
　

◎ 重要なお知らせ① … 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。

◎ 重要なお知らせ② … 10/8(土)・9(日)・10(月)の3日間、害虫駆除の燻煙作業のため臨時休館となります。

歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館にて燻煙剤を使用した害虫駆除作業があります。併設する

当センターにも影響が及ぶことが考えられるため、臨時休館とさせていただきます。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

梅雨の晴れ間には、心をスッキリと晴れやかな気持ちにする力があるようです。そんな日には、いつも

の散歩も少し遠くまで足を伸ばし、水を含んだ夏草を踏みながら歩いてみると、季節の息吹に包み込まれ

ているように感じられてとても気持ちが良いものです。

そんな今年の梅雨は平年よりだいぶ早く明けてしまい、連日暑い日が続いています。各地で熱中症の

ニュースも報じられていますので、屋外で人との距離が取れる場面では、マスクを外してこまめな水分補

給を行うなど、体調管理にはくれぐれも気を付けて活動してください。

2022年 7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/

ホームページへはこちらの

QRコードからアクセス！

先日、情報紙にこっと！を読んでくださっている団体さんから、本紙に掲載されている助成金情報を見て応募したところ、助成金

をいただけることになったとの報告をいただきました。助成金は団体さんにとって大きな活動の力になるものですので、そのような

ご報告をいただけて私たちも大変嬉しく思いました！センターでは今後も幅広く情報をカバーし、少しでも皆様の活動のお役に立て

るよう発信を続けていきたいと思います。気になる情報がありましたら、スタッフまでお声がけください。

お 知 ら せ日光市民活動支援センターからの

日時 7月30日(土) 10:00～

場所 日光市民活動支援センター

対象 市民活動を応援したい方なら

どなたでも

参加費 無料

締切 7月21日(木) / 先着順

主催 ボランティア・市民活動

フェスタ実行委員会

日時 8月8日(月) 10:00～12:00

場所 日光市民活動支援センター

対象 小学生~中学生 10名程度

参加費 200円（手紙郵送代）

締切 7月31日(日) / 先着順

主催 日光市民活動支援センター

日時 7月14日(木) 17:00～

場所 日光市民活動支援センター

対象 どなたでも 10名程度

参加費 無料

締切 7月11日(月) / 先着順

主催 日光市民活動支援センター

ボラフェスをみんなで一緒に考えよう！
近頃よく耳にするNFTってなに？？？ 使用済み切手を使ったボランティア

不要な物品等の資源を活かし社会貢献を行っている活動を

応援する目的から回収ボックスの設置を始めました！

設置スペースは2階エレベーター付近に設けています。

設置に関するご質問やご相談はお気軽にスタッフまで😊



開催日時

ためになる！講座・講演会情報 ≪ 2022年 7月 ≫

名称 申込先

7/19~8/23

毎週(火)

19:00～20:30

（全6回）

スペイン語講座 入門
日光市国際交流協会事務局

（観光経済部観光課内）

担当：茂呂田・福地

☏0288-21-5196

主催 多文化共生部会

講師：日光市国際交流協会 スペイン語講座講師

デボラ アヴァレ 氏（アルゼンチン出身）

参加費：（会員）1500円、（一般）3000円

会場：日光市役所本庁舎2階 中会議室202

7/20(水)

13:30～15:00

NPOのための労務＆働き方改革

とちぎボランティアNPOセンター

「ぽ・ぽ・ら」

☏028-623-3455

講師：栃木働き方改革推進支援センター 専門家

社会保険労務士　谷田部 浩史 氏

参加費：無料

会場：とちぎボランティアNPOセンター ぽ・ぽ・ら 3階 研修室A（宇都宮市）

7/22(金)

13:30～15:30

インボイスを知ろうセミナー ～あわせて、電子帳簿保存法とは～

とちぎボランティアNPOセンター

「ぽ・ぽ・ら」

☏028-623-3455

講師：NPO法人 とちぎ協働デザインリーグ  監事

安納 宏和 氏（安納宏和税理士事務所）

参加費：無料

会場：とちぎボランティアNPOセンター ぽ・ぽ・ら（宇都宮市）

7/29(金)

14:00～16:00

シニアセミナー　 経験が生きる「地域のつながりづくり」

とちぎ生涯現役シニア応援センター

ぷらっと

☏028-623-1291

～歳を重ねなければ、見えぬものがある　歳を重ねなければ、聴こえぬ歌がある～

講師：(一社)とちぎ市民共同研究会　代表理事　廣瀬 隆人 氏

参加費：無料

会場：とちぎ健康の森　1階 大会議室（宇都宮市）

7/30(土)

13:30～16:00

とちぎグローバルセミナー2022　⑤

とちぎ国際交流センター

☏028-621-0777

～今日から行動につなげるために！みんなで考えよう！～

つながる世界と日本！SDGｓに取り組むヒント

講師：JICA栃木デスク

参加費：無料

会場：とちぎ国際交流センター（宇都宮市）

8/4(木)

10:00～15:00

パルティ防災フォーラム

みんなにやさしい避難所づくり
パルティ

とちぎ男女共同参画センター

☏028-665-7706

講師：静岡大学教育学部/同防災総合センター

教授　池田 恵子 氏

参加費：無料

会場：パルティ とちぎ男女共同参画センター（宇都宮市）

8/6(土)

13:30～15:30

とちぎグローバルセミナー2022　⑦

とちぎ国際交流センター

☏028-621-0777

～とちぎから世界へ！オンラインでつながる国際交流！～

LET’S！国際交流

講師：栃木県青年国際交流機構、内閣府青年国際交流事業派遣OB・OG

参加費：無料

会場：とちぎ国際交流センター（宇都宮市）



応募締切 募集名 主催者 問合せ先 分野

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

第16回　かめのり賞 公益財団法人 かめのり財団 03-3234-1694 国際交流

第14回『関東・水と緑のネットワーク』 一般社団法人 関東地域づくり協会

～将来に残したい『自然・風景・人』のつながり～ 公益財団法人 日本生態系協会

【支援額：30万円を目安】

第33期 プロ・ナトゥーラ・ファンド助成 公益財団法人 自然保護助成基金 03-5454-1789 自然保護

　　　　　　　　　　　　　 【助成額：100万円まで】

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

【助成額：30万円まで】

一般財団法人 清水育英会

社会福祉法人 中央共同募金

■経済的困窮や社会的孤立の状態にある子どもの学習と生活を一体的に支援する活動 【助成額：100万円まで】

【助成額：100万円まで】

青い鳥財団 2022年度 助成 公益財団法人 小林製薬 青い鳥財団 03-3505-5371 障がい児

YS市庭コミュニティー財団助成金 (一財)YS市庭コミュニティー財団 03-3325-7254 地域/まちづくり

パナソニック NPOサポートファンド for SDGs

国内助成

7/14(木) ■自然保護に関する調査・研究および活動を進める能力のある団体の、自然環境の保全を目的とした活動に対して助成。

チカラになる！助成金・コンクール情報 ≪ 2022年 7月 ≫

7/4(月) ■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。

【賞金：5～20万円、表彰あり】

7/11(月) ■日本とアジア・オセアニアの若い世代を中心とした相互理解・相互交流の促進や人材育成に草の根で貢献し、今後の活動が

期待させれる個人または団体を顕彰します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【賞金：30～100万円】

7/11(月)

03-5951-0244 自然保護

■関東地域における自然環境のネットワークの拠点となる身近な水辺や草地、樹林地などを保全・再生する活動

■河川の流域における、「生態系ネットワークの拠点となる水辺や草地、樹林地などの自然環境のつながりを回復する活動

（自然同士をつなぐ活動）」や、「自然環境の保全・再生を目的とする市民団体、学校、企業、自治体などの複数の主体との

連携体制をつくる活動（人と人とをつなぐ活動）」　　　　　　　　　　　 　　　　　　【支援額：50万円を目安】

7/15(金) ■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

◇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

7/15(金)

経済的困窮や社会的孤立の状態にある子どもの学

習と生活を一体的に応援する助成
03-3581-3846 子ども

■地域や他機関連携による重層的な子どもの学習・生活支援体制づくりなど、社会に新たな価値を創造する活動

7/29(金) ■障がい・病気に悩む子ども達とその家族が抱えている様々な医療・福祉上の支援活動及び調査研究で、日本国内において行

われるもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【助成額：100万～500万円程度】

7/31(日) ■コミュニティー振興、まちづくり、社会教育、文化・スポーツ、体験学習などに関する事業で、多様な価値観を理解する社

会形成等に寄与し、社会の一隅を照らすNPO法人等の団体の活動　　　　　　　　　　　【助成額：70万円程度】

7/31(日)

NPO法人 市民社会創造ファンド 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】

★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😊

こんにちは、スタッフの旭山です。

先日、地域の居場所を展開するNPOさんのお話を聞く機会がありました。私はこれまでの仕事の経験か

ら、家や働く場、学校以外に「いろいろな人が気軽に集い、交流できる場」の必要性を感じていたのです

が、NPOさんとの話は共感できるものばかりで、私が感じていた「居場所」の必要性は間違っていなかっ

たと、とても嬉しい気持ちになりました。

ここでの仕事で関わらせていただく皆様は、規模が大きい小さいはあっても、誰かのための温まる多様

な居場所をつくり、そこに関わる方々を笑顔にしています。そんな皆様に関われる仕事をしている自分に

気付かされ「にこっと！」した一日でした＾＾

～スペシャルオリンピックスだからできること～

SON・栃木陸上日光

先日、スペシャルオリンピックス日本・栃木陸上日光さんのトレーニング

に参加させていただきました！

スペシャルオリンピックスは知的障がいのある人たちに様々なスポーツト

レーニングを提供している国際的なスポーツ組織です。発表の場である競技

会は、地区大会から世界大会まで行われています。

参加当日はあいにくの雨で、今市小学校の校堂での開催でした。短・長距

離走、ハードル、幅跳びなどが行われ、ヘッドコーチの指揮のもと競技者と

保護者が声を掛け合い、熱心に競技練習に打ち込んでいました。

技術や体力向上だけでなくスポーツを通して自分に自信がつくようになる

ことや、一人ひとりにあったプログラムで皆が平等に大会に参加できること

が、スペシャルオリンピックスの魅力であると感じました。

私もトレーニングを体験させていただきましたが、ついていくのがやっと

な程ハードな内容でした。改めてアスリートの皆さんの凄さを実感しまし

た！ＳＯＮ・栃木陸上日光さん、貴重な体験をありがとうございました。

▼▼活動スケジュールや競技内容については下記HPをご覧ください▼▼

https://son-tochigi.jimbo.com

7月9日(土)  10:00～11:00

7月16日(土) 14:00～15:30

●場所● 日光だいや川公園

😊お問い合わせ😊

日光市太極拳同好会 ☏21-2525

日光市太極拳同好会さんは、太極拳を通して

市民の健康管理や増進に貢献する活動を行っ

ている団体さんです。青空太極拳には毎回、

60人ほどの人々が集まり、活動の際には

地域の清掃なども行っています。

雨上がりの青空太極拳

青空の下でみんなで体を動かしませんか？

7月16日(土)  10:00～15:00

♦場所♦ 日光市民活動支援センター 2F

😊お問い合わせ😊

Felice&Co.（フェリーチェアンドコー）

加藤 ☎090-5802-6058

Felice&Co.さんは、親子で楽しむ活動を

通して、子どももママも笑顔になれるよ

うな交流の場や学びの場の提供をする活

動をしている団体さんです♪


