
　

もうすぐ立春を迎えますが、まだまだ寒い日が続いていますね。春の訪れが待ち遠し

い今日このごろですが、新型コロナウイルス感染症は新たな株の登場であっという間に

拡がりをみせています。活動の機会を減らさないためにも、ひとりひとりが感染予防に

努めることが大切です。 皆様に安心してセンターをご利用していただくために、引き

続きご協力いただけますよう宜しくお願いいたします。

2022年 2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/

いつもセンターをご利用いただいて

いる方から、たくさんの未使用ハガ

キのご寄付をいただきました。大変

ありがたいです。地域や福祉のため

に役立たせていただきます。

・会議室をご利用の方へ … 予約キャンセルの際は予約日前日までに、お手数でもセンターまで

ご連絡をお願いいたします。当日キャンセルの場合も速やかにご連絡ください。

５月分 の会議室予約受付は

２月１日(火) 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。

お 知 ら せ市民活動支援センターからの

センターでは、書き損じはがきや未使用はがき、

未使用切手などのご寄付を募集しています。

お寄せいただいたものは、福祉や子ども、動物愛護や

環境保護、貧困等で困っている方々の支援などに役立

たせていただきます。もちろん

1枚からでも結構です。お待ちしております。

書き損じはがきや余った年賀はがきを

支援を必要としている人のために

役立てませんか？

パックは切り開かず、中をよくゆすいで乾か

したものをお持ちいただけると助かります。

牛乳に限らず、他の飲料でも中が白いもので

あれば大丈夫です。

ご協力よろしくお願いいたします。

ＮＰＯ法人向け

会計＆税務 無料相談会
■日 時 ３月１８日(金) １３時～

■対 象 日光市内で活動するNPO法人の

代表者・会計担当者

■定 員 ４団体（先着順）

■参加費 無料

■会 場 日光市民活動支援センター（今市304-1）

■講 師 税理士法人ワイズティー 松井 由和 氏

■申込先 日光市民活動支援センター

☎ 0288-22-2271

季節のお花をいただきました。

「蝋梅（ろうばい）」というお花だそ

うで、蝋でできたかのような透き通っ

た黄色い可愛らしいお花で、そばに寄

ると甘くていい香りがします。花言葉

は、「慈愛」だそうですよ♡



開催日時

【基礎編】

2/22(火)
10:00～16:30

・

【実践編】

3/1(火)
10:00～16:30

災害ボランティアセンター実践力強化プロジェクトとちぎ

社会福祉法人

栃木県社会福祉協議会

☏ 028-622-0525

災害ボランティアセンター運営コーディネーター研修【初級】

※NPO職員等で、災害ボランティアセンターの運営支援やボランティアコーディネートに関わる可能性のある方

★会場：2/22(火) とちぎ男女共同参画センター(宇都宮)・3/1(火) とちぎ福祉プラザ(宇都宮)

≪申込締切 2/10(木)≫

2/4(金)

13:00～16:00

2/17(木)

13:00～16:00

2/23(水)

13:00～16:00

★オンライン（Zoom）

■講師：町田英俊 氏（とちぎボランティアNPOセンター コーディネートリーダー）

★オンライン（Zoom）

第１回　事前学習 in ぽぽら 「協働について考えてみよう！」

市民活動大学校　--地域協働推進員養成講座--

とちぎボランティアNPOセンター

ぽ・ぽ・ら

☏ 028-623-3455

　　　　　　　　事例で学ぶとちぎの協働（全４回）　　≪参加無料≫

第３回　現地学習 in 栃木市 「郷土の偉人と巻き込む力」

■講師：鈴木廣志 氏（田村律之助顕彰会 会長）ほか

ためになる！講座・講演会情報 ≪ 2022年 2月 ≫

名称 申込先

市民活動大学校　--地域協働推進員養成講座--

とちぎボランティアNPOセンター

ぽ・ぽ・ら

☏ 028-623-3455

　　　　　　　　事例で学ぶとちぎの協働（全４回）　　≪参加無料≫

第２回　現地学習 in 那須塩原市 「ゆるやかにつなぐ力」

■講師：佐久間郁 氏（学校法人アジア学院 事務局長）ほか

★オンライン（Zoom）

市民活動大学校　--地域協働推進員養成講座--

とちぎボランティアNPOセンター

ぽ・ぽ・ら

☏ 028-623-3455

　　　　　　　　事例で学ぶとちぎの協働（全４回）　　≪参加無料≫

2/23(水)

13:30～17:20

ソーシャルビジネスシンポジウム
ソーシャルビジネスシンポジウム

運営事務局

☏ 03-3554-5049

～NPO×企業×行政　with・ポストコロナ時代に求められる新たな連携・協働とは～

　　　　　　　■講師：藤沢烈 氏（一般社団法人RCF 代表理事）ほか　≪参加無料≫

★オンライン（Zoom）

2/23(水)

14:00～16:30

2/26(土)
10:00～16:50

2/27(日)
9:30～14:30

市民の参加と協働を進める多様なコーディネーション実践研究集会2022
市民の参加と協働を進める多様な

コーディネーション実践研究集会

実行委員会

☏ 03-5225-1545

越境×対話×共創

それぞれの領域を超えて出会い、話し合い、協働して新たな課題解決に向けた方策づくり

≪一般参加費 6,000円≫　≪申込締切 2/4(金)≫

★オンライン（Zoom）

2/22(火)

13:00～14:35

シニアセミナー
とちぎ生涯現役シニア応援センター

ぷらっと

☏ 028-623-1291

　　　　　自分らしさを見つけてシニアライフを楽しもう ≪参加無料≫

■講師：濱野将行 氏（一般社団法人えんがお 代表理事）

★会場：とちぎ健康の森（宇都宮市）

2/10(木)

13:30～16:00

まちづくり勉強会
認定NPO法人

宇都宮まちづくり市民工房

☏ 028-666-0955

　　　　労働者協同組合および労働者協同組合法について ≪参加無料≫

■講師：高成田健 氏（日本労働者協同組合連合会 事務局長）

★会場：こらぼワーク本部事務局（宇都宮市）または　オンライン(Zoom)

※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

アウトドア環境保護基金 一社)コンサベーション・アライアンス・ジャパン 042-673-4662 環境

障害児・者の自立と福祉向上のための助成 (公社)洲崎福祉財団 03-6870-2019 障がい者

小規模な草の根団体のための助成 ラッシュジャパン チャリティバンク 03-6859-0767 環境/動物/災害

共感助成 (公財）信頼資本財団 075-275-1330 福祉

期限なし ●環境・地域活性・農林水畜産業・福祉・教育・人権等で信頼関係の増大につながる事業に取り組む非営利団体に対して助成

【助成対象】・上記の事業　　・施設・備品整備等　　　　　　　【助成金額：助成対象事業に寄付として集まった金額】

　※申請には最低3名の「信頼責任者（助成対象事業の目的の達成に協力する道義的責任を負う方）」が必要

2/28(月) ●障害児・者の自立と福祉向上を目的とした活動、自助・自立の支援事業に取り組む非営利団体に対して助成

【助成対象】・利用者送迎等に使う車両の購入　・施設内で使用する器具・備品の購入　　【助成金額10～200万円まで】

　　　　　　・施設内の工事　　・障害児・者の福祉向上のためのイベント（定例化していないもの）

3/15(火) ●自然環境の保護、動物の権利擁護、人権擁護・人道支援・復興支援活動に取り組む、小規模な草の根団体に対して助成

【助成対象】・上記の活動に関するプロジェクト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【助成金額10～200万円まで】

チカラになる！助成金・コンクール情報 ≪ 2022年 2月 ≫

2/15(火) ●アウトドアフィールドの保全のために活動している団体に対して活動資金を助成　　　　　　【助成金額 50万円まで】

【助成対象】・特定の陸域や水域を、野生生物の生息地として、持続的に保全することを目的としているプロジェクト

　　　　　　・草の根の市民活動が主導、または支援しているプロジェクト（一般的な教育プロジェクトや科学調査は除く）

★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）

特定非営利活動法人 ぱんだのしっぽ
ボランティアさん・運営スタッフさん

大募集！

○ ぱんだのしっぽ は、日光市内のひとり親家庭

を対象に、定期的に食材等を届けることをきっ

かけに、抱えている悩みや問題を共に解決して

いくアウトリーチ事業を行っています。

○ 24時間365日 LINE相談も行っています。

担当 おがわ
☎090-8565-7830

劇団today 第34回本公演

「ふれ愛～触れられない戯曲～」

◉ 脚本・演出 デクノボー大藤

◉ 場所 日光市中央公民館 中ホール

◉ 公演日時

2月26日(土)

①13:30開場／ 14:00開演

②18:00開場／ 18:30開演

2月27日(日)

③10:00開場／ 10:30開演

④13:30開場／ 14:00開演

◉入場無料

入場には整理券が必要です。

入場整理券は、1月中旬より

日光市中央公民館（☎22-6211）および

日光市役所生涯学習課（☎21-5182）

にて配布します。



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😊

皆さんこんにちは！市民活動支援センターの嶋﨑です。

先日、地元の北海道へ帰省したのですが、今回は車で青森港までの長旅に挑戦しました。

まさかの豪雪・猛吹雪・通行止めの嵐！フラフラになりながらも何とか目的地に到着することが

でき、ほっと一安心☻ 2022年はしっかり計画性を持って行動していきたいです（笑）

そんな私ですが、現在、市民活動支援センターで様々な方々と関わらせていただきながら、楽

しく働くことができています。皆さんの活動されている取り組みにも興味がありますので、市民

活動支援センターにお越しになった際には、是非ともお話をお聞かせいただければと思います。

よろしくお願いします。

日光市ひきこもり相談センターかがやき 講演会

『ひきこもり当事者や家族の思いを知り、

私たちに出来る事を考える』

～ 急がせない追い詰めない関りを

講師 ： 宮脇 文恵 氏

（宇都宮短期大学人間福祉学科教授）

■第１部： 講演会 13:45～15:15

■第２部：グループワーク 15:30～16:30

日 時： 2022年2月27日(日) 13:30～16:30

場 所： 日光市民活動支援センター

１階 報徳ホール

対象者： ひきこもりに関心のある方

支援に関わっている方

参加料： 無料

申込み： 2月25日(金)までに下記へ

お電話にてお申し込みください。

日光市ひきこもり相談センター かがやき

日光市今市741 ☎0288-25-5508

日光市国際交流協会 多文化共生部会 主催

多文化共生セミナー
～外国人とともに暮らしていくために～

講師：牧原 紀子 氏

◇日時： 令和4年2月13日(日) 午前10時～正午

◇場所： 大沢公民館 会議室

◇定員： 15名程度 ◇参加費： 無料

★ 託児あり(1歳以上) お申込みの際お知らせください

◇内容： ・定住外国人の現状

・ケーススタディ

・「やさしい日本語」紹介 等

◇申込み： 2月9日(水)までに大沢公民館窓口、

または下記までお電話にてお申込みください。

日光市国際交流協会事務局 担当：湯澤・福地

今市本町1(観光課内) ☎0288-21-5196(平日9～17時)

オンライン(Zoom)

配信もします！


