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山形市市民活動支援センターだより

と ぴ あ す

今号の目次

●センター職員のいちおし！ vol.40

・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）

山形市市民活動支援センター利用のご案内

山形市市民活動支援センターだより とぴあす
　　　　　　　　　　　　担当：川部・後藤

今回は当センターの新たな取り組みを紹介しました。
より多くの人にセンターに来ていただくきっかけにな
ればと思っています。皆さまのご意見やリクエストな
どがあれば、ぜひごお聞かせください。（川部）
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編
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記

センター職員のいちおし！ 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
vol.40

●

.
続々登場！　この冬お目見え　　

　　　　　　市民活動支援センターのイチオシ新企画一挙公開！！

コロナ禍で県外にはなかなか行きづらく、で
もどこかに行きたい！と考え、思いっきり山
形市内である、標高約 1,400m の蔵王中央高
原にひっそりと佇む神秘的な「ドッコ沼」に、
紅葉狩りに行ってきました。
周囲約３５０ｍ、平均水深２ｍ、沼底から湧
き出る水は枯れることはなく、流れ出す川も
ありません。木々の間から覗くその湖面は日
差しによって水が青色やエメラルドグリーン
に変化し、周りの紅葉した木々とあいまって
幻想的な空間が広がります。なぜ、この色に
なったかは未だに不明だそうです。

深まる秋に一人物思いに耽
るもよし、キャンパスの前で
芸術家になるもよし、お気に
入りの本を読むもよし、散策するもよし、
お弁当を食べるもよし、思い思いに身近な異
空間を楽しんでみてはいかがでしょうか。
帰りはもちろん稲花餅。大自然の中で身も心
もお腹も大満足な一日になりました。
今回は紅葉狩りですが、四季折々に素敵な景
色が広がっています。是非行って見てくださ
い。Web などで見るだけでも癒やされますよ。

（荒井）

ドッコ沼

この冬お目見え　

イチオシ新企画一挙公開！！　イチオシ新企画一挙公開！！　
続々登場

！

●山形市の市民活動のご紹介「地域力共創推進コンソーシアム」

山形市の市民活動のご紹介

やまがた NPO ウィーク 2021　見どころをご紹介します♫

んーぽちゃん んーぽちゃん ぴーちゃん ぴーちゃん おーすけ おーすけ 

地域力共創推進コンソーシアム
「地域力共創推進コンソーシアム
１５年の活動の軌跡」 発刊　

　地域力共創推進コンソー
シアムさんは、昨年２０２
０年に活動開始から１５年
を迎え、その活動内容を今
年、「１５年の活動の軌跡」
としてまとめられました。
　発刊にあたって、これま
での活動や思いなどを、コ
ンソーシアムの活動を支え
てきた中心メンバーである
SK ソリューションズ代表 黒沼貞志さん、おき
たまラジオ NPO センター代表 山口充夫さん、
NPO 法人 Yamagata1 理事　菅野美奈子さんの
3 人にお話を伺いました。
　活動の始まりは、平成１８年度山形県の「Ｎ
ＰＯ協働企画提案委託事業」への応募から。

「One Coin  地域力 カフェ」「コミュニティビジ
ネス（ＣＢ）アイディアコンテスト」「地域力
倶楽部」という３つの事業で見事採択されたの
がはじまり。限られた助成金額のなかで３つの
事業を運営するのは相当の苦労だったようで
す。

　しかし、本当に大変だったのはここからでし
た。代表である黒沼さんいわく、日頃、人に事
業の「継続」の大事さを説いていただけに、自
主運営となる２年目からの活動はできないとは
どうしても言えなかったと、苦笑まじりに話さ
れていました。
　そこから気が付けば１０年。活動は一つの区
切りを迎えます。ここで少し休もうと思ったこ
ともあったそうです。けれどもう少し、できる
限りのことを続けたいとの思いから、活動の回
数を減らすなどして活動を継続していきます。
　そして迎えた１５年目、今度はコロナ禍に
よって活動が制限され、この１年は「‘‘コンソ
１５年の活動の結果（軌跡）‘‘を制作する年」
と位置づけ、デジタルブック制作にとりかかる
ことになったそうです。

「地域力共創推進コンソーシアム
　１５年の活動の軌跡」は右の
QR コードからご覧いただけます。
さまざまな活動の「タネ」が、きっ
と見つかると思いますよ。（川部）

「１５年の活
動の軌跡」は
こちら

市民活動支援センターの　

●
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この冬お目見え　市民活動支援センターの

イチオシ新企画一挙公開！！

地上約 105 メートル！地上約 105 メートル！
セントラルからの
眺望案内
セントラルからの
眺望案内

センターの「観葉植物」達
をご紹介
センターの「観葉植物」達
をご紹介

みんなで今話題のゲームを
体験しよう

哲学カフェ
Salon De Yamagata

　　What’ s 

ふらっとふれんず？

あなたもふらっとで
展示会を開きませんか？
あなたもふらっとで
展示会を開きませんか？

その１

１２月１日（水）～１２月５日（日）開催

続々登場！

ＮＰＯ勉強会（入門編）

午後２時半～午後４時半

金１２月

３日
はじめてのＳＤＧｓ
午後７時～午後９時

土１２月

４日
午後２時～午後４時

哲学カフェ

Salon De Yamagata
日

１２月

５日
オンライン体験講座

午後２時～午後４時

１２月１～５日

木
１２月

２日

期間中、霞城セントラル１階アトリウ
ムにて市民活動団体の活動の様子や、
月刊紙などをパネル
展示します。

リモートやまがたＮＰＯ博

＋＋

やまがたＮＰＯ博

午後２時～午後３時半

もっと知りたい！　

山形市市民活動支援センター

見学会

ぬり絵で遊ぼう！ぬり絵で遊ぼう！その２

クイズラリー開催！クイズラリー開催！

人気の講座や催しを、ぎゅっとまとめて開催する５日間。
これから何か社会的な繋がりを持ちたい人、ボランティア
を始めたいという人に、何かしらのヒントがあるかも？！

人気の講座や催しを、ぎゅっとまとめて開催する５日間。
これから何か社会的な繋がりを持ちたい人、ボランティア
を始めたいという人に、何かしらのヒントがあるかも？！

その１

やまがたＮＰＯウィーク２０２１

見どころをご紹介します♫

やまがたＮＰＯウィーク２０２１

見どころをご紹介します♫

続々公開！動画配信続々公開！動画配信
イチオシ新企画

社会課題提起
スライドショー！
社会課題提起
スライドショー！

イチオシ新企画 その２

イチオシ新企画 その３

クイズ全問正解者と

ぬり絵参加者には

記念品をプレゼント

クイズ全問正解者と

ぬり絵参加者には

記念品をプレゼント

ふらっと交流企画ふらっと交流企画
みんな集まれ！みんな集まれ！

「ＮＰＯってどんな団体なんだろう？」「ＮＰＯとＮＰＯ法
人って何が違うの？」といった、ＮＰＯに関する疑問を少し
でも解決するための勉強会です。
今回はオンラインでも開催します。当日会場に来れない方
や、遠方の方などもお気軽に申込ください。

山形市市民活動支援センターってどんなと
ころ？誰が使うことができるの？印刷機や
会議室を使いたい！という団体の方にセン
タースタッフが利用方法をお伝えします。

前半はオンラインミーティングツールの基本的な使い方
を学び、後半は「やまがたＮＰＯ博」をリモートで観覧し、
オンラインでのやりとりを体験します。

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。

会場　会議室Ｂ

会場　会議室Ｂまたはオンライン

？
　センターをよく知ってるという方も、
まだまだセンター初心者の方も、
市民活動支援センター内を巡りながら
クイズを楽しんでね！

　センターをよく知ってるという方も、
まだまだセンター初心者の方も、
市民活動支援センター内を巡りながら
クイズを楽しんでね！ ※それぞれの用紙は、霞城セントラル１階アトリウムと

山形市市民活動支援センター 22階窓口に置いてあります。
配布期間：１２月１日～５日

！
ふらっとふれんずと遊ぼう！

ふらっとふれんず達を
上手に塗ってね♫
みんなの作品を
展示するよ

ふらっとふれんず達を
上手に塗ってね♫
みんなの作品を
展示するよ

それぞれの講座や催しの
詳細はこちらからご確認
ください。

水
１２月

１日

今回のテーマは「遊びについて考える」。
「遊び」とは、いったいなんでしょう？
あなたにとっての「遊び」を、
ぜひ聞かせてください。

午前１０時～午後５時午前１０時～午後５時

１２月

1 日～５日

「ふらっとふれんず」は、山形市市民活動支
援センターにある、市民活動情報コーナー
ふらっとに突如現れた仲間たちです。

彼らの詳しいプロフィールが知りたければ
１２月開催のやまがたNPO博へGO！
紹介ムービーも同時公開予定です。

１１月は２１日（日）午後 2時からと
２５日（木）午後５時半から開催です！

毎月１回、決められたテーマに沿って、悩み
や思っていることを自由に話し合うサロンです。
これまで話し合ったテーマは
「介護」や「幸せ」。１２月の
やまがたＮＰＯウィーク２０
２１でも開催予定です。
年齢、職業問わず、誰でも参
加可能ですよ。

ふらっとでは、今後市民活動をされている団体の方
の展示会を支援したいと考えています。日頃の活動
の紹介をしたい、活動で制作した作品の展示の場を
探しているなどありましたら、ぜひご相談ください。

申込
受付中

社会的な課題について考える短いスライドショーを
月一回程度でアップしていきます。当面の間は、
SDGｓが指し示す１７の目標（課題）から毎回テー
マを絞って紹介します。

山形市市民活動支援センターの入口を入ると、
真っ先に目につくのが数多くの観葉植物。山形
では珍しい南国の植物も
いっぱいです。
そんな植物たちを動画や
ブログで掲載中です！ふらっとふれんずのんーぽ

ちゃんが霞城セントラルの
入口から２２階のセンターまでご案内！
市民活動支援センターのホームページで案内動画
公開中！んーぽちゃんに会いに来てね♫

ふらっとふれんずが
センターをご案内！
ふらっとふれんずが
センターをご案内！

２２階からは霞城公園や季節ごとに彩られ
た山々などがきれいに見渡せます。
季節の移り変わりをブログで紹介します。 センターのホーム

ページはこちら

近日
公開

ゲームを通していろんな市民活動にふれてみま
せんか？ＳＤＧｓを考えるゲームや、登録団体
が作成した自然環境保護について学べるゲーム
など、そのほかさまざまなゲームを用意してます。
みんなでいっしょに楽しくゲームしようよ♪

会場　ふらっと

会場　ふらっと

会場　市民活動支援センター

２２階


	R3.11_とぴあす（vol.58_表）
	R3.11_とぴあす（vol.58_裏)

