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ＳＤＧｓの基本的な知識について
学びたい方のための入門講座です︒

2021.5.15

﹁山形ドキュメンタリーフィル 会＠やまがたで
社会的距離を保つため各回定
員を５名とさせていただきます︒ ムライブラリーに収蔵されてい は︑５月から新
しいイベントとし
る貴重な作品をご覧いただく
先(着順︶
無料の映画上映会です︒毎月 てプチキャンプ
■日時
を開催します︒
１回︑第２または第３金曜日
６月 日 ︵土︶ 時〜 時
メインは焚火です︒みんなでわ
に行われます︒
６月 日 ︵火︶ 時〜 時
５月の上映作品は︑山形国際 いわい焚火を囲んで︑ソーセージ
■場所 当センター 会議室Ｂ
ドキュメンタリー映画祭 ２０１ を焼いて食べましょう！
︵霞城セントラル
階︶
参加希望のかたは事前にご連
■申込受付期間 ５月 日 ︵土︶ ９にノミネートされた ﹃約束の
地で﹄︵監督 ：クローディア ・マ 絡ください︒
〜６月 日 ︵木︶
■日時 ５月 日 ︵土︶ 時〜
ルシャル／ 分︶です︒
時
ご来場お待ちしております︒
■日時 ５月 日 ︵金︶ 時︑ ■場所 馬見ヶ崎川 河川敷
︵詳しい場所はご連絡いただいた
時 ︵２回上映︶
際にお伝えします︶
■会場 山形ドキュメンタリー
●連絡先／子ども ・若者たち︑
フィルムライブラリー試写室
その家族の居場所づくりＮＰＯ
︵山形市平久保１００
クローバーの会＠やまがた
０２３ ︵６６４︶２２７５

clover.yamagata@gmail.com
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新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため︑掲載イ
ベントが中止や延期になる
場合があります︒開催状況
につきましては︑センター
ウェブサイト︑または各イ
ベント等の問い合わせ先に
確認してください︒

Vol.

山形ビッグウィング３階︶
■参加費 鑑賞会員無料
︵当日ご入会いただけます︒入
会無料︒︶
●連絡先／認定ＮＰＯ法人山形
国際ドキュメンタリー映画祭
０２３ ︵６６６︶４４８０

29

想いを伝える
パワーポイント
スライド作成講座
普段作ってい
るスライド︑プ
レゼン資料をも
うちょっといい
感じにしてみま
構成・デザイ

せんか？

ピックアップして

あなたの団体にお知らせしたいイベ
ント等の情報はありませんか？
当センター発行のメールマガ
ジン︑んーぽ新聞に掲載希
望の情報をお持ちなら︑ぜひ
一度ご相談ください︒

高度情報会議室の音響
設備が新しくなりました！

階にある高度情報会議室の
音響設備が４月にリニューアル
工事を行い、新しくなりました。
これまではマイクやパソコン
からの音はハンドスピーカーを
使っていましたが、新しい設備
では会議室の前後にあるスピー
カーから出せるようになりまし
た。しかもかなりの高音質です。
そのほかにもさまざまな機能が
備わっています
ので、会議室ご
利用の際にはご
相談ください。

5 月 17 日（月） 5 月２4 日（月） 5 月 31 日（月） 6 月 7 日（月） 6 月 14 日（月）

●センター休館日

147
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お届けします !!
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感染症拡大防止のため、セ
ンターにご来館の際は、マ
スクの着用、手指の消毒等
へのご協力をお願いします。

ンなど様々な面からよりよいス

18

ライド作成をお手伝いする講座
です︒
■日時 ６月 日︵水︶ 時
〜 時半
■場所 当センター 会議室Ｂ
階
日︵日︶

霞
( 城セントラル
■申込締切 ６月

22

６

９

10

◀今月から当センター
の入口に、学生アルバ
イトで現役芸工大生の
梶原さんの作品が飾ら
れています。タイトル
は「抵抗」
。
何が描かれているかわ
かりますか？

月刊
19
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この本は今話題のＳＤＧｓを軸として、１０

センタースタッフの

著者：落合陽一
発行：ＳＢクリエイティブ株式会社

とめられています。具体的には、テクノロジー、

が、膨大なデータをもとに著者の視点からま

貧困、環境問題、ＳＤＧｓの背景という４つの

章で構成されており、それぞれのテーマに沿って世界を俯瞰し

ます。文中には様々な情報を伝える上で多くの専門用語や聞き

たい 世界地図」としてグラフや表で順位付けされたデータが

豊富に掲載されていて、各国の現状とともに日本は何番目なの

かということも一目で分かる資料となっています。

ている方も自分の興味のあるテーマの章から読むことで、なる

さん

ＳＤＧｓってよくわからない、難しいというイメージを持っ

八木文明

なれない単語も出てきますが、各章の冒頭では「おさえておき

happa-fy@dewa.or.jp

●連絡先 葉っぱ塾
０９０（５２３０）８８１９（八木）

「葉っぱ塾」は、 お“となも子どもも森で遊べ を
” テーマとし
て活動している任意団体です。２０００年から活動を始めまし
た。主に長井市、山形市、朝日町など内陸地域の野山をフィー
ルドにして、登山、イネ作り、味噌づくり、自然観察、コンサー
トの企画などの活動を行っています。東日本大震災以降は、津
波被災地へのお手伝いの活動を展開したほか、福島の放射能問
題にも向き合い、福島の子どもたちとその家族のための週末保
養「森の休日」を２０１２年以降継続開催しています。本物の
自然と向き合い、土、水、雪、風などに直接触れる体験は、幼
い子どもたちには不可欠のものです。
また、環境教育リーダー養成のための「スクールインタープ
リター養成講座」や、登山の知識をしっかり学ぶ「安全登山入
門編」は、この 年ほど開催を続けています。

葉っぱ塾

ながら、今起きている課題や今後期待されることを紹介してい

代表

ほどという気づきや、もっとＳＤＧｓについて知りたいという

意欲が湧いてくる１冊です。（文責：中村）

ＴＥＬ/023-647-2260

山形市からのお知らせ

50

市民活動団体からの
お知らせ

31

年後の世界がどうなっていくのかということ

10

﹁結婚相談会﹂
開催のお知らせ

17

ＳＤＧｓってなに？

山形市では︑市役所や公民館
等を会場にしたボランティア婚
活サポーター﹁やまがたし良縁
隊﹂による﹁結婚相談会﹂を通
その他のお知らせ
して︑みなさまの婚活を支援し
ています︒この相談会では結婚
に対するさまざまなお悩みに対 第２回
ＹＵーＳＤＧｓカフェ
し︑相談員である﹁やまがたし
良縁隊﹂のメンバーがひとつひ ﹁研究者と考えよう！
とつ親身になってお応えします︒ 自分ごとの地球温暖化﹂
幸せな将来に向けた第一歩とし

10

音楽ひろば
ぺんたとおん
無料体験会
音楽ってたのしい︑こころを
ひらいて︑耳をひらこう！
音楽を楽しみながら︑お子様
の発達︑社会性を促します︒幼
稚園から小学校低学年のお子様
に楽しんでいただけるプログラ
ムです︒
■日時
無料体験会 ５月 日 日
(
)
２回目以降となる６月 日
※
︵日︶・７月 日︵日︶・ 月
日︵日︶・ 月 日︵日︶・２０
２２年２月 日︵日︶の各回は
お子様１名につき参加費１︐０
００円かかります︒
各回とも 時 〜 時 分︵受
付 時 分〜︶
■場所 アジェンダやまがた
10

︵山形市木の実町２ ―
ダイヤ 木の実町︶
●連絡先／ＮＰＯ法人
アジェンダやまがた
０２３︵６７９︶４０４５

６

２０３０年の世界地図帳
市民活動 ひとくちコラム

いまさら用語解説

て︑まずはお気軽にこの﹁結婚 地球温暖化とＣＯ２排出量削減
相談会﹂をご利用ください︒
をテーマに︑最前線の研究者は
６月 日︵日︶江南公民館 どの様に捉えているのか︑ 年
２階 第三研修室
後の地球は一体どのようになる
６月 日︵水︶山形市役所 と予想しているのかについて︑
階 ７０１Ａ会議室
地球規模で取り組むべき課題と
■時間 ︵両日とも︶ 時〜 時 市民のＳＤＧｓ運動の結びつけ
を研究者と一緒に考えます︒
(時〜 時を除く︶
■対象 ﹁本気で結婚を望む 歳 ■日時 ５月 日︵月︶
以上の独身男女﹂や︑そのご家
時半〜 時半
族など︒
■会場 Ｚｏｏｍウェビナー
■申込み 電話で事前予約を企 ︵視聴のみの参加もＯＫ・オンデ
画調整課へ︵予約の方が優先し マンド配信も予定︶
ます︶
●連絡先／
●連絡先／
ＹＵ ＳＤＧｓ︳ＴＦ
―
山形市役所企画調整課
０
２
３
︵
６
２
８
︶４１１８
０２３︵６４１︶１２１２
︵山形大学内︶
内
( 線２２２・２２３ )
16

霞城セントラル 22 階・23 階

山形市城南町 1 丁目 1-1

〒990-8580

山形市市民活動支援センター

発行

半

Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ（持続可能な開発目
標）の略称。「誰一人取り残さない」持続可
能でよりよい社会の実現を目指す世界共通
の目標として、２０１５年の国連サミット
において全ての加盟国が合意した「持続可
能な開発のための２０３０アジェンダ」の
中で掲げられています。
２０３０年を達成年限とし、１７の目標と
１６９のターゲットから構成されています。
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