
　

◎ 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。

日に日に秋の深まりを感じる季節となりました。金木犀の甘い香りも漂ってきましたね。秋と言えば、運動会！

近くの学校などでは子どもたちの元気な声が響き渡っていますね。町内会や皆さんの所属する団体でも、季節の

イベントとして散策やスポーツを楽しんでいらっしゃるかもしれません。体を動かすことは心の健康にも繋がり

ます。心が健康だと人に優しくできたり、それにより良い人との巡り合わせがあったりして、人生もより豊かに

なるかもしれませんね。スポーツの秋、食欲の秋、読書の秋…皆さん思い思いの秋をお過ごしください♬

2022年 10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

9月24日にボランティア市民活動フェスタ実行委員会による、「次のボ

ラフェスを一緒に考える会～みんなでつくろうボラフェス～」が行われ

ました。日光を良くして下さっている皆さまのたくさんの『活動』を市

民に広く知ってもらうお祭り”ボラフェス”は、同委員会によって毎年企画され、20年あまり続けられています。今回の試

みとして、より多くの方にご協力いただき、より多くのアイデアをいただきながら「みんな」で企画案を考えられないだ

ろうかという趣旨のもと、様々な主体の皆さまにお力を貸していただきました。この会では、さまざまな立場の参加者様

からワクワクするような案がたくさん飛び出し、次のボラフェス開催に向けて夢の膨らむ会となりました。また、普段何

気なく使っていた「みんな」という言葉の意味をあらためて考え、つながりの大切さを深く考えるきっかけになり、引き

続き皆様と一緒にこの”お祭り”を作って盛り上げていきたいと感じました。

市民活動支援センターも陰ながら応援させていただきます！！

花だよりさんから綺麗な生け花と

コラレットさんからどんぐりをモ

チーフにした可愛い小物入れをい

ただきました。とても癒されます。

いつもありがとうございます😊

日光市民活動支援センターでは、センターをご利用になる団体の皆様

から、「必要な方に役立てて欲しい」と物品のご寄付をお預かりするこ

とがあります。以前に、むつみ会様より幼児向けにあつらえられた手さ

げや巾着袋、SON・栃木陸上日光様より生理用品をお預かりしていまし

たが、この度この寄付品を、児童福祉や子どもの健全育成、父母支援等

を行っているNPO法人だいじょうぶ様にてご活用いただけることになり

ました。ご寄付をお寄せいただいた、また、受け入れてくださった方々

のご厚意に心から御礼申し上げます。センターでは、寄付に関するご相

談も常時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。



開催日時

応募締切 募集名 主催者 問合せ先 分野

組織および事業活動の強化資金助成 (公財)SOMPO福祉財団 03-3349-9570 社会福祉

認定NPO法人取得資金助成 (公財)SOMPO福祉財団 03-3349-9570 社会福祉

TOTO水環境基金 TOTO株式会社 093-951-2224 環境保全

コメリ緑資金助成 (公財)コメリ緑育成財団 025-371-4455 環境保全

環境市民活動助成　活動助成 (一財)セブン-イレブン記念財団 03-6238-3872 環境保全

10/24(月)

10:00~12:00

シニアセミナー

とちぎ生涯現役シニア応援センター

ぷらっと

☎ 028-623-1291

地域のつながりをつくる「子ども食堂」

■講師：荻野 友香里 氏（昭和こども食堂/キッズハウス・いろどり 運営責任者）

■参加費：無料　　■申込締切：10/21(金)

■会場：とちぎ健康の森 1階 大会議室（宇都宮市）

10/29(土)

13:30~15:30

～生産者が語る 肥料・農薬・除草剤の現状～

新日本婦人の会今市支部

担当：小池

☎ 090-6116-4453

・里地里山保全活動（原生的な自然と都市の中間に位置する里地里山など） 【助成額：下限上限なし】

農業から見た 食べ物・健康・子どもの未来を一緒に考えましょう

■講師：國母 克行 氏（こくぼ農園・栃木農民連会長）

■参加費：無料

■会場：日光市民活動支援センター 2F 第2・3会議室

チカラになる！助成金・コンクール情報 ① ≪ 2022年 10月 ≫

10/7(金)
■社会福祉に関する活動を行うNPO法人・社会福祉法人に対して、下記の内容にあてはまる費用に対して助成

＜助成内容＞　●事業活動の強化のために行う、新規事業または既存事業の拡充・サービス向上

【助成額：70万円まで】　　　　　　　●団体の基盤強化に結びつく事業　●組織の強化

とちぎボランティアNPOセンター

ぽ・ぽ・ら

☏ 028-623-3455

10/22(土)

13:30~16:30

■会場：とちぎボランティアNPOセンターぽぽら（宇都宮市）or オンライン(Zoom)

企業から学ぶ私たちの売り込み方

■講師：糸数 みずき 氏（カルビー(株) 生産本部 生産管理部 環境対策課）

■参加費：無料　　■申込締切：10/15(土)

ためになる！講座・講演会情報 ≪ 2022年 10月 ≫

名称 申込先

～マーケティング講座～

10/31(月) ■自然環境保護や生物多様性の保全、気候変動対策、脱炭素化を目指す取り組みなどの活動を1年間支援

＜対象団体＞　NPO法人、一般社団法人、任意団体（観光協会、商店会などは除く） 【助成額：100万円まで】

10/31(月)
・自然環境保全活動（現生の状態を維持している山林など）　　・緑化植栽活動（都市の緑地帯など）

■以下の場所で環境保全活動を行う非営利団体に対して助成

10/7(金) ■社会福祉分野で活動し、認定NPO法人の取得を計画しているNPO法人に対して、認定NPO法人の取得資金を助成

【助成額：30万円】

10/18(火) ■地域の水環境や生物多様性の保全・再生につながる実践活動、スタートアップ・ステップアップをめざす市民団体の活動

に対して支援　　＜対象団体＞　営利を目的としない市民活動団体 【助成額：80万円まで】

10/23(日)

13:30~16:00

～ひきこもりからの回復 学習講演会～

NPO法人 KHJ とちぎベリー会

☏ 090-3900-5643

E-mail  aku@sky.ucatv.ne.jp

「無言の子への対応…当事者が求めているもの」

■講師：高橋 晋 氏（カウンセラー・家族相談士・ひきこもり経験者）

■参加費：会員1300円・非会員1500円・当事者無料・当事者家族500円

■会場：とちぎ福祉プラザ 2F 第1研修室（宇都宮市）

※上記講演会等は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、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

環境市民活動助成　NPO基盤強化助成 (一財)セブン-イレブン記念財団 03-6238-3872 環境保全

2022年度　助成事業 (一財)齋藤茂昭記念財団 043-386-9326
社会福祉/

ジェンダー

キリン・地域のちから応援事業 (公財)キリン福祉財団 03-6837-7013
社会福祉/

地域

キリン・福祉のちから開拓事業 (公財)キリン福祉財団 03-6837-7013
社会福祉/

全国規模

環境保全プロジェクト助成 (公財)SOMPO環境財団 03-3349-4614 環境保全

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

地域文化の振興をめざして (公財)全国税理士共栄会文化財団 03-5740-8331 地域文化

日本郵便年賀寄付金 日本郵便株式会社 03-3477-0567 多分野

【助成額：500万円まで】

10/31(月) ■「自然保護」「環境教育」「リサイクル」「気候変動」等の環境分野で実践的活動を行うもので、継続性、

10/31(月)

10/31(月)

以下のような地域文化の活動、後継者の育成などに努めている個人または団体に対して助成

【助成額：30万円まで】

【助成額：20万円まで】

■地域における伝統芸能・伝統工芸技術の保存、及び後継者の育成を図るための活動

【助成額：50万円まで】

10/31(月)

■障害者・発達障害・LGBTQを初めとする社会的マイノリティの能力発揮とQOLの向上に関する活動を行う団体・個人に対して助成

・社会的マイノリティの理解を広げるための講演会、交流会、メールマガジン等の活動

　発展性があり、その成果が公益のために貢献するプロジェクトに対して助成

■地域における食文化に関わる技能及び技法、並びに後継者の育成を図るための活動

・障害や困りごとのある人・支える人の福祉向上に関わるもの　　・地域やコミュニティの活性化に関わるもの

チカラになる！助成金・コンクール情報 ② ≪ 2022年 10月 ≫

10/31(月)

10/31(月)

　以下のようなボランティア活動を行う団体・グループに対して助成

・子ども・子育て世代の福祉向上に関わるもの　　・シルバー世代の福祉向上に関わるもの

・地域社会の福祉向上に関わるもの 【助成額：100万円まで】

【助成額：100万円まで】

・社会的マイノリティに対する経済的、精神的、社会的自立を支援するための先進的、革新的な取り組み

・社会的マイノリティの権利と尊厳に関する環境整備と啓発活動

10/31(月)

＜対象団体＞「環境保全活動」が活動分野として認証されているNPO法人（3年以上の活動実績）

■持続可能な活動を実現する自主事業の構築・確立を目指すNPO法人に対し、事業資金・人件費・家賃を3年間支援

【助成額：400万円まで×3年間】

■同じ地域やコミュニティで生活する一員として、共に理解し合い・支え合う共生社会の実現のために、地域における

■社会福祉の増進　■非常災害時の救助・災害の予防　■特殊な疾病の研究・治療・予防　■原爆被爆者への治療・援助

■交通事故、水難の救助・防止　■青少年の健全育成のための社会教育　■健康保持増進のためのスポーツ振興

11/4(金)

■開発途上地域からの留学生・研究生の援護　■地球環境の保全　■文化財の保護

次のいずれかの事業を行う法人が対象

■全国や広域にまたがり、以下のようなボランティア活動を実施している、または活動しようと考えている団体・グループに対して助成

・障害者の福祉向上に関わるもの　　・高齢者の福祉向上に関わるもの　　・児童、青少年の福祉向上に関わるもの

■地域における音楽・舞踏・演劇等の芸術活動、及びそれらの人材の育成

■身近な地域や暮らしの課題解決に取り組んでいる地域活動団体で、『生活学校』の趣旨に賛同し、参加する団体が対象

【助成額：①生活学校への参加 6万円／②全国運動への参加 5万円まで】

■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「食を通じた子どもの居場所づくり」)に参加する団体

★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😊

先月13日、栃木県シルバー大学校卒業生さんたちの『地域活動団体とのマッチング授業』に、「日光市民活動支援セ

ンター」として参加させていただきました。卒業生のみなさんはパワフルで活動的で、日光市内外の方々から「今度セ

ンターに遊びに行くよ～」と声を掛けていただきました☺ 日光市内で市民活動をされているM様はお友達を紹介してく

ださり、ボランティアの輪がじわじわと広がっていく嬉しい予感とともに、まだまだお互い知らないことがいっぱいあ

ることに気付きました。それぞれの地域でみさなんが取り組んでいる活動を、もっと多くの人たちに知って貰い、つな

がりを広げていけるように、センターはこれからもお手伝いさせていただきます☺ （スタッフK）

こどもアートプロジェクトNIKKOさんは、子どもたちの障害の有無に

かかわらず、アートを通して、みんなが一緒に活動ができる体験活動の

場所を創る活動をされている団体さんです。「子どもたちの中には、一

般に開催されている体験活動やイベントでは参加が難しかったり、参加

できてもかえって不適切な学びの場になる子どもがいます。適切な関わ

りやちょっとした配慮があると助かる子どももたくさんいます。一方的

ではなく、お互いが伝えあったり理解しようとしたり助け合うことで、

お互いが安心して暮らせる社会になったらいいなと願っています。」と

代表の山本さん。

7月18日には日光市民活動支援センターにて、こどもアートプロジェク

トNIKKOさん主催のイベントが行われました。今回は、スリランカから

講師のキンスリ氏をお招きして、子どもたちそれぞれが想像力を膨らま

せて大きな仮面を作りました！2週間ほどセンター内に展示させていただ

き、センターをご利用の皆さんにもご覧いただきました😊子どもたちの

未来に、多様性を認め合える社会づくりをこれからも応援したいと思い

ます。

～アートのチカラで世界を繋ぐ～

こどもアートプロジェクトNIKKO

ウエーブでは、デイサービスやヘル

パーステーションなどで、常勤として

働いていただける介護スタッフを募

集しています。年齢や資格などは柔

軟に対応しますので、興味のある方

はご連絡ください。

特定非営利活動法人ウエーブ

担当：吉成 ☎0288-21-5330

スタッフを

募集しています！

ぱんだのしっぽはひとり親家庭を対

象に、定期的に食材を届けるととも

に抱えている悩みや問題を解決して

いく活動を行っています。丁寧な研修

もあります。あなたのスキマ時間、活

かしませんか？

特定非営利活動法人ぱんだのしっぽ

担当：小川 ☎090-8565-7830

ボランティアさん

運営スタッフ大募集！


