
　

～市民活動支援センターからのお知らせ～

●「日光ボランティア・市民活動フェスタ」の開催延期について

9月12日～27日に開催を予定しておりました「日光ボランティア・市民活動フェスタ」ですが、新型

コロナ感染拡大による緊急事態宣言が発令されたことから、開催を延期とする方針となりました。開催

に向けてご支援・ご協力をいただいた皆様に心よりお詫び申し上げます。

延期の日程について現時点では未定ですが、制作いただいた団体紹介資料の掲示等、年度内に何かし

らのカタチでの実現に向けて引き続き準備を進めて参ります。詳細が決りましたら、改めてお知らせさ

せていただきます。ボランティアフェスタ実行委員会一同／事務局（日光市民活動支援センター）

●寄附等の御礼

日光市民活動支援センターでは、助け合いの文化を考えるきっかけ作りとして、使用済み切手の

回収や寄附、その他、日光市及び日光市社会福祉協議会が行っている「大雨災害義援金」に賛同し

義援金箱を設置しています。お寄せいただいた義援金は、「日本赤十字社栃木県支部」、現地に設

置される義援金配分委員会を経て、被災された方々に届けられます。

先日も旧日光在住の方（匿名）に住んでいる方が、大きな袋いっぱいの1円玉を持って募金をし

に来てくださいました。いつもあたたかいご支援・ご協力ありがとうございます。

引き続き、義援金箱を設置しておりますので、皆様のご協力を心からお願いいたします。

2021年 10月号

日光市民活動支援センター

〒321-1261 日光市今市304-1 2階

OPEN 9:00～23:00（19:00以降は会議室利用時のみ開所）

TEL/FAX 0288-22-2271 URL https://nikko-shiencenter.jp/

キンモクセイの香りがひんやりとした風に乗って、道端の彼岸花も美しい季節になりました。９月は

緊急事態宣言が延長になり、皆様にセンターを利用していただくことができず、静かで寂しい日々が続

いていましたが、最近は感染者も減少傾向にありホッとしているところです。

さて、過日はボランティアに関するアンケートへのご協力誠にありがとうございました。アンケート

を通して、皆様の活動状況や課題、要望などとても貴重な情報をいただく事ができました。結果につい

ては後日改めてご報告させていただきます。また、まだご提出されていない団体がいらっしゃれば、期

日後も受け付けていますのでご協力の程よろしくお願いいたします。ご意見を今後のセンター運営に活

かし、より皆様のチカラになるセンターでありたいと思います！

令和4年1月分の会議室予約受付は

10月1日(水)午前9時から開始します。

※開始初日の午前中は来館者のみの受付となります。

”活動団体”さんにいた

だいた使用済み切手。

いつもありがとうござ

います。m（_ _）m



開催日時

10:00~12:00

13:30~14:00

18:30~20:00

18:30~20:00

13:30~15:30

13:30~15:30

13:00~15:00

18:30~20:00

13:30~16:00

とちぎの障がい福祉を明るくする

実行委員会

☏090-7701-3130

※お電話は18時以降より可

★会場：とちぎ青少年センター（アミ―クス2階）（宇都宮）

11/28(日)

★オンライン講座です★

※当事者と家族1名は無料です※ aku@sky.ucatv.ne.jp

（その他の方は参加費がかかります。会員1300円、非会員1500円） FAX 0282-86-4437

第１回 学習講演会　≪ひきこもりからの回復≫

『当事者本位の支援……どうしたら元気が出るか』 NPO法人 KHJ とちぎベリー会

講師：野中俊介 氏（東京未来大学講師・臨床心理士・カウンセラー） ☏090-3900-5643

NPO法人

とちぎ協働デザインリーグ

☏070-4288-7400

★会場：わかくさアリーナ（宇都宮）

11/18(木)

アフターコロナに向けたつながり回復プロジェクト

県内コミュニティのコロナ禍でのつながる努力

講師：三橋伸夫 氏（NPO法人とちぎ協働デザインリーグ 理事長）

10/29(金)

コミュニティリーダー養成講座　～オンラインセミナー～

誰でも手が届く地域づくりの進め方（計4回） 栃木県コミュニティ協会

～大田原市川西地区の実践事例から学ぶ①～ ☏028-623-2110

10/31(日)

障がい者福祉を変える講演会

障がい福祉と支援とは　～支援の本来の意味ってなんだろう？～

講師：菊池月香 氏（社会福祉法人同愛会　光輝舎 施設長）

😊同時開催😊ミニスポーツで体を動かそう！

10/22(金)

市民活動大学校　～オンラインセミナー～

理事・監事のためのガバナンス講座 とちぎボランティアNPOセンター

～持続性と信頼性を高めるために～ ぽ・ぽ・ら

講師：山田泰久 氏（一般財団法人 非営利組織評価センター） ☏028-623-3455

10/20(水)

アフターコロナに向けたつながり回復プロジェクト

子育て環境はつながりから

講師：矢口和美 氏（NPO法人野うさぎクラブ）・宮田里枝 氏（NPO法人レインボー）

10/14(木)

アフターコロナに向けたつながり回復プロジェクト

コウノトリが運んできたつながり

講師：青木章彦 氏（NPO法人わたらせ未来基金 理事長）

10/8(金)

市民活動大学校　～NPOの経営マネジメント～

ファンドレイジング　～私たちの資金調達～

講師：池田秀昭 氏（認定ファンドレイザー）

10/13(水)

市民活動大学校　～NPOのための労務＆働き方改革～

労務基礎講座 ＆ 個別相談会（14:15～16:15)

講師：矢田部浩史 氏（栃木働き方改革推進支援センター所属 社会保険労務士）

ためになる！講座・講演会情報 ≪ 2021年 10月 ≫

名称 申込先

★会場：とちぎボランティアNPOセンターぽぽら（宇都宮）※オンライン参加も可

とちぎボランティアNPOセンター

ぽ・ぽ・ら

☏028-623-3455

★Zoomを使用したオンラインセミナーです。　※申込締切：10/25(月)※

★Zoomを使用したオンラインセミナーです。

★オンライン講座です★

★オンライン講座です★

★Zoomを使用したオンラインセミナーです。　※申込締切：10/15(金)※

とちぎボランティアNPOセンター

ぽ・ぽ・ら

☏028-623-3455

NPO法人

とちぎ協働デザインリーグ

☏070-4288-7400

NPO法人

とちぎ協働デザインリーグ

☏070-4288-7400

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベントが急遽中止・延期になる場合があります。



応募締切 募集名 主催者 問合せ先 分野

子供の未来応援基金 (独)福祉医療機構 03-3438-4756 福祉/子ども

認定NPO法人取得資金助成 (公財)SOMPO福祉財団 03-3349-9570 社会福祉

環境市民活動助成（地域美化助成） (一財)セブンイレブン記念財団 03-6238-3872 環境

TOTO水環境基金 TOTOグループ 093-951-2224 環境

環境保全プロジェクト助成 (公財)SOMPO環境財団 03-3349-4614 環境

環境市民活動助成（活動助成・NPO基盤強化助成） (一財)セブンイレブン記念財団 03-6238-3872 環境

アジア生協協力基金 (公財)生協総合研究所 03-5216-6025 社会福祉

「キリン・福祉のちから開拓事業」公募助成 (公財)キリン福祉財団 03-6837-7013 福祉

「キリン・地域のちから応援事業」公募助成 (公財)キリン福祉財団 03-6837-7013 地域/福祉

日本郵便年賀寄附金配分金 日本郵便年賀寄附金事務局 03-3477-0567 全分野

「子どもゆめ基金」助成金 (独)国立青少年教育振興機構 0120-579-081 子ども

※電子申請は11/30

10/31(日)

※自然保護・環境教育・リサイクル・気候変動など環境に関する分野で活動をする団体に対して助成（助成金額 20万円まで）

※子どもの体験活動や読書活動、子供向け教材開発・普及活動をする団体に対して助成（助成金額 100～600万円まで）

　　　　　　　　　自然体験、科学体験、様々な人との交流、社会奉仕体験、職場体験、その他の体験活動など

チカラになる！助成金情報 ≪ 2021年 10月 ≫

10/18(月)
※地域の水環境や生物多様性の保全・再生につながる実践活動や、

　スタートアップ・ステップアップをめざす市民団体の活動に対して助成（助成金額 80万円まで×最長3年）

10/8(金)

※社会福祉分野において質の高いNPO法人づくりを支援するため、認定NPO法人の取得資金を助成（助成金額 30万円）

10/10(日)

※地域美化助成…ゴミのない緑と花咲く街並みをつくる活動をする団体に対して助成（助成金額 50万円まで）

10/4(月)

※貧困の状況にある子供たちを支援する団体に対して支援金を交付（支援金額…事業A 300万円まで・支援B 30～100万円）

10/31(日)
※活動助成…自然環境・野生動植物の保護や気候変動、脱炭素化を目指す活動を行う団体に対して助成（助成金額 100万円まで）

※NPO基盤強化助成…環境分野で持続可能な活動を目指すNPO法人に対して助成（助成金額 400万円まで）

10/31(日) ※地域における福祉向上に関わる、下記のようなボランティア活動を実施する団体に対して助成（助成金額 30万円まで）

10/31(日)
※全国や広域（複数の都道府県）にまたがって長期的に、福祉向上に関わるボランティア活動を実施している、

　または、これから活動しようと考えている団体に対して助成（助成金額 100万円まで）

▶子ども・子育て世代、シルバー世代、障がいのある人・それを支える人の福祉向上に関わる活動

▶地域やコミュニティの活性化に関わる活動（災害復興応援・防災・コロナ感染拡大防止等の公衆衛生に関するもの）

※お急ぎでない問い合わせは、年賀寄附金ホームページ https://www.post.japanpost.jp/kifu/ からお願いします。

11/5(金)

11/16(火)

10/31(日)
※アジア・太平洋地域において、社会的に脆弱な立場や経済的に困難な状況に置かれた現地の人々の

　社会的自立・経済的自立を目的とした事業を行う団体に対して助成（助成金額 100万円まで）

※年賀寄附金配分事業とは…寄付金付年賀葉書・寄付金付年賀切手の寄附金を、年賀葉書に関する法律に定められている

　　　　　　　　　　　　　10の事業のいずれかの事業を行う法人に対して配分するものです。（～500万円まで）

栃木県内で活動するNPO・市民活動団体のための

助成金合同説明会 2021年10月8日(金) 13:30～16:30

■会場■ とちぎボランティアNPOセンターぽぽら 又は、 Zoomを使用してのオンライン参加

～説明会参加企業～ とちぎコープ生活協同組合・中央労働金庫・栃木県共同募金会・とちぎコミュニティ基金

＊問い合わせ先＊ 宇都宮市まちづくりセンターまちぴあ ☎028-661-2778

★詳細をお知りになりたい方は、当センターまたは主催者までお問い合わせください★

日光市民活動支援センター ☏0288-22-2271（9:00～19:00）



昼食調理スタッフ募集！

障がいのある方たちが通う事業所「友歩」での、昼食

調理をして下さる方を募集しています！友歩に通う利

用者さんは、家庭の味を知らない方や一人暮らしの方

も多いので、大勢で食べる友歩のお昼ご飯をみんな楽

しみにしています。「食」を通して、友歩に通う利用

者さんをぜひサポートしていただけたら嬉しいです！

興味のある方はぜひご連絡ください。

◆仕事内容 1日 15～20人分の昼食調理

◆勤務日時 月～金の午前中

◆勤務地 日光市小代287-47

＊問い合わせ先＊

NPO法人 友歩（担当：藤田）

TEL 0288-25-5153

E-mail yuuho@chic.ocn.ne.jp

～ 傾聴入門講座 ～

■日程■ ・10/15(金) 13:30～16:00 傾聴とは敬聴

・10/22(金) 13:30～16:00 傾聴のスキル

・10/29(金) 13:30～16:00 認知症と傾聴

■会場■ 日光市民活動支援センター 報徳ホール

■講師■ 黒川 貢 氏

（栃木県傾聴ボランティア連絡協議会会長）

■参加費■ 300円（保険代込み）

■定員■ 先着 20名

■申込締切■ 10/9(土)までに申込書をFAX

■問い合わせ先■ 傾聴ボランティア“ありのまま”

日光グループ（会長 手塚）

TEL/FAX 0288-21-2591

傾聴とは、人の話をあたたかく、否定も批判もせず、

ありのままの聴くことです。

傾聴を学び、あたたかい人間関係を育ててみませんか？

こんにちは。日光市民活動支援センタースタッフの川村です！

先日、イオンに買い物に行った日がちょうど「幸せの黄色いレシートキャンペーン」の日でした。「幸せの黄色いレシー

トキャンペーン」とは、自分が買い物したレシートを地域のボランティア団体名が書かれたBOXに投函をすることで、レ

シート合計の1％分の品物をイオンが各団体に寄贈する取り組みです。

まだまだ働き始めたばかりのわたしでも知っている団体のBOXを見つけて少しうれしくなりました。知ることは大事な

ことですね。今まで目もくれなかったことに気づかせてくれます。皆さんもイオンに買い物に行ったときは、ぜひ、そうい

うものにも注目してみてくださいね。

お知らせコーナー 登録団体さんからのお知らせです！

あなたの活動行っているイベントやセミナー、

ボランティア募集等のお知らせを「にこっと！」に載せませんか？

ご連絡お待ちしております♬

（掲載スペースに空きがない場合は翌月に持ち越しになる場合があります。）

😊イベントやボランティア等の情報を

お寄せください😊


