが不透明な
中でこのような形でご支援いただきま
したことに感謝申し上げます。
終わりが見えない中で、不安な毎日を過
ごしているときに、ユースホステルに愛
着を持っている方を知ったとき、何とも
言えないうれしい気持ちがこみあげて
きました。また同時に、何とか今は耐え
忍んで 1 年後 2 年後は通常の状態に戻
り、また皆様をお迎えするために『万全
の準備を常に整えないといけない』と気
が引き締まりました。
今回頂きました支援金につきましては消毒など、感染対策などで使用させて頂きます。また
お客様にお会いできる日を楽しみにしています。

●その他 ここでご紹介ができなかった全国のユースホステルからも、お礼と感謝の気持ち
を皆様にお送りさせていただきます。本当にご支援ありがとうございました。

大雪山白樺荘、サロマ湖畔、網走流氷の宿、厚岸愛冠、池田北のコタン、東大雪ぬかびら、
積丹、室蘭、支笏湖、カワヨグリーン、遠野、メープル仙台、ひがしねベアフット、
ログキャビンステラポート、草津高原、北軽井沢ブルーベリー、アンナビーチ母島、
東京セントラル、富士吉田、清里、八ヶ岳ポニー、勝沼ぶどう郷、清津峡温泉、天香寺、
乗鞍高原温泉、安曇野パストラル、小諸、上田まほろば、白馬の里シェーンドルフ、
高社山麓みゆきの杜、ひだ高山天照寺、木曽路ふるさと、御前崎、伊勢志摩、
美山ハイマート、清水、大阪市立長居、河内長野、諸寄荘、奈良、千光寺、倉敷、阿波池田、
小豆島オリーブ、森の宿うわじま、吹上浜、霧島神宮前、屋久島、高那旅館

困難な時だからこそ、人と人のつながりが大切です。
三密、ソーシャルディスタンスなど、こんな時代を生き抜いていくためには
守らなくてはならないものも数多く存在しています。
でもそんな中にあってこそ、人の輪を大切にしていきたいと思います。
皆様の健康とご多幸をお祈り申し上げます。

そしてコロナを克服した後の、

明るい未来が必ず来ることを信じて。
日本ユースホステル協会・全国のユースホステル

