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日光市民活動支援センター

QRコードからアクセス！

〒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）
2022年

TEL/FAX 0288-22-2271

5月号

URL▶https://nikko-shiencenter.jp/

晴れの空に鯉のぼりが悠々と舞い踊る季節となりました。新年度が始まってはや1か
月。新しい生活にもすっかり慣れたころでしょうか。日中は汗ばむくらいに暖かい日

も増えてきて、夏ももうじきです。体調などくずされませんようお気を付けください。
センターでも引き続きサポート体制を整え、皆様のご利用をお待ちしております。

日光市民活動支援センターからの お 知 ら せ
◎ 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。

◎ ロッカーの更新について

…

新年度も引き続きロッカーをご利用の団体様は、更新の手続きをお願いいたします。
新規の申込みも受け付けております。料金をご持参のうえセンターまでお越しください。
■使用料 100円/月（基本、年額1,200円を一括納入となります。）

先日、日光市民活動支援センターにて、川の「ゴミ」から環境問題を考える講演会と
牛乳パック・ペットボトルを活用した「お家作り」のワークショップを開催しました！
講演会では、「国立研究開発法人水産研究・教育機構水産技術研
究所」で川に生息するマスやイワナの研究と、市民活動団体「ニッ
コウイワナに学ぶ会」でご活躍されている宮本先生にご講演いただ
きました。川に捨てたゴミが私たち人間や魚にどのような影響をも
たらすか、分かりやすく教えていただきとても勉強になりました。
ワークショップでは、参加者同士の交流が行わ

れながら楽しく「ゴミ」の活用方法を知ることが
できました。出来上がったお家に子ども達に自由
に絵を描いてもらったのですが、早速学んだこと
を表現していて凄いなぁと感じました！
この企画は、講師の宮本先生、参加者の親
子の皆さん、牛乳パックをご寄付してくだ
さった方々のご協力により実施することがで
きました。本当にありがとうございました！

令和4年3月版

『特定非営利活動 促進法の手引き NPO法人編』

センター会議室 8月分 の予約受付は、

『特定非営利活動法人 設立ガイド』ができました！

５月１日(金) 午前９時 から開始します。

センターにご用意してありますので、ご覧になりたい方は
スタッフまでお声がけください。

※開始初日の午前中は来館者のみの受付となります。

ためになる！講座・講演会情報

≪ 2022年 5月 ≫

開催日時

名称

申込先

7/7(木)

第9回 国内研修事業

9:00～

障害福祉についてのオンライン研修プログラム（2日間）

17:30

★対象：社会福祉法人・NPO法人に所属し、障害福祉サービスに従事している方

社会福祉法人 清水基金

7/8(金)

実務経験3年以上、上限年齢40歳程度

☏ 03-3273-3503

■受講費無料

9:00～
17:00

■定員 24名

申込締切：5/13(金)

≪ Zoomによるオンライン開催 ≫

チカラになる！助成金・コンクール情報 ①
応募締切

募集名

主催者

都会の子供たちの環境学習活動に対する助成

公益財団法人 高原環境財団

≪ 2022年 5月 ≫
問合せ先

分野

03-3449-8684 子ども/環境保全

5/11(水) ■地域の小学生以下の子供たちに向けて、緑化や自然体験などの環境保全に関する体験・学習活動を行う
NPO法人等の地域活動団体に対して事業費用を助成
緑化を伴うヒートアイランド対策に関する助成

【助成額：50万円まで】

公益財団法人 高原環境財団

03-3449-8684

環境保全

■自然環境の悪化防止と再生を目指して緑化活動を行っている法人や地域活動団体に、新たな緑化のための 工事費用を助成

5/11(水) ※樹木、芝、多年草等を植栽する新たな緑化事業で、2022年7月1日～2023年3月15日に実施・完了するもの
※新たに緑化を行う面積の合計が、原則として30㎡以上であること(地植えをしないものは15㎡以上)
※助成事業完了後も良好な維持管理を行い、3年間は植栽の撤去、移植等を行わないこと
(公社)24時間テレビチャリティー委員会

24時間テレビ45 福祉車両寄贈
5/20(金)

【助成額：250万円まで】

(日本テレビ放送網 株式会社）

福祉

■NPO法人や任意団体、ボランティア団体等の非営利の団体や個人に対して、福祉車両を寄贈

≪ラインナップ≫

リフト付きバス・スロープ付き自動車・福祉サポート車・電動車いす・BabyLoco(小児用)

老後を豊かにするボランティア活動資金助成

・高齢者を対象として活動するボランティアグループ

【必要要件】・構成員10～50人程度

等

公益財団法人 みずほ教育福祉財団 03-5288-5903 高齢者/地域共生

■以下の団体を対象に、継続的に使用する用具・機器類（設備は除く）の取得資金を助成

5/20(金)

03-6215-3022

【助成額：10万円まで】

・地域共生社会の実現につながる活動を行う高齢者中心のボランティアグループ

・活動年数が満2年以上

・本助成を過去3年以内に受けていない

・規約や会則、年度毎の活動報告書、会計報告書が整備されている

・グループ名義の金融機関口座を保有している

※対象外となるグループ … 法人格を有する団体、老人クラブ、自治会・町内会、また、その内部機関や関係機関
★活動内容例 … 生活支援サービス、地域共生社会につながる活動、世代間の交流を図る活動、レクリエーション活動 等

ボランティア活動助成
①シニアボランティア活動助成

5/25(水) ②ビジネスパーソン
ボランティア活動助成
★活動テーマ★

公益財団法人 大同生命厚生事業団 06-6447-7101

ボランティア

ボランティア活動を行っているシニア(満60歳以上)が80％以上のグループ
ボランティア活動を行っているビジネスパーソン（会社員・団体職員・公務員・経営者・
個人事業主）が80％以上のグループ

【助成額：10～20万円まで】

高齢者福祉・障がい者福祉・こどもの健全な心を育てるボランティア活動（スポーツ活動・こども会活動は除く）

地域福祉チャレンジ活動助成

公益財団法人 日本生命財団

06-6204-4013

福祉/高齢者/
障がい者/子ども

■活動実績のある団体（法人格の有無問わず）で、以下のテーマにチャレンジする意欲がある団体、

5/31(火)

他の団体・機関、住民組織等と協働で活動する団体に対して活動費用を助成
＜テーマ＞・福祉施設やその専門職と地域住民の協働によるサービス作り
・人生の看取りまで含む生活支援につながる活動

【助成額：400万円まで】

・認知症の人やその家族と地域住民がともに行う地域作り

・高齢単身者、家族介護者を含めた複合的な生活課題に対する(家族への)支援

・高齢者、障がい者、子ども等全世代交流型の活動、就労の機会提供、社会参加づくり

チカラになる！助成金・コンクール情報 ②
応募締切

6/6(月)

募集名

主催者

障がい者福祉助成金

社会福祉法人 木下財団

≪ 2022年 5月 ≫
問合せ先

分野

03-6222-8927 福祉/障がい者

■以下のような障がい者支援を行う非営利団体に対して、施設の増改修や補修、設備や備品等の購入資金を助成
・グループホーム・地域活動支援センター・就労継続支援A/B型

などの社会福祉事業

または、それに準じた事業（※加齢に伴う障がい(高齢者)は除く）

【助成額：25万円まで】

公益財団法人 トヨタ財団

新常態における新たな着想に基づく自治型社会の推進

03-3344-1701

地域社会

① 日本全体で自治型社会が推進されていくことを目的とし、各地域における自治の基盤づくりの動きを支え促進すると共に、社会全

6/6(月)

体に波及する仕組みや制度づくり、その担い手となる人材の育成に取り組むプロジェクト

【助成額：1,000～2,000万円】

② 一人ひとりの「暮らし」を起点に、地域資源や人と人の関係性を見直し、多様な関係者との対話を重ねながら地域内の主体性や参

【助成額：600万円まで】

加の仕組みが育っていく基盤づくりに取り組むプロジェクト

※公募説明会（オンライン開催 ）に要参加。詳しくはトヨタ財団ウェブサイト https://www.toyotafound.or.jp/ へ

配食用小型電気自動車寄贈

公益財団法人 みずほ教育福祉財団 03-5288-5903

福祉/高齢者

■一人乗り小型電気自動車「みずほ号」（家庭用コンセント100Ｖからの充電専用）の寄贈による助成

6/10(金)

以下の条件を満たす、非営利の民間団体（法人・任意団体問わず）に対して助成

【予定数：14台（14団体）】

■高齢者を対象に、1年以上継続して、週1回以上、調理・家庭への配食・友愛サービスをを一貫して行っていること
■現在の活動を継続するにあたって、配食用の車両が不足しており、本寄贈によって運営の円滑化が見込まれること

子どもゆめ基金

(独)国立青少年教育振興機構

0120-579-081

子ども

6/14(火) ■子どもの健全な育成を目的とする子どもを対象とする活動、またはそれを支援する活動を行う団体に対して助成
▷活動分野（自然体験・科学体験・交流・社会奉仕体験・職場体験・総合的な体験・読書）【助成額：2～600万円(全国規模の場合)】

ジュニアスポーツ振興助成

(公財)ヨネックススポーツ振興財団

03-3839-7195

子ども/
スポーツ振興

6/20(月) ■ジュニアスポーツの振興に関する事業を積極的に行っているNPO法人等の団体に対して助成
※スポーツ事業に必要なすべての経費が対象

【助成額：100万円まで】

社会福祉助成金

社会福祉法人 丸紅基金

03-3282-7591

社会福祉

6/30(木) ■社会福祉事業(福祉施設の運営、福祉活動等)を行う非営利の活動団体に対して、事業資金を助成
【助成額：200万円まで】

地域福祉活動事業助成
6/30(木)

公益財団法人 太陽生命厚生財団

03-6674-1217 高齢者/障がい者

■在宅高齢者または在宅障がい者等のために福祉活動や文化活動を行うNPO法人やボランティアグループに対して助成
・自助自立を促す等の生活向上に資する活動

・地域の人々が交流し支え合う仕組みづくり

・福祉活動に必要な機器、機材、備品等の整備

NPO法人助成

など

社会福祉法人 清水基金

【助成額：10～50万円】

03-3273-3503

障がい者

6/30(木) ■障がい者の施設を運営し、社会的自立支援・地域意向を図るNPO法人に対し、利用者のために必要な機器・車輌・
建物に対して助成（原則1物件、総費用が税込70～4,000万円の案件）

文化芸術活動特別助成

社会福祉法人 清水基金

【助成額：50～700万円】

03-3273-3503

障がい者

6/30(木) ■障がい者の福祉増進を目的として第一種・第二種社会福祉事業を営んでいる 社会福祉法人及びNPO法人に対し、
文化芸術活動に必要な道具・楽器・機器・活動成果をまとめた出版物等に対して助成（1案件）【助成額：30～200万円】

★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）

日光清風塾 ウクライナ支援募金のお知らせ

ＮＰＯ法人もみの木

日光清風塾では、ロシアからの軍事侵攻を受け極めて

～夢のある高齢化社会を目指して～

厳しい生活苦に喘ぐウクライナ避難民支援のための募金
活動を展開しています。募金は在日ウクライナ大使館に

先日、ＮPO法人もみの木さんにお邪魔して、活動の様子を見学

直接届けることとしています。ご協力いただける方は日

させていただきましたのでご紹介させていただきます！
もみの木はオアシス支援事業施設として設立されたのち、「NPO

光清風塾までご連絡ください。

法人もみの木」として立ち上げられ、22年間活動を続けられていま

日光清風塾

☎090-5752-3444

す。
この日は、利用者・スタッフが講師の方に振り付けを教わりなが
ら皆で踊りを楽しまれていました。利用者の中には90歳以上の方も
いらっしゃって、元気の秘訣は仲間の存在が大きいのだろうと感じ
ました。

【傾聴の部屋】

毎月第1・3火曜日

傾聴サポーターが、あなたのお話をあたたかく

元気な高齢者が過ごせる居場所が地元に必要とされていることを
知ると同時に、このような場所が地域活性にもつながるきっかけに
なるとも感じ、とても勉強になりました。
これからも高齢者の生きがいになるような活動を応援しておりま
す。この度は、ありがとうございました！

尊重してお聴きします。秘密は厳守します。

心の窓を開けてお話ししてみませんか？
5月 3日(火) 祝日のためお休みです。
5月17日(火) 14:00～15:00
6月 7日(火) 10:30～11:30
6月21日(火) 14:00～15:00
■場所■ 日光市民活動支援センター
無料です。前日までに下記にご連絡ください。

傾聴ボランティア “ありのまま” 日光グループ
手塚

☎090-5190-0140

やっと花粉も落ち着きを見せて、初夏のような陽気を喜んでいるスタッフの大嶋です♪
市民活動支援センターでお仕事をさせていただくようになって早1年となりました。経験のない分野でのお仕事

で、初めのうちは不安に思ったり自分に不甲斐なさを感じたりすることが沢山ありましたが、センターをご利用
になる皆さんとの交流が私の励ましになり、少しずつですが成長できているかな...？と思う今日このごろです(^^;)
センターをご利用になる皆様に新鮮で有益な情報をお届けしたい思いで、昨年9月からこの市民活動情報紙「に
こっと！」を主に担当し、毎月発行させていただいています。こんな情報が知りたい！これを発信して欲しい！
などご要望がありましたら、是非お聞かせください(*^^*)
まだまだ未熟者ですが、皆さんのお役に立てるアドバイザーを目指してこれからも頑張ります！

あなたの活動団体が行っているイベントやセミナー、

😊イベントやボランティア募集等の
情報をお寄せください😊

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。）

