
　

◎ 重要なお知らせ … 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。

◎ 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。

先月は梅雨の戻りと思われるようなお天気が続き、常に空模様を伺う日々でしたが、そんな長雨にあじさ

い達は歓んで花を咲かせているようでした。路地に咲く向日葵はたくましく空を仰ぎ、ようやく蝉時雨の降

り注ぐ夏の盛りになったようです。

そんな中、新型コロナ感染症が猛威的な感染拡大をみせています。BA.2…BA.5…に続き、新たな変異株

ケンタウロス（BA.2.75）なるものも登場し、皆さん出来る限りの感染対策を行っていても歯止めのきない状

態です。活動を控える団体さんもいらっしゃると思いますが、活動をされる方々は十分にお気を付け下さい。

2022年 8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！

お 知 ら せ日光市民活動支援センターからの

市民との協働のまちづくりを推進するため、宇都宮大学

地域デザイン科学部の中村祐司教授をコーディネーターに、

環境分野で活躍する市民団体や企業をパネリストに迎え、

他団体と協働した事例の発表や意見交換を行います。

■日時：9/17(土) 14:00～16:00

■場所：中央公民館 中ホール

■定員：50名（先着順）

■参加費：無料

■申込締切：8/22(月)

■申込方法：お電話にてお申込み下さい

■申込先：日光市役所 地域振興課

☎ 0288-21-5147

😊パネリスト（予定）😊

スマイル日光プロジェクトさん 足尾に緑を育てる会さん

日光茅ボッチの会さん イオン今市店さん

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・団体

を応援する目的から、センターでは回収ボックスの設置を行って

います。

以前より、日光ユネスコ協会さんの書き損じはがきや、使用済

み切手のボックスを設置させていただき、センターをご利用のた

くさんの方々にご寄付をいただいております。ご寄付いただいた

皆様にはこの場をお借りして心より御礼申し上げます。

この度、新たにフードバンク日光さんの食品回収ボックスを設

置する運びとなりました。集められた食品は生活困窮者など支援

を必要としている方々に届けられます。ご家庭で余っている食品

などありましたら、是非ご協力いただけると有難いです。

回収ボックスはセンター2階の

エレベーター付近にあります。

設置に関するご質問やご相談は

お気軽にスタッフまで

お声がけください😊

先日、ゴボウのお花をいただきました！

皆さんお馴染みのあの野菜のゴボウです！

ゴボウが花を咲かせることにまずビックリ！

そのお花の綺麗さにまたビックリでした！

私もゴボウ植えてみようかな！？

託児・手話

通訳を希望の方は

併せてお申込み

下さい



開催日時

ためになる！講座・講演会情報 ≪ 2022年 8月 ≫

名称 申込先

「刑法Updateプロジェクト」

「刑務所所在地のFM局で受刑者の社会復帰をサポートするラジオ番組を放送する」

　　　　　　　　　　　　　　　　参加費：無料　　 　【申込締切：8/4(木)】

8/6(土)

13:30～15:30

とちぎグローバルセミナー2022　⑦

公益財団法人

栃木県国際交流協会

☏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）

会場：オンライン会議システムZoom

9/3(土)

13:30～16:00

みんなで子どもを育む社会へ

～心の声を聴く子どもアドボカシー～

NPO法人まちぽっと

ソーシャル・ジャスティス基金

https://socialjustice.jp/

ゲスト： (一社)子どもの声からはじめよう代表理事　川瀨 信一 氏

　　　　NPO法人せたがや子育てネット代表理事　松田 妙子 氏

 認定NPO法人PIECES代表理事　小澤 いぶき 氏

　　　　　　　　　　　　　　　　参加費：無料　　 　【申込締切：9/1(木)】

8/6(土)

13:30～16:00

―共に変えよう―

これからのソーシャル・ジャスティス　連携ダイアローグ2022

NPO法人まちぽっと

ソーシャル・ジャスティス基金

https://socialjustice.jp/

「子ども・若者の切れ目ない連続的な参画の仕組みの構築」

「子どもアドボカシーセンター ネットワーキングプロジェクト」

会場：オンライン会議システム（Zoom）

9/17(土)

14:00～16:00

協働のまちづくりシンポジウム

日光市役所 地域振興課

市民協働推進係

☏ 21-5147

コーディネーター：宇都宮大学地域デザイン科学部教授　中村 祐司 氏

パネリスト：スマイル日光プロジェクト／足尾に緑を育てる会

日光茅ボッチの会／イオン今市店

会場：中央公民館中ホール（日光市）

　　　※託児・手話通訳は別途申込必要　　参加費：無料　　【申込締切：8/22(月)】

8/7(日)

13:30～15:30

足尾に緑を育てる会オンライン講演会　第2部 足尾

足尾銅山の光と影、そして鉱害対策の起点 NPO法人

足尾に緑を育てる会

https://www.

ashiomidori.com/

講師：足尾銅山の世界遺産登録を推進する会副会長　多島 信彦 氏

映像「20世紀の映像」足尾編

参加費：無料

会場：オンライン会議システムZOOM

8/27(土)

13:30～15:30

とちぎグローバルセミナー2022　⑩

公益財団法人

栃木県国際交流協会

☏028-621-0777

～世界で活躍したボランティアたちの奮闘記と栃木での挑戦～

任地も栃木も元気にする青年海外協力隊！

講師：清水 美生 氏（ホンジュラス）、田島 繁樹 氏（PCインストラクター）

参加費：200円

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

プロジェクト未来遺産2022 （公社）日本ユネスコ協会連盟 03-5424-1121 文化/自然

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

住まいのまちなみコンクール (一社）住宅生産振興財団　他 03-5733-6733 まちづくり

子どもたちの“こころを育む活動”大募集 （公財）パナソニック教育財団 03-5521-6100 子ども教育

■子育て支援活動の表彰■　地域において子育て環境づくりに取り組む団体や個人 【大賞：100万円】

TOYO TIREグループ 環境保護基金 (公社)日本フィランソロピー協会 03-5205-7580 環境保護

公園・夢プラン大賞 一般財団法人 公園財団 03-6674-1188 まち/地域

地域助け合い基金 （公財）さわやか福祉財団 03-5470-7751 地域/共生

チカラになる！助成金・コンクール情報 ≪ 2022年 8月 ≫

8/8(月) ■市民が主体となって地域の文化や自然を守り継承していく活動を『プロジェクト未来遺産』として登録し、地域から全国へ

発信し、日本全体で応援していきます。　　　　　　　　　　　　　【顕彰：応援金20万円、連盟HPでの活動紹介・宣伝】

8/30(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】

■やりたい夢部門■　公園を舞台にした新しいイベントのアイデアを募集　　　　 　　【賞品：ギフト券 1～5万円、表彰あり】

8/31(水) ■良好な景観が形成されている一体的な住宅地（伝統的建造物群保存地区内の住宅地は除く）において、住まいのまちなみの

維持管理活動を行っている団体が対象

◇提出図書をもとに審査委員会で選考、受賞団体(5団体を予定)に年50万円を3年間、維持管理活動の推進のために支援

9/2(金) ■家庭、地域、学校、企業などで継続して取り組まれている子どもたちのこころの成長につながる活動を表彰

【全国大賞：50万円、優秀賞：20万円】

随時受付
■共生社会を推進するための助成として、地域で暮らす人同士の助け合い活動（つながりづくりを目的とした居場所や地域活

動を含む）を対象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【助成額：15万円まで】

9/9(金)

未来を強くする子育てプロジェクト 03-3265-2283 子育て

■ 女性研究者への支援 ■　子育てと人文・社会科学分野の研究活動の両立に努力されている女性研究者

住友生命保険相互会社

【助成額：1年間に上限100万円を2年間まで支給】

9/30(金) ■環境保護・環境保全関連の事業活動で公益に資する事業を計画している団体（2023/4/1～2024/3/31までの1年間）

【助成額：150万円まで】

9/30(金) ■実現した夢部門■　市民が主体となって実際に公園で実施したイベントや活動を表彰 【賞品：ギフト券 1～10万円、表彰あり】

★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）

令和5年度 宇都宮大学 地域デザイン科学部 共通専門科目

「地域プロジェクト演習」 地域パートナー募集

地域の課題を学生と共有し、課題解決対策提案に向けて共に取り組んでくださる【地域パートナー】を募集します。

≪応募要件≫

①地域が抱える課題に対して何らかの取り組みを行っている団体・企業・自治体担当部局等

②学生と連携・協働して取り組む地域的な課題が具体的に整理さてていること

③5～7名の学生の受け入れが可能なこと ※8/8(月)に説明・相談会があります

応募方法については地域デザインセンターHPをご覧ください☞ https://crd.utsunomiya-u.ac.jp/



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、スタッフの大嶋です。この夏は、子どもの水遊びのために毎週のように川や海に出かけています。

川は上流から中流ほどの水がとてもきれいな川魚もたくさんみられる川です。はじめのうちは水着に浮き輪を持っ

て出かけていましたが、魚がいると分かると子どもがシュノーケルや網を欲しがり、安全のためにライフジャケッ

トも準備して出かけるようになりました。子どもは自分の興味があることにはとても没頭します。そろそろ休憩し

たら？の言葉には耳を貸さず、初めてのシュノーケルも上手に使いこなす様には感心しました。子どもの頑張りの

甲斐あってか、カジカという魚を1匹捕まえて、どうしても家に持ち帰りたいと聞かないので、水槽やポンプなど必

要なものを揃えて迎え入れました。しかし、準備したエサを食べてくれません。どうもカジカは肉食で赤虫やエビ

などの生き物しか食べないとのことで…残念ですが飼育は諦め、元の川へ放すことになりました。カジカにとって

は九死一生たっだかもしれません (^ ^；

今その水槽には、ゼブラ柄の熱帯魚とヌマエビという小海老たちが悠々と暮らしています。水を交換したりお世

話をしながら、魚たちが元気に泳ぐ姿にこちらも元気をもらっています！

どこの川に通っているか…は、センターにいらっしゃった時にぜひ声かけして聞いてみてくださいね(*^^*)

～声の広報を視覚障がい者のかたへ～

音訳ボランティア“かわせみ”

先日、中央公民館にて広報誌の音訳を実施するお話しをいただき、取材をさせて

いただきました。

活動を始めて38年目を迎えられた音訳ボランティア“かわせみ”さんは、今市地

域・旧日光地域を中心に、視覚障がいのある方を対象とした音訳活動をされていま

す。「広報にっこう(日光市役所)」「市議会からこんにちは(議会事務局)」

「スペシャルスマイル(社会福祉協議会)」などの広報誌を音訳されています。

実際に音訳されている様子や録音された音声の編集風景を拝見させていただき、

活動に対する熱意と利用者の方に対する想いが伝わってきました。編集したデータ

はＣＤに移され、利用者の方のもとへ郵送されます。コロナウイルスの流行前は音

訳利用者の方との交流会や、音声ガイド付きの映画鑑賞会などの企画を実施されて

いたそうです。

現在、音訳ボランティア“かわせみ”さんでは、音訳を利用される方、

一緒に音訳をしてくれる方を募集しています。ご興味のある方は

是非お問い合わせください。

★お問い合わせ先 ☏ 090-5514-5644（担当：阿部）


