
　

◎ 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4月分の予約受付開始は、1/4(水) 9:00からとなります。

◎ 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。

寒さ厳しい季節ですが、皆様どんな年末年始をお過ごしでしょうか？

日本各地で大雪のニュースが報じられています。クリスマスイブの日には日光市街でも雪が降り積もり、

喜びに溢れた子ども達が寒さも忘れて雪遊びに興じる姿がみられました😊 幸い雪は一日で止み、生活や

交通機関には影響なく一安心でしたが、国内の豪雪地帯では停電なども発生したり大変苦労されているよ

うです。もし雪のある地域へお出かけ・帰郷の際には、どうか万全の体制を整えてお出かけください。

日光市民活動支援センターでは、２０２３年も皆様の活動を応援し、サポートできるようスタッフ一同

尽力してまいりたいと思います。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

2023年 1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

11月29日、今市中学校の2年生3名がマイチャレンジという学

校の職場体験学習で日光市役所地域振興課に職場体験に来られ

ていて、日光市民活動支援センターにも体験に来てくれまし

た！

この日はセンターが事務局となっているボラフェスで使用す

る備品の整理や在庫の点検作業を一緒に行いました。テントな

ど力作業が必要なものや数の多い備品などもあったのですが、

テキパキと機転を利かせて作業を行ってくれました。

次に、ボラフェスとはどういうものかを知ってもらい、イベ

ントの企画案や広報案などのアイデアを考えるワークショップ

を行いました。若者らしい斬新な意見もたくさん出て、年代に

よって出るアイデアも様々であると、私たちスタッフも大変勉

強になりました！

このマイチャレで体験したことが、将来社会に出た時に自分

の町のことを少しでも考えるきっかけになってくれたらいいな

と思います。

中学生の皆さん、またいつでもセンターに来てください😊

12/17(土)に第３回ボラフェス企画会議が行われました。

ボラフェスの会場に決まった大沢公民館の施設を見て回

りながら、当日の舞台やブースの配置、タイムスケ

ジュールや必要な備品など、ボラフェス企画メンバーの

皆さんで想像を膨らませながら話し合いが行われていま

した。どんなボラフェスになるか、当日がとても楽しみ

です！

ボラフェス開催日は3/11(土)に決まり、登録団体さん

にはご案内をお送りさせていただいております。皆様の

ご参加をお待ちしています！

センター会議室 令和５年４月分 の予約受付は、

１月４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。

≪今年度のボラフェステーマ≫

みんなで考えよう地域の自立
～創ろう動こう伝えよう日光～

皆でより良いボラフェスを目指して

アイデアを出し合っています！



開催日時

応募締切 募集名 主催者 問合せ先 分野

経済的困難を抱える子どもの

学び支援活動助成
(公財)ベネッセこども基金 04-7137-2570 子ども支援

業へのチャレンジに中期的に取り組む事業に、最大3か年の助成

住まいとコミュニティづくり活動助成 (一財)ハウジングアンドコミュニティ財団 03-6453-9213
地域／

まちづくり

赤い羽根福祉基金 (社福）中央共同募金会 03-3581-3846 若者の孤立

【助成額：500万円まで】

1/10(火) ■コミュニティ活動助成　地域づくりやコミュニティを基軸にした広範な市民活動に対する助成

■住まい活動助成　住まいや住宅地、団地、マンションなどを活動対象にして、多様な住まい、まちづくりに取り組む

活動に対する助成 【助成額：120万円まで】

1/11(水)

■生きづらさを抱える若者の未来創出活動応援助成　10代後半～30歳の生きづらさを抱えた若者が前向きに生きていけ

■一般助成　生活上の困難に直面する人々、権利を侵害されている人々、何らかの生きづらさを抱えている人々を支援

することを目的とした事業に対する助成 【助成額：1000万円まで】

るよう支援することを目的とした事業に対する助成

ためになる！講座・講演会情報 ≪ 2023年 1月 ≫

名称 申込先

チカラになる！助成金・コンクール情報 ① ≪ 2023年 1月 ≫

『ひきこもりからの回復』 4回シリーズ学習講演会

NPO法人 とちぎベリー会

📧 aku@sky.ucatv.ne.jp

　第4回　『ゲームばかりする我が子への関わり方』

■講師：石井 英資 氏（KHJ ジャーナル「たびだち」当事者記者・ひきこもり経験者）

■参加費：非会員 1500円　　当事者は無料

■会場：とちぎ福祉プラザ 2F 第2研修室（宇都宮市）

■参加費：無料　　　■申込締切：1/13（金）

栃木県社会福祉協議会

地域福祉・ボランティア課

https://forms.gle/pVeeGZ

sV3zlyj8zE6

"住民主体"の地域支え合い推進フォーラムinとちぎ

■講師：ご近所福祉クリエイション主催　酒井 保 氏

1/14(土)

13:30~16:00

事例に学ぶ！　地域づくりスキルアップ講座　全5回

1/19(木)～

1/20(金)

【1泊2日】

「田んぼの学校」指導者養成研修 in 栃木

NPO法人とちぎユース

サポーターズネットワーク

https://ashikamo.media/

skillup-2022//

class2　小さな島から生まれる、持続可能な地域モデルへの挑戦

■講師：NPO法人おじかアイランドツーリズム協会　末永 貴幸 氏（オンライン登壇）

■参加費：無料

■会場：aret［アレット］ 宇都宮市西原1-3-4

(一社)地域環境資源センター

農村環境部

☎03-5425-2461

■講師：NPO法人くまの木里の暮らし 事務局長　加納 麻紀子 氏

■参加費：無料

■会場：aret［アレット］ 宇都宮市西原1-3-4

宇都宮大学 准教授　森山 拓弥 氏

2/2(木)

13:30~16:00

地域活動に興味のある方へ

2/26(日)

13:30~16:00

1/5(木)
■経済的な困難を抱える子どもたちを取り巻く社会課題の解決に取り組む団体に対して、自立的な事業継続や新たな事

■会場：とちぎ福祉プラザ 1F 多目的ホール（宇都宮市）

1/29(日)

10:00~12:30

事例に学ぶ！　地域づくりスキルアップ講座　全5回
NPO法人とちぎユース

サポーターズネットワーク

https://ashikamo.media/

skillup-2022//

class3　休眠預金を活用した地域づくり事例紹介

■講師：一般財団法人 日本民間公益活動連携機構 事務局長・総務部長　大川 昌晴 氏

■参加費：無料

■会場：aret［アレット］ 宇都宮市西原1-3-4

※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

青少年の自己探求支援基金 (公財)日本フィランソロピック財団
info@np-

foundation.or.jp
教育

適正飼養推進プロジェクト支援 （公財）日本愛玩動物協会 03-3355-7855 動物愛護

三菱財団社会福祉事業並びに研究助成 （公財）三菱財団 03-3214-5754 社会福祉

とちぎコープNPO法人助成金 とちぎコープ生活協同組合 028-634-5117

WAM助成

生活困窮者等支援 民間団体活動助成事業
（独）福祉医療機構 03-3438-4756 生活困窮

　1.地域連携活動支援事業

ネオニコチノイド系農薬に関する助成企画 (一社)アクト・ビヨンド・トラスト 070-6551-9266 農薬

地域の伝統文化 保存維持費用助成 (公財)明治安田クオリティオブライフ文化財団 03-3349-6194 伝統文化

【助成額：1件につき70万円まで】

■地域の民俗技術の継承、とくに後継者育成のための諸活動　　　　　〃 【助成額：1件につき40万円まで】

三菱UFJ国際財団公募助成 （公財）三菱UFJ国際財団 050-3649-8859 国際交流

社会貢献基金助成 (一社)全日本冠婚葬祭互助協会 03-3596-0061

　（「学び」には、自ら「読み、考え、傾聴する」を含み、学ぶ分野は歴史、思想、哲学、芸術、文学、社会科学、

　　科学など幅広く捉えます） 【助成額：100万円まで】

1/31(火) ■地域の民俗芸能の継承、とくに後継者育成のための諸活動に努力をしている個人または団体への助成

　1.飼い主教育　2.所有者明示　3.公衆衛生　4.災害時対策　5.ペット・ツーリズム　6.ペットとのふれあい　7.その他

1/15(日) ■家庭動物の愛護と適正な飼養及び管理に関する公益的なプロジェクトへの支援

【助成額：30万円まで】

1/31(火) ■ネオニコチノイド系農薬（およびフィプロニル）に関する問題提起や、使用の削減ないし中止に取り組む個人および団体

の以下の分野に助成

　1.調査・研究　2.広報・社会訴求　3.市場“緑化”　4.政策提言 【助成額：1企画100万円まで】

1/31(火) ■国際交流の推進を通じて国際的な視野を備えた人材を養成し、わが国とアジア諸国をはじめとする世界各国との相互

理解の促進に寄与することを目的とした、国際交流活動に対する助成 【助成額：50万円まで】

1/31(火) 社会貢献活動を行う各種団体の以下の事業に対する助成

　1.高齢者福祉　2.障がい者福祉　3.児童福祉　4.環境・文化財保全　5.地域つながり 【助成額：200万円まで】

チカラになる！助成金・コンクール情報 ② ≪ 2023年 1月 ≫

1/24(火)
■コロナ禍の影響の長期化に伴い、孤独・孤立に陥る危険性の高い生活困窮者やひきこもり状態にある者、生活困窮家庭の

子ども等に対する支援活動を実施する、民間団体の取組みを支援

　2.全国的・広域的ネットワーク活動支援事業 【助成額：900万円まで】

【助成額：700万円まで】

1/20(金) ■活気ある栃木づくりを目指して社会貢献活動をしている栃木県内のNPO法人を助成

1/19(木) ■社会福祉を目的とし、社会意義があり、他のモデルとなることが期待できるような民間の事業・活動を支援

■開拓的ないし実験的な社会福祉に関する科学的調査研究を支援

【助成額：30万円まで】

1/13(金) ■小学生から大学生までの生徒、学生を主な対象とした日本についての「学び」の機会を提供する教育事業を支援

★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😊

新年を迎えましたね。昨年も皆様には大変お世話になりました。

思い返すと昨年も色々な事がありましたが、今年こそ災害や事件のない穏やかな一年であってほしいと願

うばかりです。特に、子どもに関する悲しい事件が私の気がかりです。私は家庭が子ども達にとって一番

安全で安心な場所であってほしいと思っています。今年は明るい話題がたくさん聞こえてくる年になると

嬉しいです。センターも、皆様が安心して相談ができたり安全に利用ができる場所でありたいと思ってい

ます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 スタッフ 佐藤

みなさんこんにちは！ 今回は障がいのある方への

就労支援を行っている「NPO法人 はばたき」さんをご紹介します。

地域に根差した取り組みを続けている「NPO法人 はばたき」

さんは今年度で20周年を迎えられました。施設内ではドアノブ

の組み立てや線香の箱詰めなどの軽作業、施設外では駐車場の

清掃や管理などを行っています。作業中はみなさん真面目に、

でも休憩に入ると笑い声が聞こえてくる明るい作業所です！

施設外就労では下野大沢駅で清掃活動を行いながら、同時に周辺地域の様子、

変化などをチェックしています。また、平成20年から市内の障がい福祉事業所の

受注窓口を1本化する共同受注システムのコーディネートも行っています。

作業所の隣では地域の方との交流の場として、誰でも気軽に立ち寄れるカフェ

「コミュニティカフェ おおぞら」を運営しています。

お昼のランチは月・水・木・土にオープンで、

毎月第3土曜日にはイベントも行われています。

他の組織と連携しながら継続的に開催されてい

るそうです。みなさんもぜひ美味しいランチを

食べに、またイベント会に足を運んでみてくだ

さい！

今年度の日光ボランティア・市民活

動フェスタは、R5年3月11日（土）に

開催することになりました。

現在、ボラフェス実行委員と企画メン

バーの皆様が楽しい催しを考えて下

さっています！！

今回の企画軸は、
～★～★～★～★～★～★～★～★～★～★～

「団体紹介」×「フェス」×「マルシェ」
～★～★～★～★～★～★～★～★～★～★～

まだ、概要ですがワクワクですね＾＾

当日、ご協力・ご参加いただける団体

様のご応募お待ちしています！

■応募締切 R5年1月31日(火)

●お問い合わせ先●

日光ボランティア・市民活動フェスタ事務局
0

〒321-1261 日光市今市304番地1

TEL/FAX 0288-22-2271

ボラフェス2022

参加団体募集開始！！

☆お問い合わせ先☆

[TEL] 0288-21-3365  [Facebook URL] https://www.facebook.com/npohabataki/

～働きたいを支援します～

NPO法人 はばたき


