
　

◎ 重要なお知らせ … 7/4(月) 13:00~14:00の間、電気設備の点検のため、施設全館が停電となります。

エレベーターをはじめ、照明やコピー機等の機器・設備が使用できません。インターネット

や電話回線も不通になることが予想されるため、電気が関係する設備のご利用の際は、上記

の時間を避けてご利用ください。ご不便をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。

◎ 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。）

走り梅雨のぐずついた天候から、梅雨入りがすぐそこまできているのを感じます。蒸し暑い日も続きま

すが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。今年も早いもので半年が過ぎようとしています。年齢を重

ねるごとに月日が経つのが早く感じられてしまいますね。出来る事から取り組んで年末にバタバタするこ

とのないように過ごしたいものです。

さて、センターは6月も雨に負けずに皆様をお待ちしております。分からないことや不安なことがあり

ましたらお気軽にスタッフまで！皆様に寄り添えるセンターでありたいと思っております。

2022年 6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/

センター会議室 ９月分 の予約受付は、

６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。

ホームページへはこちらの

QRコードからアクセス！

お 知 ら せ日光市民活動支援センターからの

皆さんこんにちは！先日、市民や子供たちが水に親しむための活動をされている、

今市の水を守る市民の会様が主催する「ゆったりウォーク」に参加させていただきま

した。

今回は、鎌倉街道、例幣使街道の散策と道中にある湧水地の散策で総勢15名の参加

でした！参加時に配布された地図はすべて手書きで、温かみと会の熱量を感じました。

上板橋集落センターからスタートし、道中に当時の地域ネタや豆知識を聞きながら

散策することができ、地域のお話は、事前に開催場所を散策しながら地元の方に聞き

取りを行ったそうです。道のりは６キロ程で鳥のさえずりを聞きながら例幣使街道を

歩き途中チョコレート工場の誘惑もありつつ山道を進み湧水地、鎌倉街道の歴史につ

いてお話を聞きながら散策することができました。

今回参加させていただき、私の知らない今市地域を見ることができました。また参

加させてください。ありがとうございました。

ゆったりウォークに参加しました

～古(いにしえ)の道をたどる～

花だよりさんから綺麗なお花をいただきました♫

来館いただく方にも喜ばれ、センタースタッフも

心癒されております。ありがとうございます😊



開催日時

応募締切 募集名 主催者 問合せ先 分野

たかはら子ども未来基金

学生NPOインターン助成

新常態における新たな着想に基づく自治型社会の推進 公益財団法人 トヨタ財団 03-3344-1701 地域社会

障がい者福祉助成金 社会福祉法人 木下財団 03-6222-8927 福祉/障がい者

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

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

ジュニアスポーツ振興助成 公益財団法人 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

社会福祉助成金　事業助成 公益財団法人 みずほ福祉助成財団 03-5288-5905 障がい児者

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

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

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　　　　　　　　　　　　　　　　【助成額：600万円まで】

※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

6/25(土)

14:15

～15:45

講師：今井 紀明 氏（認定NPO法人 D×P 理事長）

■参加費〈銀行振り込み〉1,000円/人（会員無料）〈クレジット・コンビニ払い〉1,200円/人

Zoomによるオンライン開催

≪ 2022年 6月 ≫

■公益的・社会的活動を1年以上行っている非営利団体で、子どもの居場所づくりや若者の生活を支える活動を行い、

学生のインターンシップを受け入れる体制が整っている団体が対象

チカラになる！助成金・コンクール情報 ①

6/4(土)

※2022年8月～2023年2月の期間のうち12日以上のインターンシップ活動に対して、学生に60,000、団体に40,000円を助成

とちぎコミュニティ基金

ためになる！講座・講演会情報 ≪ 2022年 6月 ≫

名称 申込先

コロナや物価上昇で打撃———

社会福祉法人

大阪ボランティア協会

☏ 06-6809-4901

若者支援の〝いま〟と〝これから〟

028-622-0021 子ども

6/14(火)

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】

6/6(月)

6/10(金)

■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

6/6(月)
■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】

　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)】

6/24(金) ■障がい児者の福祉向上を目的とする事業を行う非営利法人や任意団体、ボランティアグループに対して助成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　  【助成額：20～100万円】



応募締切 募集名 主催者 問合せ先 分野

ファイザー 心とからだのヘルスケアに関する

市民活動・市民研究支援

社会福祉助成金 社会福祉法人 丸紅基金 03-3282-7591 社会福祉

地域福祉活動事業助成 公益財団法人 太陽生命厚生財団 03-6674-1217 高齢者/障がい者

NPO法人助成 社会福祉法人 清水基金 03-3273-3503 障がい者

文化芸術活動特別助成 社会福祉法人 清水基金 03-3273-3503 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
環境保全/人権/

動物愛護/復興支援

あしたのまち・くらしづくり活動賞 公益財団法人 あしたの日本を創る協会 03-6240-0778 地域/全分野

住民参加型福祉活動資金助成 公益財団法人 SOMPO福祉財団 03-3349-9570 社会福祉

パナソニック NPOサポートファンド for SDGs

国内助成
03-5623-5055 貧困

■社会において重要な役割を果たすNPO/NGOが持続発展的に社会変革に取り組めるよう、SDGsの大きな目標である「貧困

の解消」に向けて取り組むNPO/NGOを対象に、組織課題を明らかにする組織診断や、組織課題の解決、組織運営を改善する

ための組織基盤の強化の取り組みに対して助成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【助成額：100～200万円】

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

6/30(木)

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）　　　　　　　 　　　　　　【助成額：50～700万円】

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】

7/4(月)

【賞金：5～20万円、表彰あり】

■住み良い地域社会を目指し、地域が直面する様々な課題を解決するために活動する地域活動団体、または、地域活動団体

と連携して地域づくりに取り組む企業、商店街等の活動の経験や知恵などのストーリーを募集し表彰します。

チカラになる！助成金・コンクール情報 ② ≪ 2022年 6月 ≫

6/30(木) ■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を対象として、

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

■地域における高齢者・障害者・子ども等に関する複合的な生活課題に、地域住民が主体となって、包括的な支援を行う

活動に必要な資金を助成

7/15(金)

◇5人以上で活動する法人格の無い非営利団体で、地域課題の解決に大きく貢献すること　　　【助成額：30万円まで】

6/30(木) ■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　　など　　　　　　　　　　　　　　  　【助成額：10～50万円】

7/31(日)

NPO法人 市民社会創造ファンド

6/30(木)

NPO法人 市民社会創造ファンド 03-5623-5055
保健/福祉/

障がい者

■保健・医療・福祉・生活だけでなく就労等の社会参加活動も含めたヘルスケアの領域で活躍する、非営利の市民団体や患者

団体、障がい者団体によるコミュニティづくりの試みに対して助成　　　　　　　　　　　　【助成額：50～300万円】

社会福祉法人 栃木県共同募金会 赤い羽根ポスト・コロナ社会に向けた福祉活動応援キャンペーン

～それでもつながり続ける地域・社会をめざして～

「地域に密着した多様な生活支援活動を応援する助成」に対する寄附金の募集

＊寄付金の使途は栃木県共同募金会、中央共同募金会のHPで報告します。募集期間 6/30(木)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）



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募集等の

情報をお寄せください😊

先日、大沢公民館で「総合型地域スポーツクラブ」を運営され

ているSCおおさわ様の活動を取材させていただきました。

「総合型地域スポーツクラブ」とは、身近な地域で様々なス

ポーツ(多種目)を楽しむクラブで、子どもから高齢者(多世

代)の方がそれぞれの志向、レベル(多志向)に合わせて参加で

きるクラブです。

取材日には、ショートテニス、ラージボール(卓球)、ヨガが開

催され、合わせて約40名が参加されていました。会場では白

熱した試合が見られ、真剣にスポーツに取り組まれている姿が

印象的でした。休憩時間には会員同士の交流が行われ、楽しい

雰囲気も感じられました。

取材した3つの競技の他にも、ユニカール、グラウンドゴルフ、

ゴルフ、ボッチャが開催されています。スポーツを通して、健康

づくりやコミュニティー作りをされたい方には是非参加してい

ただきたいと感じました。気になる方はホームページをご確認

ください。

取材させていただきありがとうございました。

～スポーツを通した健康づくりとコミュニティーの活性化～ NPO法人 SCおおさわ さん

桜散り、若葉燃ゆ季節は過ぎ、今は風薫る初夏の候。私の好きな季節がやって

参りました。しかし世の中はコロナウイルスが蔓延し私の大好きな街歩き、食べ

歩きができていません。そんな中自宅で楽しめる家庭菜園として苗からミニトマ

トづくりを始めました。初心者ながら毎日欠かさず水やりを行った結果、２個の

実が付き、日々楽しく手入れをしています。

実は、私が育てているミニトマトはいつもお世話になっている「レモンスター

様」からいただいた苗になります。自宅で楽しめる趣味が一つ増えました。レモ

ンスター様ありがとうございます。 スタッフ Ö谷

ＮＰＯ法人 ＳＣおおさわ

★設立： 平成２７年 ★会員数： ９１名

★スポーツ種目： ７種目 ★活動場所： 大沢体育館

★指導者のいる日： 毎週月曜日

★HP： http://www.sportsclubohsawa.com 日光市国際交流協会さんは、国際理解や国際交流に関する活動の

ほか、在住外国人の生活相談なども行っている団体さんです。

!!

★インストラクター ： ジャナン エルクマン 秋本 先生

日 時： 6月26日(日) 10：30～11：30（10時受付）

会 場： 中央公民館 中ホール

参加費： 一般 500円 会員・在住外国人・未就学児は無料

申込み： 6/23(木)までに電話でお申込みください。

日光市国際交流協会事務局

☎ 0288-21-5196（担当：湯澤・福地）


