
　

～日光市民活動支援センターからのお知らせ～

2021年 11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/

日に日に秋が深まる季節となり今年も残すところあと２か月になりますが、皆様どのようにお過ごしでしょうか。

風邪などひかれてないでしょうか。これからの季節はコロナだけでなくインフルエンザも心配です。体の温まるも

のを摂りながら免疫アップに心がけてウイルスを吹き飛ばしていきましょう！

さて、10月になり緊急事態宣言も解除になったことで、センターではいつも通りの活気を取り戻しつつありま

す。センターでは皆様に安心して活動いただけるよう引き続き感染対策を行いながら、サポート体制を整えていま

す。皆様のご利用を心からお待ちしております。

令和4年2月分の会議室予約受付は

11月1日(月)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。

●『令和3年7月大雨災害義援金』のセンターでの募金箱の設置を終了いたしました。お寄せいただいた義援金

は、日本赤十字社栃木県支部を経て、被災された方々に届けられます。ご協力ありがとうございました。

●「日光ボランティア・市民活動フェスタ2021」参加団体のアート作品を、支援センター1階 報徳ホール前に

展示しました！とても心癒される作品です。センターにいらした際には是非ご覧になってみてください😊

社会福祉法人 すぎのこ会

のあの杜さん利用児作品

社会福祉法人 すぎのこ会

愛晃の杜さん利用者作品

スペシャルオリンピックス日

本・栃木 陸上日光さんから、タ

オルを寄贈いただきました。

施設管理の際に大事に使わせて

いただきます。ありがとうござ

いました。



開催日時

15:00～17:00

18:30~20:00

13:30~15:30

13:30~16:00

10:30～12:00

18:30~20:00

13:30~16:00

ためになる！講座・講演会情報 ≪ 2021年 11月 ≫

名称 申込先

※当事者と家族1名は無料です※ aku@sky.ucatv.ne.jp

NPO法人

とちぎ協働デザインリーグ

☏ 070-4288-7400

日光市

人権・男女共同参画課

☏ 0288-21-5148

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

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）

≪参加無料≫　★オンライン講座です★

11/19(金)

日光市男女共同参画セミナー2021

性の多様性と人権

講師：飯田亮瑠 氏（ダイビーノン代表）

≪受講料無料≫　※託児・手話通訳の受付あり　※申込締切 11/5(金)

12/2(木)
アフターコロナに向けたつながり回復プロジェクト NPO法人

「つながり回復を考える会」の結果報告 とちぎ協働デザインリーグ

11/28(日)

～KHJ全国ひきこもり家族会連合会・実践交流研修会～

11/28(日)

9:00~12:00

NPO法人　KHJ

全国ひきこもり家族会連合会

☏ 03-5944-5250

（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

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

11/28(日)

13:00~16:00 テーマのトークショーがあります。（オンライン参加費：1人 1000円）

★会場：日光市役所 本庁舎1階 市民ホール

ポストコロナ 新しい社会を創る

11/27(土)

12:00~17:00

※当事者は無料※　（その他の方は参加費がかかります。1人 2000円）

★11/28(日)13:00～　女優の鈴木保奈美さんを迎えて、「いじめと学校」が

～すべての人が生きやすい社会をめざして～

★会場：とちぎ青少年センター（アミ―クス2階）（宇都宮）

12/1(水)

★会場：とちぎ青少年センター（アミ―クス2階）（宇都宮）

☏ 070-4288-7400

NPO法人 KHJ とちぎベリー会

☏ 090-3900-5643

aku@sky.ucatv.ne.jp

FAX 0282-86-4437

≪参加無料≫　★オンライン講座です★

12/19(日)

第２回 学習講演会　≪ひきこもりからの回復≫

『本人の気持ちにもっと寄り添うためには』

講師：上田理香 氏（KHJ本部事務局長・臨床心理士・カウンセラー）

※当事者と家族1名は無料です※

（その他の方は参加費がかかります。会員1300円、非会員1500円）

いちごハートねっと事業

栃木県社会福祉法人による

「地域における公益的な取組」

推進協議会

☏ 028-305-5515

SDGsの目指す世界と実装に向けた思考法

講師：田瀬和夫 氏（SDGパートナーズ有限会社 代表取締役 CEO）

★会場：とちぎ福祉プラザ1階 多目的ホール（宇都宮）

≪参加無料≫　　　　※申込締切 11/10(水)

11/17(水)

健全な民主主義社会形成におけるフィランソロピーの今後の役割

(公社)日本フィランソロピー協会

☏ 03-5205-7580

「組織の中で個人を生かす」～従業員のためのボランティアマッチング～

※参加申し込みは右記から ⇒ https://www.philanthropy.or.jp/30ans

≪参加無料≫　★オンライン講座です★

※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。

２日間の

開催です！

オンライン

講演



応募締切 募集名 主催者 問合せ先 分野

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

田辺三菱製薬 手のひらパートナープログラム (公社)日本フィランソロピー協会 03-5205-7580 保健/福祉

河川基金助成（川づくり団体部門） (公財)河川財団 03-5847-8303 環境保全

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

花王・ハートポケット倶楽部助成（栃木地区） とちぎコミュニティ基金 028-622-0021 全分野

ヤマト福祉財団 助成金 (公財)ヤマト福祉財団 03-3248-0691 障がい福祉

連合・愛のカンパ 助成 (公財)さわやか福祉財団 03-5470-7751 地域/福祉

住民主体による地域共生事業の推進方策アイデア募集 (公財)さわやか福祉財団 03-5470-7751 地域共生

地球環境基金 助成金 (独)環境再生保全機構 044-520-9505 環境保全

エクセレントNPO大賞
エクセレントNPOをめざそう市民会議

事務局（認定NPO法人 言論NPO）
03-3527-3972 全分野

POSC 社会貢献活動支援のための助成 (一社)パチンコ・パチスロ社会貢献機構 03-5227-1047
健康福祉/

子ども/災害

11/20(土)
※栃木県全域の全ての分野で活動するNPOや市民活動団体の「心温まる活動」「地域で必要とされる活動」を対象に助成

　（助成金額 10～20万円）

★応募されたすべての団体に、良かった点・改善すべき点などが書かれたフィードバックレターが返送されます。

12/2(木)
※環境保全に関する分野で活動する非営利活動団体を対象に助成（助成金額 50～1200万円）

　8つの助成メニューがあり、メニューにより助成金額が変わります。　▶詳しくはHPへ➡ https://www.erca.go.jp/jfge/

①障がい者の給料増額に努力し取り組む事業所に対して、更に多くの給料を支払うための資金として助成（50～500万円）

②給料増額にこだわらず、障がいのある方の幸せにつながる事業や活動に対して助成（助成金額 100万円まで）

　⇒②に関しては、福祉事業所に限らず、ボランティア団体、サークル等、幅広い活動を支援します。

11/30(火)

11/30(火)

12/10(金)

☆賞金…大賞 50万円、市民賞・課題解決力賞・組織力賞 各30万円、コロナ対応チャレンジ賞 10万円

11/5(金)

11/16(火)

※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）

※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）

11/15(月)
※難病患者の療養・就学・就労等や、生活の質(QOL)向上に取り組む団体に対して助成（助成金額 100万円まで）

（療養環境の向上、就学就労支援、難病に対する一般社会への理解や支援、疾患啓発や早期診断医療を促進する活動など）

11/15(月)
※河川や流域への理解を深めることにより、川や流域をより健全な姿に変える、あるいは、戻すための活動を行う

　市民団体等に対して助成（助成金額 30～500万円）

　　　　　　　　　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・コンクール情報 ≪ 2021年 11月 ≫

※客観的な自己評価を行いながら、質の向上・改善につとめる非営利団体に対して、その活動を評価し表彰します。

▶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。

※新たに始める、地域における「ふれあい・助け合い活動」をする団体に対して助成（助成金額 15万円まで）

　▶助成金の使用条件は、新規事業の立ち上げや新たな団体立ち上げのための準備資金に限定。

　▶また、継続的・持続的な活動が期待されるものであること。

②子どもの健全育成と、SDGsの目標のうち「貧困をなくそう」「すべての人に健康と福祉を」「質の高い教育をみんなに」

11/30(火) ・提言部門 … 「こんな仕組みがあれば、こういう働きかけをしていけば地域共生は推進できる！」等のアイデアが対象。

・チャレンジプログラム部門 … 自身、または所属する団体が挑戦している地域共生推進のための具体的な取り組みが対象。

★賞金 … （各部門ごとに）優秀賞 10万円・優良賞 5万円（優秀賞は各5～10編、優良賞は各20～30編、受賞予定）

12/10(金)

　の実現に資する活動への支援　　　　　　③日本国内各地の災害被災者の支援や被災地復興のための支援

※助成金額 … 総事業費100万円以上の事業に対して、1件200万円を上限に助成。

①パチンコ・パチスロ依存問題の予防と解決に取り組む事業・研究への支援



こんにちは。日光市民活動支援センタースタッフの佐藤です。

先日、「第33回 青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム in 栃木」をライブ配信で拝聴しました。日頃、子ども

に接するボランティアをしている事もあり、とても勉強になり考えさせられました。現在、GIGAスクール構想で全国的に小・

中学生にタブレットが配布され、子ども達はネットの便利さ、また、ネットいじめや犯罪に巻き込まれるかもしれない怖さ、

保護者の方々は心配だと思います。使い方やルールなど、教育委員会・学校だけに任せるのではなく、市全体、地域でどう

やったら安全に勉強の教材として使用できるかを、行政・学校・保護者・関係団体など一体となり、社会問題として捉え取り

組むべきだと感じました。当センターにもインターネットに詳しいスタッフがおります。不安や困りごとがありましたら是非

お越しください。お待ちしております。

※「GIGAスクール構想」とは…全国の児童・生徒1人に1台のコンピューターと高速ネットワークを整備する文部科学省の取り組み。

あなたの活動団体が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😊

スマイル日光プロジェクト

寄付先募集！！

新規事業の立ち上げや事業拡大など皆様の目的

達成に向けての一助としてご利用ください。

■申請期間 令和３年１０月１日(金)～１２月２０日(月)

■寄付対象 日光市内において ①生活困難者②高齢者

③子育て世代や青少年④環境保全⑤災害

のテーマに沿った活動をされている社会

貢献団体の皆様（非営利団体に限る）

■申請方法 ホームページより申請書をダウンロード

➡https://smilenikko.jimdofree.com

メールまたはFAX、郵送にて事務局まで。

■申し込み スマイル日光プロジェクト事務局

問い合わせ 〒321-2335 日光市森友928-11 (株)成文社内

TEL 0288-21-0461 FAX 0288-22-5256

E-mail smilenikkoproject@gmail.com

社会課題解決に向けて実践者から話を聞こう！

第3回 ソーシャルセミナー（オンラインセミナー）

11月23日（火） 19：00～21：00

■参加対象 社会課題の解決に興味・関心のある方

■参加費 1500円（高校生は無料です。）

■申込期限 11月19日(金) 21:00まで

■申込方法 専用サイトからお申込みください。

➡https://socialseminar-ookinaki-3.peatix.com

■参加方法 オンライン(Zoom)での視聴となります。

問い合わせ 特定非営利活動法人おおきな木

TEL 090-3226-2271

「一人ひとりのリーダーシップが未来を変

える」


