
　

◎ 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。

◎ 災害訓練について … 3/17(金)に全館で災害訓練を行います。

当日センターをご利用の方にはサイレン等の音でご迷惑をお掛けいたします。

◎ 落とし物の処分について … 年度末に、センターで保管させていただいている落とし物・忘れ物の処分を行います。

3月末まで2階の階段入口周辺に掲示しますので、お心当たりのある方はご確認ください。

◎ ロッカーの更新について … 新年度も引き続きロッカーをご利用の団体様は、更新の手続きをお願いいたします。

新規の申し込みも受け付けております。料金をご持参のうえセンターまでお越しください。

2023年 3月号

お 知 ら せ日光市民活動支援センターからの

センター会議室の予約受付開始日時は以下の通りです

令和５年６月分 は ３月１日(水) 午前９時

令和５年７月分 は ４月１日(土) 午前９時

※開始初日の午前中は来館者のみの受付となります。

もう少しで待ち遠しかった暖かな季節がやってきます。最近は暖かい日と寒い日が交互に来ていますが、皆様体

調など崩されていませんか？ 今年の桜の開花は、平年並みか平年より早い予想となっているようです。２月の気

温が平年より高めだった影響らしいのですが、寒がりのスタッフにとってはそんなことなど関係なく、寒さはとて

も辛く感じます。早くお花見できる季節になって欲しいですね。

今月からコロナ対策のマスク着用が緩和され、個人の判断に委ねられるようになります。この季節は花粉症の方

も多く、つけるつけないの判断が難しくなりそうです。コロナは終息して欲しいですが、生活様式が変化すること

に戸惑う声も聞こえます。新たな指針に皆さんはどう対応されるでしょうか？

日光ボランティア・市民活動フェスタ!!! ★ ３月１１日(土) ＠大沢公民館・体育館 ★

いよいよ令和４年度のボラフェスが開催します！当日は、企画メンバーの皆様のアイデアとたくさんの

参加団体様の協力によって形になった楽しいイベントが実施されます。日光をよくする、“ボランティアや

市民活動”の普及を目的とした、年に一度のお祭りに是非ご来場ください!!

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！

実行委員と企画メンバーの皆様が考えてくださった楽しい企画はこちら↓↓↓

音楽・舞台フェス♫
音楽ライブや、参加団体

による各種発表！！！

おいしい楽しいマルシェ

バザー・小物の販売！

おいしいごはん各種あり

活動紹介・活動体験

日光で活躍している団体

の作品展示や体験企画！

みんなでレッツスポーツ

ボッチャ・卓球など、世代を

超えて楽しめるスポーツ各種

子どもの遊び広場

わくわくする遊び場や手作り

衣装撮影、子ども服譲渡会

その他

企業協力による健康測定

ベジチェックやスタンプラリー

先日、市の資源循環推進課の方から、使わ
れなくなった学校制服の有効活用について
お話を聞く機会がありました。制服のリサ
イクルについて興味がある方がいらっしゃ
いましたら、一緒に考えてみませんか？



開催日時

3/10(金)

18:00~20:00

～若者の視点から、一緒に考えましょう！～

認定NPO法人とちぎ

ボランティアネットワーク

☎028-622-0021

次世代に伝える。原発避難を語る会

■スピーカー：FMミヤラジパーソナリティー 櫻井 脩弥 氏 / 双葉町社協元職員 北村 雅 氏

■参加費：無料　　　■申込締切：3/8(水)

■会場：オンライン（Zoom）

とちぎ生涯現役シニア

応援センター ぷらっと

☎028-623-1291

わたしにできる！わたしだからできる！ボランティア活動

NPO法人会計基準協議会

事務局（大野）

☎03-6458-6276

✉inquiry@npokaikeikijun.jp

ためになる！講座・講演会情報 ≪ 2023年 3月 ≫

名称 申込先

■参加費：無料　　　■申込締切：3/8(水)

子どもSUNSUNプロジェクト

☎028-622-0021

✉info@tochicomi.org

『多文化共生保育』 多文化共生社会の新常識！

■ 多文化共生保育・小規模保育園「みんなのいばしょ」施設長 元山ビアンカエミコ 氏

NPO法人会計基準協議会

事務局（大野）

☎03-6458-6276

✉inquiry@npokaikeikijun.jp

公益財団法人

栃木県国際交流協会

☎028-621-0777

JICA 海外協力隊活動報告会 inとちぎ

■発表者：青年海外協力隊　小平 直人 氏・林 健司 氏

■参加費：無料　　　

プリムローズ(日光市読書

ボランティア連絡会英語部会)

☎090-6944-4422

✉nbv2008421@yahoo.co.jp

ゆっくり楽しむ詩『韓国語と文化』（2回連続講座）

■参加費：500円（中学生以上対象）

■会場：日光市今市図書館　3F 視聴覚室

■講師：增川 和美 氏 / イ・ガウン 氏

■ 多文化リソースセンターやまなし代表 加藤 順彦 氏3/11(土)

14:00~16:00

～多文化共生社会と海外ルーツの子ども支援を考える～

■会場：オンライン（Zoom）

3/10(金),

20(月)

15:00~16:30

～NPO法人会計基準に準拠した会計処理を行う市民活動団体を増やす～

NPO会計オンライン・セミナー （全4回）

■講師：認定NPO法人 宇都宮まちづくり市民工房　土崎 雄祐 氏 他

■参加費：無料　　　■申込締切：各回とも開催3日前

■会場：オンライン（Zoom）

第1回　NPO法人会計基準とは？

第2回　日常の会計処理

■講師：NPO法人 北海道NPOサポートセンター　福井 郁子 氏

■会場：とちぎ国際交流センター（宇都宮市）

第3回　決算

3/20(月)

10:00~12:00

～ボランティア活動のいろは～

3/11(土)

13:30~15:30

～今こそ世界へ。未来が生まれる、最前線へ～

■講師：小山市社会福祉協議会 地域福祉係　中木戸 綾 氏

■参加費：無料　　■申込締切：3/17(金)

■会場：とちぎ健康の森　1階 大会議室 (宇都宮市)

3/18(土),

25(土)

10:00~12:00

～韓国語絵本や詩、歌詞を味わってみよう～

3/24(金)

15:00~17:00

～NPO法人会計基準に準拠した会計処理を行う市民活動団体を増やす～

NPO会計オンライン・セミナー （全4回）

■講師：認定NPO法人 NPO会計税務専門家ネットワーク理事、税理士　中山 麻衣子 氏

■参加費：無料　　　■申込締切：各回とも開催3日前

■会場：オンライン（Zoom）

※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

緑の募金助成 （公財）国土緑化推進機構 03-3262-8457 緑化

世界の人びとのためのJICA基金活用事業 （独）国際協力機構 029-838-1111 国際協力

伴走型就学・学習支援助成 （公財）樫の芽会 03-3222-6481 学習支援

子どもまんぷく基金 (公財)日本フィランソロピック財団
info@np-

foundation.or.jp
子ども食事支援

わかば基金 （社福）NHK厚生文化事業団 03-3476-5955 地域福祉

ドコモ市民活動団体助成事業
NPO法人モバイル・

コミュニケーション・ファンド
03-3509-7651 子ども/環境保全

障害者助成事業 （公財）はるやま財団 086-226-7101 障がい者

3/29(水)

　　いるグループ。被災地に必要な新たな福祉事業の展開を考えているグループ。 【助成額：100万円まで】

【助成額：100万円まで】

　〇支援金部門・・・国内のある一定の地域に福祉活動の拠点を設け、この支援金でより活動を広げたいグループ。

　〇災害復興支援部門・・・自然災害の被災地域に活動拠点があり、福祉活動を通してその地域の復旧・復興をすすめて

　〇PC・モバイル端末購入支援部門・・・地域で活発な福祉活動に取り組んでおり、PCやモバイル端末を使用すること

【助成額：10万円まで】　　で、より高齢者や障害当事者に役立ち、活動の充実を図れるグループ。

【助成額：30～300万円まで】

　〇子どもの健全な育成を支援する活動・・・不登校・虐待・障がい・被災支援など 【助成額：70万円まで】

　〇経済的困難を抱える子どもを支援する活動・・・学習・生活・就労支援など 【助成額：100万円まで】

■豊かで健全な社会の実現に向けて、全国の以下のような市民活動を応援

チカラになる！助成金・コンクール情報 ≪ 2023年 3月 ≫

■地域に根ざした福祉活動を展開しているボランティアグループやNPO法人が、活動の輪を広げるための支援

3/31(金)
【助成額：50万円まで】

【助成額：70万円まで】

■障がい者及び障がい者を支援する団体の諸活動への支援

　〇生物多様性の保全を推進する活動・・・環境保全・希少生物保護・環境学習など

3/16(木)
■支援が必要とされている子ども達の高校・大学・専門学校への進学・卒業を支援する非営利の活動団体への助成

3/31(金)

3/24(金)
■養育環境の理由で十分な食事が取れない子どもたちへの食事支援事業や、子どもたちを養護している施設や団体への

　食事支援事業に対して助成 【助成額：300万円まで】

3/15(水)

■森林ボランティア、里山保全団体及びNPO等による以下の活動に対して助成

　①国内外の森と人を元気にする活動

　②地球の緑を増やし、地球温暖化防止や生物多様性保全に貢献する活動

　③森づくりのリーダーを育てる活動

　④森や里山で子どもたちを育むことができる活動 【助成額：100～300万円まで】

3/15(水) ■日本国内の団体が実施する以下の活動を支援

　①開発途上国・地域の人びとの貧困削減や生活改善・向上に貢献する事業

　②日本国内の多文化共生社会の構築推進、外国人材受入れ支援に関する事業 【助成額：100万円まで】

★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）



お知らせコーナー
登録団体さんからのお知らせです！

日光市教育委員会 主催

日光学まつり・生涯学習フェスタ

日時 3月1日（水）～31日（金）
場所 日光市公式YouTube動画配信

及び 日光市役所本庁舎1階 飲食
スペース にて活動報告等展示

内容 ・生涯学習・地域活動団体紹介
・生涯学習アトラクション
・日光市学校運営協議会活動紹介
・食の文化祭
・人権教育 など

みなさんこんにちは(*^^*) スタッフの大嶋です。

もう年度末ですね！ 色々と締めくくりの月になりますが、私にもひとつ締めくくりを迎えるものがあります。

私は一昨年から2年間、地域の育成会の運営に携わり、今年度は代表を務めさせていただきました。 コロナ禍で十分な

活動が行えない中、特に力を入れて取り組んだのが通学路の安全対策です。 在任中にも通学中の子どもたちが事故に遭

いそうになることが何度もあり、いつ命を奪われもおかしくない状況におかれていました。 学校と連携しながら関係各

所に対策をお願いし、見通しの確保や看板の設置に向けて取り組みました。 取り組んでみて分かったことは、地域の問

題に取り組むには自治会や育成会のような地縁組織の協力が不可欠であるということです。 個人で声をあげても個人の

要望に留まってしまいがちで、対策に繋げるには多大な労力が必要です。 地域の組織が当事者や少数の意見に耳を傾け

て根気よく取り組むことで、地域を良くすることができるのだと身をもって経験した1年でした。

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😊

今月3月11日に開催する日光ボランティア・市民活動フェスタについて、

副実行委員長の三上さん(認定ＮＰＯ法人ウエーブ)にお話を伺いました。

今年度のテーマは、実行委員会で話し合い「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～」となりました。

テーマについて三上さんは「参加団体や市民が集って話し合い、お互い

の理解を深め、いろんなアイデアを出し合って、意見交換ができる場に

なって欲しい。そこから自分たちの力で出来る事を見つけ出し、より良い

地域を目指してみんなが自立して動けるようになっていければ。そんなボ

ラフェスを作っていきたい。」

3年ぶりとなる今回の開催について、「今年は新たに、企画を考えていた

だき実施する企画メンバーとして、たくさんの方々に関わっていただいて

います。ありがとうございます。また、当日も多くの団体に参加していた

だき、みんなでボラフェスを作り上げていけることを嬉しく思います。み

なさん、当日は盛り上げていきましょう‼」

三上さん、取材させていただきありがとうございました！

ボランティア・市民活動フェスタ実行委員会

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～

副実行委員長の三上さん

日光市まちづくり講座 （全4回開催）

●第2回●

3/20（月） 10：00～12：00
【福祉SOSゲーム】
～自分たちの住む街のことしっていますか？

●第3回●

3/29（水） 10：00～12：00
【活動事例紹介】
～地域の先駆者から学ぼう！～
＊NPO法人なんとなくのにわさん
＊NPO法人ウエーブさん

●第4回●

4/6（木） 10：00～12：00
【こうありたいをカタチに！】
～みんなの居場所・やりがいのある

仕事おこしとは？～

●会場：日光市民活動支援センター報徳ホール
●参加費：無料 ●定員：先着２５名まで

≪お申し込み先≫
NPO法人ワーカーズコープ北関東事業本部

TEL：028-611-3544 （担当：中村）
企画会議の様子


