とちぎコミュニティファンド

ＮＰＯ春の合同寄付キャンペーン ｣

寄付ハイク
山に登って爽快！な気分で寄付しよう！

5/16

（日 )10 時～ 15 時 徒歩３時間位

って
誘
を
い
い
り合 ろう！
お願
。
知
、
進に
登
増
康
仲間 ープで
と健
献
貢
社会
が
グるル
こと
霧降
日光

登

山
丸

■集合：霧降第３リフト乗場駐車場 (9:30 受付開始 )
■主宰：とちぎコミュニティファンド（NPO 法人おおきな木
＋とちぎボランティアネットワーク＋宇都宮まちづくり市民工房＋コラボ
ーレ真岡＋とちぎ協働デザインリーグなど )

●服装：動きやすい服と靴！
●持ち物：雨合羽、飲み物、弁
す。
「1 ｍ登ったらいくら寄付」とか自分で決めてもらっても
当、手提げのビニール袋など
ＯＫ）また、体力に自信がない人は第３リフトだけ乗ります。
●注意事項：山は自己責任の世
その場合片道 500 円かかります。
界です。主宰者では保険等も加
■ルール：頂上に着いたら、合同寄付キャンペーン参加団体 入いたしませんので、不安な方
(20 団体：裏面 ) から応援したい団体を選んで寄付。預かっ はご自身の保険の確認を！ ※
事前申込が必要。※オプション
たあなたの寄付金 ( と気持ち ) をその団体にお渡しします。
で温泉入浴可 (400 円～ 800 円 )。
■問：TEL&FAX 0288-22-2271（日光市民活動センター・前田）
※体調の悪い方はご遠慮くださ
◆ TEL028-622-0021（とちぎＶネット・矢野）
い。誰かに寄付を託しても OK
■雨天：5/22 に順延。
です。

■参加費：寄付→ 2000 円以上ください。( 頂上でいただきま

寄付ボウル

●登れなくても
寄付はできます。
とちぎコミュニティファン
ド の ホ ー ム ペ ー ジ http://

tochikomi.canpan.
info/ から団体を選び振り込
む。郵便局 名義 / とちぎコ
ミュニティファンド 口座番
号 /00110-8-281282）
。
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ボーリングして爽快！な気分で寄付しよう！
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（土 )13：30 ～ 15：30
会場：インターパーク＋１

1 ゲーム目はストライクとガーターで 100 円寄付！
2 ゲーム目は英語 ( ストライクなど ) を言っちゃったら 100 円寄付！
キャンペーンに参加する 19 団体 ( 裏面 ) から選んで託していただきます！ 参加費 2000 円で交流会も開催、余ったお金も
寄付します！ 楽しんだ後に、思いをこめて 1000 円とか寄付してもＯＫです。
■主宰：とちぎコミュニティファンド真岡組
■参加費：2,000 円（ゲーム代、交流会費＋寄付）＋ 100 円玉を多めにご用意ください。
■ルール：参加費の中からの寄付はとちぎコミュニティファンド（メインファンド）に寄付します。ペナルティごとの 100 円寄付はキャンペーン参加 19 団体から選
んで寄付してください。預かったあなたの寄付金（とお気持ち）をその団体にお渡しします。また、キャンペーン参加団体のリーダーなどもボウリングに参加します。お
知り合いになるチャンスです。

■問：TEL0284-84-0002（コラボーレもおか・永島、飯塚）◆ TEL028-622-0021（とちぎⅤネット・矢野）

ＮＰＯ法人 もうひとつの美術館（芸術、福祉、国際交流）
■那珂川町小口 1181-2 TEL ＆ FAX 0287-92-8088 ■明治大正の面影を残した小学校舎を再
利用した美術館です。ハンデを持つ人の芸術活動をサポートしています。■振込先：足利銀
行馬頭支店（普通）２８７６４４２ 特定非営利活動法人もうひとつの美術館 理事 梶原紀
子
ＮＰＯ法人 和音（子育て支援）
■日光市今市 628 TEL ＆ FAX 0288-26-3990 ■学童保育の運営、体験学習、親子教室の開
催、文化や芸術に親しむコンサート実施しています。■振込先：郵便振替 ００１９０－３
－２９７０３９ 特定非営利活動法人和音

真岡点訳サークル（視覚障害者支援 小中学校での点字点訳・講習会）
■真岡市大谷台町 19-18 TEL0285-84-4214 ■視覚障害者へ点訳書を提供しています。■振込
先：足利銀行真岡支店（普通）３３６２４６４ 真岡点訳サークル 会計 白滝澄子
八月の会（戦争体験を語り継ぐ 平和の推進）
■〒 321-4305 真岡市荒町 5236-2 TEL&FAX0285-82-5260 ■命の大切さや平和の尊さを戦争を
知らない次世代に伝えたい。二度と同じ過ちを繰り返さないために。■振込先：ゆうちょ銀行
（普
通）店番０７８ 口座番号２０９５０６１

ＮＰＯ法人 栃木ＤＡＲＣ ( ダルク )（薬物依存症の治療と啓発）
■宇都宮市大曽 2-2-14 形松ビル 3 Ｆ TEL028-650-5582 FAX028-650-5597 ■薬物依存症と
いう病気の啓発と、薬物依存症の治療の場を継続・充実させるために。■振込先：栃木銀行馬
場町支店（普通）１１４５３０１ 栃木ダルク代表 栗坪千明

はが路１００km徒歩の旅実行委員会（青少年健全育成）
■真岡市台町 2343( 真岡珠算簿記学校内 )TEL0285-82-8888 FAX0285-83-6388 ■小学 4 ～ 6 年
生と夏休み中 4 泊 5 日で芳賀郡内 100 kmを歩く！学生中心のボランティアによる運営で次代の
地域リーダーも育成します。■振込先：足利銀行真岡支店（普通）３４４４４２５ はが路
１００km徒歩の旅実行委員会 事務局 細野美貴

ＮＰＯ法人だいじょうぶ（子育て支援・まちづくり）
■日光市今 市1659-10 TEL0288-21-2119 FAX0288-22-7294 ■子どもを虐待から守るために、
日夜子どもやお母さんの声に耳を傾け、寄り添い、一緒に考え、行動しています。■振込先：
ゆうちょ銀行００１７０－８－７２４６４０ 特定非営利活動法人だいじょうぶ

ＮＰＯ法人 国際自然大学校・日光霧降校（青少年教育、若者自立支援）
■日光市所野 1547 TEL ＆ FAX 0288-50-1175 ■悩みを抱える若者の体験教育活動をしてい
ます。
『本当にやりたい！ことプロジェクト』→ http://jiritsu.nots.gr.jp/ ■振込先：郵
便振替００１５０- ０- １９６７９５ 国際自然大学校ノッツ

ＮＰＯ法人 はばたき（障がい者福祉）
■日光市今市本町 16-9 TEL ＆ FAX0288-21-3365 ■障がいのある方々への就労支援活動を行っ
ています。寄付は自助具の作成や作業台などの作業環境の整備に充てられます。■振込先：
足利銀行大沢出張所（普通）２８０３５５８ 特定非営利活動法人はばたき 理事長 広瀨
浩

認定ＮＰＯ法人 青少年の自立を支える会（青少年、福祉、就労支援）
■宇都宮市清住 1-3-48 TEL028-666-6023 FAX028-666-6024 ■家庭環境に恵まれずに育った
青少年の社会的自立支援を目的として、自立援助ホーム「星の家」並びにサロン「だいじ家」
を運営しています。■振込先：郵便振替００１４０－３－３６６９７２ 青少年の自立を支え
る会
※備考欄にキャンペーン寄付金とご記入ください。
※本会は国税庁認定の NPO 法人です。本会への寄付は寄付金控除が受けられます。

ＮＰＯ法人 サバイバルネット「ライフ」
（ＤＶ被害女性と子どもの支援）
■小山市中央町 1-1-1 小山市役所別館３Ｆ TEL&FAX 0285-24-5192 ■夫からの暴力を受
け、身ひとつで避難した女性と子どもたちの支援をしています。■振込先：ゆうちょ銀行
００１５０- ９- ４８３４２５ ＮＰＯ法人サバイバルネット・ライフ
ＮＰＯ法人 塩谷町旧熊ノ木小学校管理組合 ( 子供の健全育成、環境の保全 )
■塩谷町熊ノ木 802 電話 :0287-45-0061 FAX:0287-45-1666)
■星ふる学校「くまの木」を拠点に地元住民や町外ボランティアの力で地域力を高める活動を
しています。目指すは住民が誇れるような魅力的な地域社会づくり。
■振込先 : 足利銀行塩谷支店（普通）2729625 特定非営利活動法人 塩谷町旧熊ノ木小学校
管理組合 理事長 遠藤正久
あるべき支援を考える会（障がい者福祉）
■日光市小代 287-58 FAX 036-893-5463 ■施設職員や相談支援員、教員などが集まり、自閉
症の情報交換・研修会を行っています。■振込先：足利銀行今市支店（普通）３４８８４２７
あるべき支援を考える会 代表 堀口千恵
ＮＰＯ法人 宇都宮子ども劇場（子どもの健全な育成のための文化活動・体験活動）
■宇都宮市滝の原 1-2-15 TEL028-614-3252 FAX028-614-3252 ■ゲームや携帯では、龍馬は
育たない！ 「子どもがつくるまち」の開催や「生の芸術体験」
、子どもの居場所「駄菓子屋」
を運営しています。■振込先：栃木銀行本店 普通 ２７４２７４１ 特定非営利活動法人
宇都宮子ども劇場 理事長 矢野浩美
ＮＰＯ法人 栃木県車椅子の会（医療、福祉、まちづくり、人権、青少年の健全育成等）
■真岡市八木岡 412-1 TEL0285-84-0771 FAX0285-84-2973 ■交通事故や労災事故、病気等
で体が不自由になって生活に支障をきたしている中途障害者の社会復帰を支援しています。■
振込先：郵便振替００１００－０－７７９３７７ トクヒ）トチギケンクルマイスノカイ
ＮＰＯ法人 わかば（地域福祉）
■〒 329-1231 高根沢町宝石台 3-5-6 TEL028-675-8730 FAX028-675-8729 ■地域に根ざして
障がい者の豊かな地域生活の実現に取り組んでいます。■振込先：栃木銀行宝積寺支店（普通）
３６３２７６１ 特定非営利活動法人わかば 理事 坂主晴美

□寄付ハイク（5/16）
□寄付ボウル（6/12）

認定ＮＰＯ法人 とちぎボランティアネットワーク（ボランティア＆ＮＰＯセンター、若者自
立支援、環境学習、災害救援）
■宇都宮市塙田 2-5-1 共生ビル３階 TEL028-622-0021 FAX028-623-6036 ■阪神淡路大震災
からできた県内初の「市民によるボランティア・NPO センター」です。個人・個別のＳＯＳも
市民ボランティアと共に解決していく運動を行って 15 年。■振込先：郵便局 ００３６０－
４－３８１１１ とちぎボランティアネットワーク
※本会は国税庁認定の NPO 法人です。本会へのご寄付は寄付金控除が受けられます。
ＮＰＯ法人 宇都宮まちづくり市民工房（まちづくり）
■ 宇都宮市平松町 561 TEL028-634-9901 FAX028-649-5366 ■市民主体のまちづくりを進める
ために、地域ビジョンの策定支援や高齢者集落の元気づくり支援などを行っています。■振込
先：郵便振替００１８０－７－７２５３７２ 特定非営利活動法人宇都宮まちづくり市民工房
ＮＰＯ法人 おおきな木（ボランティア・市民活動支援）
■ 2 日光市平ヶ崎 468-6 TEL ＆ FAX：0288-22-7756 ■日光市で他のＮＰＯ支援、ボランティ
ア支援をとおして、身近な「困った」を自分たちで何とかしようという人の助け合いの輪を広
げる活動をしています。■振込先：郵便振替００１９０－５－６４６９９９ 特定非営利活動
法人おおきな木

｢ 決められない、お任せ ｣ の人は ｢ とちコミ ｣ へ
年末に寄付金を助成します！
とちぎコミュニティファンド（寄付文化の醸成、市民活動支援）
■事務局電話 028-622-0021 FAX：028-623-6036（とちぎボランティアネッ
ト ワ ー ク 内 ） ■ http://www.tochikomi.canpan.info/ ■ 振 込 先： 郵 便 局
００１１０- ８- ２８１２８２ とちぎコミュニティファンド

氏名
住所

〒

電話番号
※参加したい方を○で囲んでください。

メールアドレス

ＦＡＸ→ 028-623-6036

