
　

３月になり春の気配を感じるようになりました。今年は桜の開花も平年並みかそれよりも早い

予想だそうです。花粉症の方はお辛い時期でもありますが、温かくぽかぽかとした陽気は嬉しい

ですね。先月は新型コロナにとても苦しめられる月になりました。感染予防のためセンターでの

活動を自粛する団体さんも多かったです。栃木県では3月6日まで“まん延防止”が延長になり

ましたが、センターは通常通りご利用可能となっております。感染予防に気を付けながらご利用

くださいますようお願いいたします。

2022年 3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/

◎ 会議室をご予約の方へ … 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。

◎ 災害訓練について … 3/16(水)にセンター館内にて災害訓練を行います。

当日センターご利用の方にはサイレン等の音でご迷惑をお掛けいたします。

◎ 落とし物・忘れ物の … 年度末に、センターで保管させていただいている落とし物・忘れ物の処分を行います。

処分について 3月末まで2階の階段入口周辺に掲示しますので、お心当たりのある方はご確認ください。

６月分 の会議室予約受付は

３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

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

先月もたくさんのハガキや切手のご寄付をいただきありがとう

ございました。また、以前に子供服のご寄付をいただきまして、

こちらは子ども食堂をされているめだかの学校さんの「おさがり

マルシェ」で活用していただけることになりました！

皆さんのご厚意が繋がって嬉しく思います。

笑顔になる人が増えたらいいですね！

日光ボランティア・市民活動フェスタ実行員会より～2021年度ボラフェス開催に関するお知らせ～

今年度のボランティアフェスタは、『コロナに負けるな』をテーマに市内各施設に活動団体の活動資料を掲示する方針にて準備

を進めてまいりましたが、コロナ収束の兆しが未だに見えないこともあり、残念ではありますが、施設での掲示は見送りインター

ネットを活用したホームページでの掲載 （オンライン開催）とさせていただく事になりました。

当初より30団体以上の皆様にご賛同・ご協力いただき、また日光市様には共催として多大なご支援をいただきました。ご協力い

ただいた皆様にこの場を借りて心より御礼申し上げます。 日光ボランティア・市民活動フェスタ実行員会

【2021年度 ボランティアフェスタ オンライン活動掲示】は、以下のURLまたはQRコードよりご覧いただけます。

■ホームページURL https://volunteerfesta.nikko-shiencenter.jp/2021list ■QRコード⇒

牛乳パックやプラスチックごみを使ったお家作り！

～川のごみを通して環境を考えよう～

■日時 3月21日(月・祝日・春分の日)

9:30～12:00（受付 9:15～）

■対象 年中～小学生の親子

■定員 先着4～5組（10名程度）

■参加費 無料 ■申込締切 3月15日(火)まで

■会場 日光市民活動支援センター（今市304-1）

■講師 国立研究開発法人 水産研究・教育機構

宮本幸太 氏

■申込先 日光市民活動支援センター ☎0288-22-2271

講師の先生から

川のゴミ問題や

日光の川にすむお魚の

お話が聞けるよ！

ホームページへはこちらの

QRコードからアクセス！

https://volunteerfesta.nikko-shiencenter.jp/2021list


開催日時

3/20(日)

13:30～16:30

市民活動大学校　--オンラインセミナー--

とちぎボランティアNPOセンター

ぽ・ぽ・ら

☏ 028-623-3455

　　　　　　「企画・プレゼン力向上講座」（全2回）　≪参加無料≫

第2回　伝わる企画書とプレゼンのポイント

■講師：大木浩士 氏（OOKIWORKS代表・とちぎ未来大使 交流企画プロデューサー）

★会場：オンライン（ZOOM）

3/13(日)

13:30～16:30

市民活動大学校　--オンラインセミナー--

とちぎボランティアNPOセンター

ぽ・ぽ・ら

☏ 028-623-3455

　　　　　　「企画・プレゼン力向上講座」（全2回）　≪参加無料≫

第1回　企画を作る際のポイント

■講師：大木浩士 氏（OOKIWORKS代表・とちぎ未来大使 国際企画プロデューサー）

★会場：オンライン（ZOOM）

3/12(土)

13:30～15:30

JICA 海外協力隊

公益財団法人

栃木県国際交流協会

☏ 028-621-0777

　　　　　　　　　　　帰国報告会 in とちぎ　　　　　 ≪参加無料≫

行ってみた！やってみた！青年海外協力隊

■報告者：田島繁樹 氏（派遣国：ガーナ）／ 清水美生 氏（派遣国：ホンジュラス）

★会場：とちぎ国際交流センター（宇都宮市）

3/12(土)

10:00～12:00

市民活動大学校　--オンライン講座--

とちぎボランティアNPOセンター

ぽ・ぽ・ら

☏ 028-623-3455

　　　　　　　　これまでを大切にする地域づくり　　　≪参加無料≫

～つながるための地域活動のコツ～

■講師：廣瀬隆人 氏（NPO法人 とちぎ協働デザインリーグ 副理事長）

★会場：オンライン（ZOOM）

3/11(金)

13:00～15:00

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４回　振り返り・まとめ 「地域の関わりしろをみつけよう」

■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）

★会場：とちぎボランティアNPOセンター（宇都宮市）

～とちぎコミュニティ基金版SDGｓアワード～

たかはら子ども未来基金、ハートポケット倶楽部、とちぎゆめ基金　他

★会場：オンライン（ZOOM）

ためになる！講座・講演会情報 ≪ 2022年 3月 ≫

名称 申込先

3/6(日)

10:00～18:00

とちぎコミュニティ基金が運営する助成プログラムの活動報告と贈呈式

とちぎコミュニティ基金

☏ 028-622-0021

　　　　　　　　とちぎのミライをつくる大会2022　　≪参加無料≫

3/2(水)

13:50～16:00

NPOのための資金調達講座

栃木県社会福祉協議会

☏ 028-622-0525

　　　　　　　ボランティア団体・NPO法人の資金調達　≪参加無料≫

～どうやって集めたらいい？～

■講師：長浜洋二 氏（モジョコンサルティング代表・ファンドレイジング協会）

★会場：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

緑の募金助成 （公社）国土緑化推進機構 03-3262-8457 環境保全

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

わかば基金 NHK厚生文化事業団 03-3476-5955 福祉

ドコモ 市民活動団体助成 NPO法人 モバイルコミュニケーションファンド 03-3509-7651 子ども

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

共感助成 (公財）信頼資本財団 075-275-1330 福祉

メイスン財団助成 （一財）日本メイスン財団 03-3431-0033 障がい児

期限なし ●障がい児(者)及び社会的弱者を対象に活動している団体・法人に対し、活動に必要な資金を援助

○2年以上の活動実績のある非営利法人・慈善団体(特に子供を対象とする直積的支援)　【助成金額：財団が承認した額】

4/30(土)
●「生活学校」の趣旨に賛同し、「生活学校」及び「全国運動」に参加する地域活動団体に対して活動経費を助成

○生活学校（身近な地域や暮らしの様々な課題解決に取り組むグループ）への参加　　  【初年度3万円、2年目3万円】

○全国の生活学校が連携して行う全国運動(現在のテーマは「食を通じた子供の居場所づくり」)への参加【上限5万円】

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が対象

○上記の事業、施設・備品整備等に対して助成　　【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

チカラになる！助成金・コンクール情報 ≪ 2022年 3月 ≫

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が対象

○上記の活動に関するプロジェクトに対して助成　　　【助成金額10～200万円まで】

3/15(火) ●森林整備・緑化推進　●次世代の森づくりを担う人材育成事業　●スギ等森林の有効活用支援事業、

●子どもたちの未来の森づくり事業　などの活動を行う団体に対して助成　　【助成金額100～200万円】

3/31(木) ●将来の担い手である子ども達の様々な課題に取り組む非営利活動団体に対して助成

①子どもの健全な育成を支援する活動　②経済的困難を抱える子どもを支援する活動　  【助成金額70～100万円まで】

3/30(水)

●地域に根ざした福祉活動を展開しているグループへ、3つの部門で支援

○支援金部門…国内の一定の地域に福祉活動の拠点を設け、この支援金でより活動を広げたいグループ【上限100万円】

○災害復興支援部門…被災地に活動拠点があり、福祉活動を通して復旧・復興をすすめているグループ【上限100万円】

○リサイクルパソコン部門…高齢者や障害者への福祉活動に取り組むグループ【1グループにつきノートパソコン3台まで】

★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）

2022 栃木県防災館

春の防災フェスティバル
やってみよう！今すぐはじめる災害対策！

日々の備えがあなたを救う！

○ 地震・台風・煙の迷路体験 入場無料！

○ 災害対策関係のDVD上映

○ 放水体験（消火用タンク車）他

日時：3月19日（土）10:00～14:00

会場：栃木県防災館内・栃木県消防学校校庭

ーーー防災意識啓発シンポジウムーーー

「逃げ遅れゼロ！」で未来を守る
～令和元年東日本台風を語り継ぐ～

▶YouTube限定配信 県公式LINE

3月11日(金)～18日(金)
特別講演：家族や地域の防災対策

～自分を、大切な人を守るために～

講 師：国崎 信江 氏
（危機管理教育研究所代表 危機管理アドバイザー）

▶3/4(金)までに県公式LINEでお申し込みください。

栃木県県民生活部危機管理課 028-623-2695



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！吉原です。私は主に、月・水・金の午後に勤務しています。活動されている方々のイベントへの参

加や活動報告をみさせていただき、日々、市内の市民活動状況について学ばせていただいています。今後も活動情報があれ

ばぜひ教えて下さい。

最近、私が感じた嬉しい話を少し。センターを利用いただいている団体さんより、日々の活動を活かして「地域のため

になるような活動ができないか？」との話をいただきました。まずは自分の活動の発展が第一なのは当然ですが、その先と

して地域に出ていくお気持ちを聞くことができて、一緒に「その先の活動」も考えたいと思った次第です。

組織の活性化や継続については皆さんの団体でも避けて通れない事と思っていますが、お互いに相談したり情報を交換

するなどして、一緒になってこの課題に取り組んで行きたいと考えていますので、些細な事でもいいのでその時にはお声が

けください。

子ども食堂 めだかの学校

おさがりマルシェ

3月11日(金) AM 10:30～12:00

☆★会場★☆

生きがいセンターふれあいホール

子ども服のおさがり～婦人服の古着、

靴、雑貨などいろいろあります🌸

🐤お子様連れでどうぞ！

お問い合わせ先⇩

子ども食堂 めだかの学校

Volunteer-tezuka.y@mobile.ne.jp

NPOマネジメントセミナー

～ファンドレイジング（資金調達）と組織基盤の強化～

●日時：3月29日（火）13:30-15:30

●会場：日光市民活動支援センター

●対象：NPOや社会貢献団体などのリーダー、

ファンドレイジングに関心のある方

●定員：20名 / ●参加費：無料

●講師：長浜 洋二氏（モジョコンサルティング合同会社代表）

●主催：日光市社会福祉協議会

●協力：NPO法人おおきな木、スマイル日光プロジェクト

おおさわ放課後子ども教室ボランティア募集！

◎ 日時 毎週 月・水曜日

午後 2時30分～5時30分

◎ 場所 大沢地区センター

子どもたちのさまざまな活動をサポートしながら、楽し

くボランティアをしてみませんか？

《活動内容》

調理・遊び・スポーツ・勉強・創作活動

・山登り・季節の行事など

お問合せは 子育て支援課 ☎21-5186 まで


