
　

11/22(火)に、当センターの地域人材育成事業として定期的に

行っている「にっこうまちビット」を開催しました。

今回は、日光市で児童発達支援事業所を運営されているミニ

ヨンズラボの山﨑育先生をお招きし、子どもの発達障がいにつ

いてお話いただきました。

参加者には、お仕事として子どもに関わりのある方、当事者

の子を持つ親、子育て世代の親・親子などの姿があり、専門的

な内容で一見難しそうに思えるお話も、例をあげながら分かり

やすくお話してくださり、発達障がいについて知識と理解を深

めることができました。

講話の後には、先生が質問や疑問に答えてくださったり、参

加者同士で意見や情報を交換をしたりと、和やかな雰囲気の中、

楽しく理解と交流を深めることができて、とても意義のある時

間となりました。

山﨑先生、参加者の皆さま、ありがとうございました！

●児童発達支援事業所● ミニヨンズラボ

日光市芹沼1615-3 TEL 0288-25-5217

◎ 館内ワックスがけについて … 12/12(月)9時から15時の間、業者によるセンター内の床のワックスがけ作業があります。

センターをご利用の方には大変ご不便をお掛けいたしますが、お足元にお気を付けて

ご利用くださいますようお願いいたします。

◎ 年末年始休業期間について … 12/29(木)から1/3(火)まで、年末年始につきセンター休館とさせていただきます。

◎ 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。

当日キャンセルになる場合も速やかにご連絡ください。

早いもので今年も最後の月となりました。12月と聞くだけでなんとなく気忙しく感じてしまいます。年末年始のさまざま

な行事の準備も余裕を持って計画的に行いたいところです。また、やり残していることがあればなるべく今年のうちに済ませ

て、スッキリとした気持ちで新たな年を迎えたいですね！

来年はうさぎ年🐇うさぎは穏やかで温厚な性格であることから「家内安全」、その跳ねる姿から「飛躍・向上」として親

しまれ、新しいことに挑戦するのに最適な年と言われているそうです！来年の目標を立てる参考にしてみてください♪

センターは下記のお知らせのとおり、年末年始のお休みをいただきます。皆さんに少しお会いできない日がありますが、ど

うかお体に気を付けてよいお年をお迎えください(*^^*)

2022年 12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

～たのしい押し花さんの絵画作品展示中です～
現在、市民活動支援センター2階共有スペースにて、

たのしい押し花さんの作品展示を行っています。

とても繊細でつい目を凝らして見たくなる作品ばかりです。

12月9日までの展示となります。是非足を運んでみてください♬

11/12(土)に第2回ボラフェス企画会議が行われました。

前回の会議で皆さまからいただいた「こんなことをやり

たい！」という企画案を参考にしながら、実現できそう

なこと・各自が協力できることなどを話し合いました。

そして、今年度のボラフェスは来年3月の開催に決定

しました！詳しい日程が決まり次第、登録団体の皆さま

にはご案内をお送りさせていただきます。ぜひご参加く

ださい😊よろしくお願いいたします。

子どもの発達についての

ご相談はこちらまで😊

今年度の

ボラフェスは

３月の開催に

決定！！

みんなで顔を合わせながら、

ボラフェスへの思いを交わしました！



開催日時

応募締切 募集名 主催者 問合せ先 分野

積水ハウスマッチングプログラム (社福)大阪ボランティア協会 06-6809-4901 こども/環境

コミュニティに関わる活動を支援　　

サンライズ財団環境助成金 (公財)日本フィランソロピー協会 03-5205-7580
環境保護

・保全

ためになる！講座・講演会情報 ≪ 2022年 12月 ≫

名称 申込先

チカラになる！助成金・コンクール情報 ① ≪ 2022年 12月 ≫

『ひきこもりからの回復』 4回シリーズ学習講演会　第3回

NPO法人 とちぎベリー会

📧 aku@sky.ucatv.ne.jp

「家族や本人の強み(ストレングス)を見つける」

■講師：上田 理香 氏（KHJ本部事務局長・家族相談士・カウンセラー）

■参加費：非会員 1500円　　当事者 無料

■会場：とちぎ福祉プラザ 第2研修室

■参加費：無料　　　■申込締切：12/3（土）

12/7(水)

13:00~16:30

「棚田の魅力」再発見　ー持続可能な田園自然再生活動のヒントを探して―
(一社)地域環境資源センター

農村環境部内

田園自然再生活動事務局

☎ 03-5425-2461

田園自然再生活動の集い

■講師：坂田 寧代 新潟大学農学部 准教授　他

■参加費：無料　　　■申込締切：12/2（金）

■会場：東京大学 弥生講堂 一条ホール（WEB配信併用）

12/9(金)

13:30~16:30

福祉ボランティアネットワーク化推進事業（研修）

(社福)栃木県社会福祉協議会

☎ 028-622-0525

「食」がつなぐ地域の居場所「こども(地域)食堂」と地域資源のネットワークを考える研修会

■講師：森谷 哲 氏（認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ プロジェクトリーダー）

12/10(土)

13:30~16:30

～企画づくりのポイント・伝えるポイントを学ぼう～

■参加費：無料　　　■申込締切：12/2（金）

■場所：とちぎ福祉プラザ 福祉研修室

12/23(金)

13:30~16:00

コミュニティカレッジ2022

栃木県コミュニティ協会

☎ 028-623-2100

福祉計画づくりの3つの柱とプロセスを学ぶ

■参加費：無料　　　■申込締切：12/19（月）

■会場：瑞穂野地区市民センター（宇都宮市）

とちぎボランティアNPOセンター

ぽ・ぽ・ら

☎ 028-623-3455

「企画・プレゼン力向上講座」

■講師：大木 浩士 氏（OOKIWORKS 代表・とちぎ未来大使 交流企画プロデューサー）

■会場：とちぎボランティアNPOセンター ぽ・ぽ・ら

12/11(日)

13:30~16:00

栃木県コミュニティ協会 地域研修会（生活学校フォーラム）

とちぎボランティアNPOセンター

ぽ・ぽ・ら

☎ 028-623-3455

「プラスチックごみと海洋汚染について」

12/9(金)
■法人格を有し、環境保護・保全の活動実績が3年以上ある団体の、来年度実施される以下の事業に対して助成

　①里山・森林・緑化整備運動　②水・河川環境保全活動　③沿岸域の環境保全活動

　④生態系保護活動　⑤地域環境整備活動　⑥環境教育・啓発活動 【助成額：100万円まで】

■「環境基金」　地域に根差した豊かな住環境や自然環境の創造を目的とし、環境配慮に関わる活動、まちづくりや地域

12/13(火)

13:30~15:00
■講師：高田 秀重 氏（東京農工大学教授）

■参加費：無料　　　■申込締切：12/7（水）

■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・B

12/8(木)
■「こども基金」　次世代を担うこどもたちを育成することを目的とし、こどもたちの健全な育成に関わる活動を支援

【団体助成：30万円】　【プロジェクト助成：最大100万円】

※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

POSC社会貢献活動支援のための助成 (一社)パチンコ・パチスロ社会貢献機構 03-5227-1047 子ども育成 他

エクセレントNPO大賞
「エクセレントNPO」をめざそう

市民会議 in 言論NPO
03-3527-3972 多分野

障がい者スポーツ支援
(公財)ゴールドウイン西田東作

スポーツ振興記念財団
03-3481-7211

障がい者

スポーツ

　　団体

生き生きチャレンジ　福祉作業所助成事業 読売光と愛の事業団 03-3217-3473 障がい者福祉

茂田眞澄メモリアル『街の灯』支援事業
(特非)アーユス仏教

国際協力ネットワーク
03-3820-5831 社会

とちぎゆめ基金

「みんなで作る持続可能な地域づくり・SDGs助成」
とちぎコミュニティ基金 028-622-0021 社会

子どもSUNSUNプロジェクト助成金 とちぎコミュニティ基金 028-622-0021 子どもの貧困

12/9(金)

　①パチンコ・パチスロ依存問題の予防と解決に取り組む事業・研究への支援

■2.　特別助成

　②子どもの健全育成と、SDGｓの目標のうち「貧困をなくそう」「すべての人に健康を福祉を」「質の高い教育をみんな

　　に」の実現に資する活動への支援

　パチンコ・パチスロ依存問題の予防と解決に取り組む研究機関への、研究成果周知に対する支援　  【助成額：200万円】

【助成額：150万円】　③日本国内各地の災害被災者の支援や被災地復興のための支援

12/11(日)

　②将来のトップ選手の育成を目的とした活動を推進する団体及び障がい者スポーツの普及を目的とした大会運営に関わる

12/19(月)

12/12(月) ■障がい者が働く福祉作業所の雇用確保や賃金・工賃アップのために売り上げアップを目指す設備投資費などに助成

■障がい者スポーツの普及・振興及び競技力の向上を図り、障がい者の自立と社会参加を促すことにより、活力ある共生社

会の創造に寄与することを目的とする

　②差別・対立・分断をなくし、人権が尊重される平和な社会をめざす活動

【助成額：200万円まで】

　①トップを目指す障がい者スポーツ選手で、JSCおよびJPSAからの助成を受けていない選手　　【助成額：50万円まで】

【助成額：200万円まで】

　➀社会の中で取り残されている人たちに希望の灯をともす活動

　③市民が主体となった持続可能な社会の実現に向けた活動 【助成額：50万円まで】

チカラになる！助成金・コンクール情報 ② ≪ 2022年 12月 ≫

　③障がい者スポーツ選手用のウエアを研究・開発する大学や研究機関

【調査助成：15万円まで】【継続するための仕掛けづくり助成(2年目以降)：20万円まで】

【助成額：50万円まで】

■1．一般助成　以下の趣旨で実施する事業に対して助成

【大賞：50万円】【市民賞、課題解決力賞、組織力賞：30万円】【チャレンジ賞：10万円】

■持続可能な地域社会を作るために、複数の主体が参加して協働する、地域課題解決の調査や実施に対して助成

12/25(日)

　子ども食堂や居場所の開設準備・運営費の補助等、その他地域福祉や児童福祉を推進するための活動等

■「貧困や孤立状態にいる子どもたち」を救うために以下の活動を行う団体に助成

　子どもの生活と子育て・生活困難者(児)・生理の貧困・孤立・外国籍の児童を支援するための活動、

【助成総額：150万円（審査で配分金額を決定）】

12/10(土)
■審査委員会が団体の自己評価をエクセレントNPO基準に基づいて審査し、「市民賞」「課題解決力賞」「組織力賞」（こ

の中から「大賞」1団体）、「チャレンジ賞」を決定する

■社会貢献を目的とする民間非営利組織が、自己評価を行いながら質の向上をめざし、その活動を社会に「見える化」する

ことを目的とする

■「光のあたらないところに光をあてる事業」、とりわけ持続可能な社会・地域・人づくりをめざした活動を支援

12/25(日)

★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★



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、吉田です！

まったくの私的な話になるのですが m(_ _)m 最近子どもが増えました！それは～～～三毛猫の赤ちゃん🐈

雨の日に妻と息子が寒くて震えている子猫を偶然見つけてしまったそうで、そのまま連れて帰ってきたのですが、

しっかりと名前も決まっておりいつの間にやら家族になっていました。

最初の約束では、しっかりとお世話をする約束で受け入れたのですが、ふたを開けてみると…

ご飯をあげるのもトイレ掃除するのも病院に連れて行くのも私の仕事になっています。

でもその代わり、いつもグルグル喉を鳴らしながら私に甘えてきてくれます。かわいい。

今日も、家に帰ったらキュウ太（子猫の名前）と遊ぶのが楽しみです（笑）

今回は「NPO法人 友歩」さんに伺い、見学をさせていただきました。

「友歩」さんは、障がいをお持ちの方が集まり、互いに励まし合える仲間(友人)

とともに歩める場所を作りたいと考え、2015年に就労継続支援Ｂ型として設立さ

れました。

利用者の方は農作業や園芸活動、検品作業、タオル畳みなど、一人一人が得意

なことを活かし、作業をされていました。利用者の方とお話しを交えながら作業

中の様子を見学させていただきましたが、みなさん真剣に作業されながらも、時

折楽しい話し声も聞こえてくる、和やかで和気あいあいとした雰囲気でした。

縁側には収穫された野菜が並べられ、販売もされていました。農作業や園芸活

動では、地元の農家の方にアドバイスをいただいたり、資材を提供していただい

たりして、野菜や花を育てているそうです。その他の作業でも協力してくださる

ボランティアの方が年々増え、様々な方が関わってくださっているとのことです。

今回「友歩」さんを見学させていただき、地域に愛されている場所、仲間とと

もに楽しく作業ができる場所だなと感じました。ご興味のある方はぜひお問い合

わせください。

~ともに歩める場所～

NPO法人 友歩

■対象 日光市内において以下の5つ

のテーマに沿った活動をされている社

会貢献団体（非営利団体に限る）

①生活困難者 ②高齢者

③子育て世代や青少年

④環境保全 ⑤災害

■寄付金額 総額50万円まで

■申請方法 ホームページより申請書

をダウンロードし、メール・FAX・郵送

にてご申請ください。

■申請締切 12月19日(月)

地域課題に取り組む社会貢献団体の

皆様を日光市内の企業が支援します！

●申請先・お問い合わせ先●

スマイル日光プロジェクト事務局
〒321-2335 日光市森友928-11

TEL 0288-21-0461

FAX 0288-22-5256
https://smilenikko.jimdofree.com

smilenikkoproject@gmail.com

スマイル日光プロジェクト

寄付先募集！

NPO法人 友歩 TEL 0288-25-5153

HP https://yuuho.jimdofree.com/


