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今すぐ誰にでも始められる ” 社会貢献 ” に注目！

「エコドライブ」

※アイドリング…停車時にエンジンを切らないこと

「エコドライブ」とは、燃料消費量やＣＯ２排出
量を減らし、地球温暖化防止につなげる ” 運転技術 ”
や ” 心がけ ” のこと。自動車に乗る機会が多くなる
行楽シーズンの１１月は「エコドライブ推進月間」
とし各地で普及啓発活動が行われているそうです。
どのような運転がエコドライブにつながるのかいく
つか紹介します。（環境省 「エコドライブ１０のす
すめ」参考）
● 無駄なアイドリングをしない
１０分間のアイドリング（エアコンＯＦＦの場合）
で、１３０ｃｃ程度の燃料を消費するそうです。
ＮＰＯを応援する仕組みや情報をご紹介します

● アクセルはふんわりと踏みましょう
やさしい発進を心がけるだけで、１０％程度燃費
が改善するそうです。（最初の５秒で、時速２０
ｋｍ程度が目安）
● 不要な荷物はおろす
１００ｋｇの荷物を載せて走ると３％程度燃費が
悪化するそうです。
少しの心がけで、環境にやさしい運転につながる
ようです。自動車に乗る機会が多い方は注意して運
転してみませんか。（柴田）

ＮＰＯ道具箱 vol.17

「ＮＰＯリーダーのための１５の力 “ ワークブック ”」
これは、継続的で安定的な組織運
営のために必要な能力を、日本ＮＰ
Ｏセンターが基本編、組織編、コミュニケーショ
ン編の３部に体系化したものです。
≪基本編≫１の力：観る力、２の力：興す力、
３の力：組立てる力、４の力：提案する力、
５の力：見通す力
≪組織編≫６の力：持続する力、７の力：推進す
る力、８の力：育てる力、９の力：巻き込む力、
１０の力：整える力、１１の力「組む力」、１２

の力：振り返る力、１３の力：説明する力
≪コミュニケーション編≫１４・１５の力：伝え
る力・拡げる力
組織を振り返りチェックをするのはとても大事
なことですが、なかなか出来ないのが現状です。
このワークブックで自分たちの団体は何が欠けて
いるのか気づき、客観的に見つめることで、組織
運営の基盤を強化できればいいですね。
当センターにありますので、是非見ていただき
たいと思います。（出牛）

センター職員のいちおし！vol.19 スタッフが気になることやおすすめしたいことなどをご紹介します

「Ｓｋｙｐｅ（スカイプ）」

先日、県外の４人と会議をする機会がありまし
た。パソコン上の資料を見つつ会話したかったの
で、誰かの提案でＳｋｙｐｅ（スカイプ）を使うこ
とになりました。パソコン付属のカメラで相手の
顔を見ながら（もちろん自分も見られながら）、意
外に高画質な映像で会話できるのですね。感動し
ました。ちょっと詳しい人からは、「今さら知った
のですか？」なんて馬鹿にされそうですけどね。

今度は、実家の両親に娘の顔を見
せるのに使おうかと画策中です。
市民活動の現場でも、会員が遠
方にいてなかなか集まれない、大雪で家から出た
くない（というか出られない）、でも会議をしない
とダメなんだ！という場合などに活用できそうで
すね。興味がある方はぜひ試してみてはいかがで
しょうか。（佐藤）

山形市市民活動支援センター利用のご案内
・開館時間 /9 時半～ 22 時
・休館日 / 月曜日、祝日、月曜日が祝日のときは火曜日、年末年始
★印刷と相談の方は１団体２名、２時間までの駐車券補助があります。
（霞城セントラルパーキング・山形駅東口交通センター駐車場をご利用ください）

編 今回の特集の様に「野生生物」に焦点を絞ってお話
集 を聞くと、中学校で習った「生物」の領域が途端に身
後 近に感じるものだと思いました。大人になってからの
記 「気付き」や「学び」はとても有意義に思います。
（花屋）
山形市市民活動支援センターだより とぴあす
発行責任者：所長 齋藤和人

山形市市民活動支援センターは、NPO 法人山形の公益活動を応援する会・アミルが指定管理者として運営しています。

今すぐできる社会貢献

山形市市民活動支援センター登録団体実数（2017 年 10 月末現在 343 団体） 団体の詳細は、http://www.yamagata-npo.jp をご覧ください。

みんなでチャレンジ！

山形市市民活動支援センターだより

山形市の市民活動の情報と支援センターからのお知らせをお届けする情報紙

とぴあす

2017 年 11 月 15 日発行

野生生物と私たちの関わりを考 え よ う
私たちの住むこの山形は、たくさんの自然に囲まれています。そして、その自然には、多種多様
吾妻連峰の猿の親子
な生物が生息しています。様々な生き物たちと人間が住みやすい環境づくりに向けて、私たちはど
の様なことに心がけて生活すると良いのでしょう。そこで今号では、野生生物と私たちとの関わり
について考えます。

▲ 私たちが野生動物のことについて学ぶきっかけづくりのために、野山に棲む小動物に協力してもらうべく、
捕獲器を設置しているやまがたヤマネ研究会の中村さん。作業中、「自然に囲まれて暮らしている私たちで
すが、市民のみなさんが野生動物のことについて知る機会は意外と少ないのです」とおっしゃっていました。
※捕獲した動物は、イベント後すぐに「ありがとう」の言葉を添えて、元の場所に放されました。
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野生 生 物 と 私 た ち の関わりを考えよう
野生生物に関する活動をされている団体の方に、どのような課題に対してどういった活動をしているのか。
そして、活動を通して感じていることについてお聞きしました。

日本野鳥の会山形県支部
事務局長

清野信行さん

私たちは、野鳥がくらす身近な自然の保護・保全
活動や、貴重な野鳥がくらし、繁殖する地域におけ
る生息状況の調査などを行っています。
具体的には、飛島における希少海鳥繁殖状況調査
を一昨年より３年間実施。また、「全国鳥類繁殖分
布調査」の山形県内での調査を昨年より始めました。
これらの取り組みから、何もしなければ身近な自然
が失われ、野鳥も棲めない環境になってしまうとい
う危機感を持っています。
野鳥のかわいらしさ、逞しさを感じ、日々の暮ら
しに癒しや楽しさを与えてくれる野鳥。そんな野鳥
の棲めない環境は、私たちにも住みよい環境とはな
らないのではないでしょうか。私たち野鳥の会は、
様々な野鳥が棲める多様な環境づくりが必要
だと考えています。

ＮＰＯ法人おもだか水辺の生き物保全会
事務局

大戸次男さん

小さい頃から当たり前に目にしていた水辺の生き物
たちが次々に姿を消していく状況を目の当たりにし、
地域の優れた水辺の自然環境を守り、かつての豊かな
水辺の環境をよみがえらせるために、平成２５年に活
動を始めました。
主に村山地区で生き物観察会や水辺の保全等の様々
な活動を、地域の人たちと連携しながら行っています。
地域の様々な人との触れ合えることも活動の魅力の一
つです。
村山地区は昔からの水辺の生き物を見ることができ
る場所が、とても少なくなりました。自分たちの住む
場所の自然の豊かさに、地域の人が気づいていない場
合もあります。地域の人たちが地域の自然の豊かさを
認識し誇りを持つことができるように、縁の下の
力持ちとして、これからも活動していきます。

センターからのお知らせ
上山市の皆様が当センターの利用対象に加わりました
１０月より、新たに上山市の市民の皆様が、当センターの利用対象に加わりました。

＜ご利用いただける内容＞
○ ＮＰＯ活動に関する相談（ＮＰＯ法人設立相談、市民活動団体の運営相談等）
○（団体の場合は）当センターへの利用団体登録、会議室の利用
＊山形市では、周辺の自治体と「山形定住自立圏形成協定」を締結しております。
この協定に基づき、平成２４年度から、天童市、山辺町、中山町の皆様にも当センターをご利用いただいております。
皆様のご利用を心よりお待ちしております。

つぶやきホッとサロン 特別編

パソコンお悩み相談室

今回は、「ＮＰＯ法人やまがた市民後見サポートセン
ター」の金田七夫さんをゲストにお招きし、“ 終活っ
てなに？ ” について皆でつぶやきましょう。

ワードで画像を入れる方法を知りたい、エクセルで
名簿を作りたい、パワーポイントで資料の作り方を
教えてほしい、その他、パソコン操作でお困りの方
は、お気軽にご連絡ください！

■日時

１２月８日（金）１０時〜１２時

■場所

当センター

ミーティングルーム

■内容
前半：ゲストトーク
後半：皆さんでフリートーク
※事前申込みは不要、

やまがたヤマネ研究会
代表

中村夢奈さん

私たちは１０年前から、山形に生息している野
生哺乳類動物の調査研究をしており、調査先の地
域住民との触れ合いの中で、市民が野生動物の実
情について知る機会がとても少ないことに気付き
ました。そこで、私たちの活動を住民のみなさん
に還元することが必要だと感じ、およそ５年前に、
市民のみなさんを対象にした、体験イベントなど
の環境教育活動を始めました。
自然と私たちの関わり方は、地域やライフスタ
イルによって様々です。野生動物と人が互いに認
め合いながら、みなさんの日頃の暮らしにフィッ
トする様な、自然との付き合い方を見つけるきっ
かけづくりができれば。そして、持続可能な環境
づくりに関わる市民の方が一人でも増えればと
願って活動しています。

活動
報告
このプロジェクトは、損保ジャパン日本興亜からの寄付を受け、地
域の環境団体、そして日本ＮＰＯセンターと協働で実施しました。

今年の SAVEJAPAN プロジェクトは前年度から引き続き、
やまがたヤマネ研究会と協働で、県内各地で身近なところ
から生き物が住みやすい環境について考えるプログラムを
実施しました。開催時期は、１月にイヌワシの狩りの観察
会、６月に外来魚の捕獲、９月に野生動物獣医体験会を行
い、計１３０名もの方から参加がありました。
特に今年度は連携・協働を重視し、山形大学や山形県み
どり自然課、みどり推進機構、漁業協同組合といった方々
から、地域の生態系や野生生物の保護について教えていた
だきました。また 3 回とも、イベントの様子を新聞各社か
ら取材していただき、広く市民の方にこのプロジェクトを
知ってもらうことができました。（事業担当：中村将士）

たくさんの恵まれた自然に囲まれて生活している私たち。その一方で、人々の暮らしの変化に伴い、野山や
水辺にいる様々な生き物との、これからの付き合い方を模索している方々がいるのも事実です。そんな時に、
今回ご紹介した、多様な生き物たちと触れ合っている団体のみなさんの話を聞くことで、私たちの知らなかっ
た野生生物の本当の姿を知り、そして関わり方を見つけることができるのかもしれません。まずは、私たちの
身近なところに棲んでいる生き物たちを知ることから始めてみませんか。
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途中参加・退出も自由です

企業／地域活動コーナー

■日時

１２月２１日（木）１９時〜２１時

■場所

当センター

■講師

ＮＰＯ法人 Yamagata1

■持ち物

ミーティングコーナー
スタッフ

普段お使いのパソコンを持参下さい。

■対象

山形市内の公益団体に所属している方

■定員

２名程度 ※相談内容、人数により調整します。

ＩＢＭスマーター・シティーズ・チャレンジ

平成２９年７月に、ＩＢＭ Corp. の社会貢献事業の一つ「スマーター・
シティーズ・チャレンジ」の支援先に山形市が選定されました。この事業
は支援対象都市・地域が抱える課題を、ＩＢＭ社が、国を超えた専門チー
ムを３週間にわたり現地に派遣し、調査・提言を行うというもので、今回
▼ 樹氷
は山形市を含め、釜山（韓国）、パレルモ（イタリア）、サンイシドロ（ア
ルゼンチン）、サンノゼ（アメリカ）の計５か国・５地域が選定されました。

▲ 紅花

彼らは活動拠点を１０月初めより当センターの会議室に置いてプログ
ラムを実施したので、私たちも高い関心を払っていました。もともと企
業の社会貢献と言えば、私たちＮＰＯ中間支援との関わりが深い分野。
今回は、今注目のインバウンドを含め、観光都市山形の魅力ＵＰや滞在
の満足度を増し、観光産業を加速させる為の調査・分析を３週間にわたって行いました。
では、何故ＩＢＭが、と言う話ですが、ＩＢＭでは社会貢献について、
「ＩＢＭの企業市民としての活動は、ＩＢＭの企業価値、そしてグローバルで事業を展開する企業としての価値
を最大限に発揮できるようにしています。」との事です。自社の持っている技術やノウハウを使って地域や社
会に貢献するというスタンスです。現在、ＩＢＭでは、話題のＡＩを人工知能ではなく、拡張知能として人間
の知識を拡張し増強するものと定義し、ＩＢＭ Watson（ワトソン）などのツールを使い課題への提案、解決を
目指しています。
＊ＩＢＭ Watson（ワトソン）とは：
自然言語処理と機械学習を使用して、大量の非構造化データから洞察を明らかにする技術プラットフォーム。

山形での精力的な調査で得られた情報を、こうした最新技術を使って分析し、佐藤市長へのプレゼンテー
ションが行われた様です。今後の取り組みにどう活かされるか、楽しみにしています。
（齋藤）

