
　

鮮やかな紅葉もいつの間にか落ち葉に変わり、すっかり冬空に凍える季節となりました。空が

澄み渡った日光の山々を見ると、心がすっと洗われるようなそんな気持ちになります。皆様にお

かれましては、師走の言葉のごとく慌ただしくご活躍されていることと思います。本年も残すと

ころ僅かとなりましたが、皆様がよいお年を迎えられますよう、センターでは活動しやすい環境

づくりや必要な支援など引き続き整えていきたいと思います！

2021年 12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/

令和4年3月分の会議室予約受付は

12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。

●上都賀地区ふれあい学習推進会議に参加しました●

先日、栃木県教育委員会事務局上都賀教育事務所主催の「上都賀地区ふれあい学習推進会議」に参加しました。今、学校では

「地域のつながり減少」「貧困」「発達障害」と問題が多様化している中、学校だけでなく社会全体で子どもの育ちを支えていく

ことが必要と考えています。このような現状を踏まえ、会議の趣旨である「地域学校協働活動」では、様々な問題を解決するため

地域と学校が協働し、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支える仕組みづくりを目指しています。この会議では、「NPOと

つながる～中間支援施設の機能を生かした地域学校協働活動～」をテーマに、行政・中間支援施設・NPO・学校といった様々な立

場の方が参加し、連携・協働できそうな具体策について考えていきます。

第1回の会議では、お互いの活動や現状を知る時間を持ち、「最近のまちの気がかり」についてワークショップを行いました。

学校の活動計画にある行事や活動の多くがコロナのため中止となっており、子どもたちの体験の機会をどう確保していくのかが大

きな課題となっています。中止が相次ぐ中、NPOとつながることで子どもたちにとってより魅力的な活動の場が広がることを楽し

みにしてくださった先生のお言葉に、今後の会議への期待感が膨らみました。支援センターとしては学校とのつながりが少ない中

で、地元の学校だけでなく様々な立場の方と一堂に会する貴重な機会をいただき本当に感謝しています。このご縁を大切に、子ど

もたちが自分の住む地域のことを考えるきっかけや地域で活動する人たちを知り、市民活動やNPO・ボランティアをより身近に感

じてもらえるような機会がつくれたら嬉しいです。

～日光市民活動支援センターからのお知らせ～

・12/6(月) 9時から15時の間、業者によるセンター内の床のワックスがけ作業があります。

センターをご利用の方にはご不便をおかけしてしまいますが、お足元にお気をつけてご利用お願いいたします。

・12/29(水)から1/3(月)まで、年末年始につきセンター休館となります。よろしくお願いいたします。

・たんぽぽさんの作品をセンター2階に飾らせていただきました。お越しの際は是非ご覧ください😊



開催日時

18:30~20:00

13:30~16:30

13:30~15:30

13:30~16:00

13:30~15:30

13:30~15:30

まちあるき研修会 in 鹿沼・南摩

12/11(土) 栃木県コミュニティ協会

☏ 028-623-2110

持続可能な生きがいづくりと地域づくりの秘訣を探る

≪参加無料≫　　※申込締切：12/8(水)

★会場：南摩コミュニティセンター（鹿沼）

　　　　　　　　　　　　　　　■講師：青田賢之 氏　　　　　※申込締切：1/13(木)

（福聚会・無量荘グループ 代表・栃木県生活支援体制整備アドバイザー）

★会場：とちぎボランティアNPOセンター（宇都宮）　又は　オンライン受講

　　　　　　　　　～人がつながる地域共生社会～　　　　≪参加無料≫

とちぎボランティアNPOセンター

ぽ・ぽ・ら

☏ 028-623-3455

　　　　　　　　　　NPOとつながるSDGs　　　　　≪参加無料≫

　　　　　　　　　　　　　　　■講師：塚本竜也 氏　　　　　※申込締切：12/7(火)

（NPO法人トチギ環境未来基地 理事長・NPO法人とちぎ協働デザインリーグ 理事）

★会場：とちぎボランティアNPOセンター（宇都宮）　又は　オンライン受講

≪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）

12/14(火)

市民活動大学校

1/28(金)

市民活動大学校
とちぎボランティアNPOセンター

ぽ・ぽ・ら

☏ 028-623-3455

★会場：とちぎ青少年センター（アミ―クス2階）（宇都宮）

1/20(木)

市民活動大学校

とちぎボランティアNPOセンター

ぽ・ぽ・ら

☏ 028-623-3455

今、NPO・ボランティアの出番です！

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

■講師：町田英俊 氏（とちぎボランティアNPOセンター）

ためになる！講座・講演会情報 ≪ 2021年 12月 ≫

名称 申込先

≪参加無料≫　★オンラインセミナーです★

NPO会計基礎講座

☏ 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

※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。

こどもの貧困撃退💕チャリティ

サンタ de クリーン＆ウォーク

🎅開催日：2021年12月19日(日)
11:00～15:00

■会 場： バンバ広場（宇都宮二荒山神社前）

■申込締切：早割 11月30日(火)

最終 12月10日(金)

※参加には、参加する本人が寄付する「参加費」と、

参加者が事前に周囲の人たちから集めてくる「寄付」が必要です。

■申込方法：下記ＨＰまたは電話・メールで

■申込先： とちぎコミュニティ基金 サンタ de ラン実行委員会

TEL 028-622-0021 FAX 028-623-6036

E-mail info@tochicomi.org

★詳しくはＨＰへ▶▶ https://tochicomi.org/santa

とちぎコープ 社会貢献基金

NPO法人助成金
募集のお知らせ

■助成内容：・2022年度の事業・運営費用を助成

・助成金総額500万円（1団体上限30万円）

・助成金は2022年4月に交付

■対象団体：・NPO法人として法人格を有し、主たる活動拠

点が栃木県にあり、1年以上の活動実績がある

・政治・宗教・営利目的の団体は対象外

■応募締切： 2022年1月20日(木)
■申込先： とちぎコープ生活協同組合 総合企画室

TEL 028-634-5117

★申込用紙はＨＰから▶▶ https://tochigi.coopnet.or.jp/



応募締切 募集名 主催者 問合せ先 分野

積水ハウスマッチングプログラム (福)大阪ボランティア協会 06-6809-4901
子ども/地域/

環境保全

栃木県経済同友会 表彰事業 (公社)栃木県経済同友会 028-632-5511
全分野/

まちづくり

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

スマイル日光プロジェクト 寄附金 スマイル日光プロジェクト事務局 0288-21-0461
福祉/子ども/

環境/災害

生活学校助成 (公財)あしたの日本を創る協会 03-6240-0778 地域/全分野

経済的困難を抱える子どもの学び支援活動助成 (公財)ベネッセこども基金 04-7137-2570 子ども

住まいとコミュニティづくり活動助成 (一財)ハウジングアンドコミュニティ財団 03-6453-9213 地域/住まい

12/3(金)

チカラになる！助成金・コンクール情報 ≪ 2021年 12月 ≫

☆マッチングプログラムとは…従業員が給与から希望する金額を積み立て、それに会社が同額の助成金を加えたものをNPOや非営利団体に寄付する仕組みです。

　≪5つのテーマ≫　①生活困難者（障がい者や貧困層支援）②高齢者（超高齢化社会への対応）

★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。

※積水ハウスグループの営業所や事業所の推薦があり、助成期間に連携・協働の可能性があること。従業員が参加できるボランティア活動を提案できること

■こども基金 … 次世代を担う子どもの健全な育成を目的とした活動に対して助成

■環境基金 … 地域環境保護や、まちづくり・地域コミュニティに関わる活動に対して助成

1/12(水) ※人口減少・少子高齢化等を背景にした住まいとコミュニティに関する課題に取り組む非営利団体に対して助成します。

●コミュニティ活動助成…地域づくりやコミュニティを基軸にした広範な市民活動に対する助成（120万円まで）

●住まい活動助成…住まいや住宅地・団地・マンションなどを活動対象にした住宅問題に取り組む活動に対して助成（120万円まで）

12/31(金)
※身近な地域や暮らしの課題解決に取り組み、全国の「生活学校」が連携して行う全国運動に参加する意向のある

　地域活動団体に対して活動経費を助成（助成金額 3～6万円）　▶詳しくはHPへ➡ http://www.ashita.or.jp/sg2.htm

1/7(金) ※経済的な困難を抱える子どもたちの社会的課題に取り組む団体に対して助成（助成金額 900万円まで・最大3年間）

＜事業テーマ＞　●子ども支援活動の質の向上　●子ども支援活動の普及・拡大　●ネットワーク構築・政策提言

　　　　　　　　●事業基盤の強化・業務改善　●その他

12/10(金) ※栃木県の発展に大きく貢献した栃木県内を活動拠点とする団体に対して表彰します。※推薦者からの推薦が必要です。

●美しいまちづくり賞 … 快適で住みよい魅力のあるまちづくりを行っている市町・自治会等（表彰金 20万円）

　大きく貢献できると判断した団体に対して、審査会で決定した金額を寄付します。（寄付総額 50万円まで）

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

12/20(月)
※日光市内において以下の5つのテーマに沿った活動をしている社会貢献団体を対象に、現在の地域社会の課題に対して

●社会貢献活動賞 … 長年、または活動年数が少なくても将来性が期待される社会貢献活動を行っている団体（表彰金 20万円）

12/10(金)

※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。

　③子育て世代や青少年（子どもの育成支援）④環境保全（生活資源や観光資源の保全）⑤災害（復旧・復興・防災活動）

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」

　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

★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）



まず初めはマジッククラブさんによるマジックショーです！！

子ども達も親たちもひとつひとつのマジックに目を凝らして、

スゴ技が披露されるたび「おーっ！」と歓声が上がっていました！

手技と話術にワクワクドキドキの摩訶不思議な時間でした！

11/3(水)(文化の日)にセンターにて、日光マジッククラブさん主催のマジック体験イベント

『摩訶不思議体験！きみもマジシャン』が開催されました。当センタースタッフも、マジックに

興味津々の小学生の息子と一緒に参加してまいりました(^▽^)/

その後は、子ども達へマジックのレクチャータイム！！！

マジックグッズをプレゼントされた子ども達はそれだけですでに

嬉しそう！ベテランマジシャンの皆様からタネを明かしてもらい、

慣れない手つきで一生懸命様々なマジックに挑戦していました！

あっという間に終わりの時間！楽しい体験でした！

子ども達は家に帰って早速家族に披露したそうです！

我が子も友達や先生にも披露するためにお家で練習していました！

マジックとは見る側だけでなく、見せる側にも喜びのあるものなん

ですね！楽しい体験を本当にありがとうございました！

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♬

😊イベントやボランティア等の情報を

お寄せください😊

★こちらの活動は「子どもゆめ基金」からの助成を受けています。センターでも各種助成金の情報を取り揃えております。

情報紙にこっと！をご覧になり気になる助成金情報がありましたら、是非センターまでご相談ください。

11/16、大沢中学校の生徒さんがマイチャレで支援センターに来られました！

たんぽぽさんが活動を体験させてくださいました✨短い時間の中でしたが、

少しでも市民活動やNPOの活動に触れ、新たな気づきがあったら嬉しいです。

将来の日光を担う若者に期待大です！！

自分だけの

素敵なお茶碗が

できました🎵

地域の方々とボランティア活動をしている「たんぽぽ」さん。

地域交流の機会としてポーセリンアートの活動をしています。

今後、施設等での展示や要望に応じて施設や学童へ出張教室

などの活動も拡げていきたいと考えているそうです。

活動に興味のある方はぜひお声掛けください😊


