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山形市市民活動支援センター

はじめてのＳＤＧｓ

６月１２日日時

会場 山形市市民活動支援センター会議室Ｂ
（霞城セントラル２２階）

定員 各回５名（先着順）

６月１５日

申込締切 両日ともに６月１０日（木）まで

１４：００～１６：００
１９：００～２１：００

（土）
（火）

「ＳＤＧｓに興味関心がある方」「ＳＤＧｓがイマイチ
わからない方」など、ＳＤＧｓの基礎的な知識につい
て学びたい方のための講座です。

６月９日日時
会場

定員 ５名（先着順）

定員 ８名（先着順）

申込締切 ６月６日（日）まで

申込締切 ５月１９日（水）まで 申込締切 ５月２２日（土）まで

１８：００～１９：３０（水）

ＮＰＯ勉強会～ＮＰＯ入門編～

想いを伝える
パワーポイントスライド作成講座

もっと知りたい！ 
山形市市民活動支援センター見学会

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。

５月２５日日時
会場 山形市市民活動支援センター会議室Ｂ

（霞城セントラル２２階）

山形市市民活動支援センター会議室Ｂ
（霞城セントラル２２階）

１９：００～２１：００（火）

「ＮＰＯってなあに？」「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。

５月２２日日時 １４：００～１５：３０（土）

定員 ３名（先着順）

会場 山形市市民活動支援センター
（霞城セントラル２２階）

・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：後藤・川部

「とぴあす」今年度初のテーマは「センターの役割」
でしたが、紙面の都合上どの項目もざっくりとした説
明となってしまいました。気になる項目がありました
ら、お気軽にお問い合わせください。（後藤）

集
編

後
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.37 謎の「手帳類図書室」
　東京に「手帳類図書室」なるものがあると
知ったのはつい先日のこと。ラジオでそんな
図書室の話を聞き、俄然興味がわいて調べて
みました。そこにはさまざまな人の手書きの
手帳やメモ帳、日記などが 1,000 冊以上所蔵
されているそうです。もともとは個人の方の
コレクションで、1 時間 1,000 円で誰でも閲
覧可能とのこと。印刷された活字とは違い、
手書きの文字には独特な熱量があり、しばら
くそれらを読んでいると、文字の熱でのぼせ
たようになる人も多いそうです。確かに手書

きの文字には書き手の怒
りや喜び、悲しみなど書
いたときの感情が込めら
れて、筆圧が驚くほど強
かったり、妙に跳ねていたり、やたらと丁寧
に書かれていたりするものです。
　最近は手書きで文字を書く機会もだいぶ
減ってますが、たまにはお気に入りの文房具
で文字を書いてみるのも楽しいものです。ち
なみに私は毎日愛用の万年筆で日記をつけて
います。絶対に閲覧は不可ですが。（川部）

●

当センターには皆さんのＮＰＯ・市民活動をサポートする「４つの機能」があります。普段センター
を利用している方も、まだ使ったことがないという方も、もっとセンターを活用してみませんか？

普段作っている資料を「もうちょっといい感じ」にして
みませんか？構成・デザインなど様々な面からよりよい
スライド作りをお手伝いする講座です。

当センターが主催する今後の催しです。お問い合わせ・お申し込みは当センターまで。

.

「市民活動支援」４つの役割

皆さんの「やってみたい」を応援します！

ＮＰＯ！ＮＰＯ！

山形市市民活動支援センター

　　　　　　　「市民活動支援」４つの役割
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令和２年度センター活動報告

 スキル
アップ

山形市市民活動支援センターでは、ＮＰＯ・市民活動団体として活動している皆さんや、
ボランティアとして活動しようと考えている市民の皆さんへの様々なサポートを行っています。

今回はそんな、サポート面での「センターの役割」をご紹介します。

ウェブサイト

情報紙「とぴあす」

ＳＤＧｓミーティング
＠山形市市民活動支援センター
ＳＤＧｓ× ネイチャーゲーム

地方都市のＳＤＧｓ

ＮＰＯ勉強会～ＮＰＯ入門編～
ＮＰＯ勉強会～ＮＰＯ法人設立編～

パソコンお悩み相談室
ＮＰＯのためのウェブ広報講座

つぶやきホッとサロン

つぶやきホッとサロン

はじめての労働基準法
ハラスメント対策講座

　メールマガジン・
　月刊「んーぽ新聞」

「市民活動支援」

ＮＰＯに関する疑問の解決や、

市民活動を始めたい方など、

活動する皆さんを応援します！

ＮＰＯ・市民活動に関する

情報を収集し、広く市民の方に

お届けしています

ＮＰＯの基礎や、社会貢献に

ついて学びの場を提供します

ＮＰＯ・市民活動団体と

行政・学校・企業など

様々な方々をつなぎます

市民活動の入り口「ＮＰＯ入門講座」

社会的課題に関するキーワードの理解 ＮＰＯ活動のマネジメントを学ぶ

ＮＰＯ活動のスキルアップ気軽に交流する場の提供

令和２年度のセンター主催講座

団体への取材
センターで気軽にボランティア

旧名称：情報ボランティア

　ＮＰＯ法人や市民活動団体の
　設立や運営の相談

利用者数

計 名

センターの講座案内や、市民活動団体
から寄せられたイベント情報など、旬
な情報を掲載し配信・発行しています。

会議室の優先予約や、印刷・ロッカー
が使える他、ＮＰＯに関する情報をお届
けしています。登録には手続きが必要
ですので、詳細はセンターまで
お問い合わせください。

郵送物の発送準備や、登録団体から寄せられ
たチラシや書類の整理などをお願いしていま
す。市民活動に触れるきっかけづくりとして
の参加もオススメです。

取材ボランティア
団体のイベントなどに伺い、取材（イ
ンタビューや写真撮影）と記事の作
成を行ってもらうボランティアです。
団体の活動に直接触れることができ
る活動です。

当センターのウェブサイトではセンターからのお知
らせの他、団体などから寄せられたイベント・講座
情報、助成金情報を掲載しています。
上記の情報紙「とぴあす」、月刊「んーぽ新聞」も掲
載していますので、ぜひご覧ください！

山形市周辺で活動しているＮＰ
Ｏ・市民活動団体の活動場所に取
材に伺います。作成した記事や
動画は、ウェブサイトに掲載し
ています。

数日～数カ月の間センターで活動して
もらい、ＮＰＯ・市民活動についての
理解を深めます。

令和２年度は中止になった講座もありましたが、様々な講座を開催しました。
オンラインで講座を開催するなど、新しい試みも多い１年となりました。

　インターンシップ・実習
　学生の受け入れ

これから団体を立ち上げたいと考えている方、
ＮＰＯ法人の設立を検討している方などへの相
談対応を行っています。

市民と利用登録団体の取り次ぎ
一般の方や企業と団体の取り次ぎを行っていま
す。この分野で活動している団体が知りたい、
この団体とコンタクトを取りたい、といった相
談に応じています。

２ヶ月に１回発行しているセン
ターの情報紙です。ＮＰＯに関
する情報や、団体の活動などを
テーマに作成しています。

メールマガジンは毎月 1日・15 日
月刊「んーぽ新聞」は毎月 15 日発行です。

役役割割

●相談　計２,７３３名
　電話相談　　１,８１６名
　窓口相談　　　９１７名

●会議室利用　２,９０３名

●印刷・ミーティング
　ミーティングコーナー　３１０名
　印刷作業コーナー　　　６７６名

もっと活用
しませんか？

「センター利用登録団体」

今後のセンター主催イベント・講座は裏面へ

市民活動情報コーナー「ふらっと」
をご活用ください

市民の方どなたで
も気軽に利用でき
る、市民活動の情
報が集まるコー
ナーです。チラシ
やパンフレットを

配架したい市民活動団体の方、ＮＰＯの情報
収集がしたい方、ぜひご活用ください。

ボランティアを通して
団体の活動に参加した
という方も !

非営利組織の新任研修
としても活用ください。

●講座・イベントへの総参加者数　２０２名

とは？

コロナ禍の中ではありましたが、令和２年度も
たくさんの方にご利用いただきました。

 ～「市民 × 地域団体 ×ＮＰＯ× 行政」
で切り開く私たちのまちの未来とは？～

オンライン版

情
報

相
談

ネット
 ワーク

ウェブサイト
はこちら
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