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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

令和４年 3 月１５日発行

山形市市民活動支援センターだより

と ぴ あす

今号の目次今号の目次

●山形市市民活動支援センター主催講座のご案内

●令和４年度山形市コミュニティファンド（市民活動支援基金）

　　補助事業の募集予定について（お知らせ）

●センター職員のいちおし！ vol.42
・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

早いもので、令和３年度も間もなく終わりです。来年
度の始まりに合わせ、４月からのとぴあすは装いも新
たに毎月の発行となります。これまで以上に充実した
紙面づくりに励みます。是非ご覧ください。（川部）

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.42 ふらっとふれんず
市民活動情報コーナー「ふらっと」の設置を
機に登場し、12 月の「やまがた NPO ウィー
ク 2021」でお披露目したキャラクター、「ふ
らっとふれんず」をご紹介します。
NPO のことならおまかせ「んーぽちゃん」、
情報収集が大好きでどこまでも飛んでいく

「ぴーちゃん」、書類作成が得意な食いしん坊
「おーすけ」と、NPO の活動をもっと知りた
い女の子「あみちゃん」の４人で、みんなの
NPO、市民活動をお助けするために活動して
います。

「ふらっとふれんず」の活動は、センター内「ふ

らっと」や、「とぴあす」、「ウェブ動画」で見
ることができます。とぴあすが月刊発行とな
り、さらに活動の幅を広げるふれんず達を今
後ともどうぞよろしくお願い
します。 ( 後藤）

●

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。

.

４月からセンターの情報紙「とぴあす」がリニューアルします！

新しい情報紙の内容をちょっとだけご紹介します♪

山形市の市民活動をご紹介　

・地域力共創推進コンソーシアム　・パーキンソン病友の会山形県支部　

・ローカルガバナンス山形研究会　・認定 NPO 法人 IVY

● 令和３年度後期　センター主催講座報告

センター主催講座のご案内

ＮＰＯ勉強会

会場
日時

・山形市市民活動支援センター会議室Ｂ

・オンライン開催（Zoom使用）
定員 会場先着10名、オンライン先着10名

定員 8名程度

4/19(火)まで

（霞城セントラル22階）

（土）4/23 14:30～16:30

哲学カフェ サロンｄｅやまがた

～ＮＰＯ入門編～

申込締切

会場

日時

　「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。

山形市市民活動支援センター ふらっと
（霞城セントラル22階）

（水）4 / 13 14:00～16:00

毎月第二水曜日に、ひとつのテーマに沿って悩み
や思っていることなどを自由に話しあうサロンで
す。どなたでもお気軽にご参加ください。

ぴーちゃん

んーぽちゃん
おーすけ

令和４年度山形市コミュニティファンド

（市民活動支援基金） 補助事業の募集

予定について （お知らせ）

～山形市コミュニティファンド（市民活動支援基金）補
助金とは？～

【市民や企業の皆様からの寄附金を原資とした、地域課
題解決のための補助金制度】
山形市コミュニティファンドは、善意による「寄附」を
地域貢献に結びつける仕組みです。
寄附を原資に、市民活動団体等へ補助金を交付し様々な
公益活動に役立てていただくことで、地域のまちづくり
に還元されています。なお、募集内容につきましては変
更する場合がございますのでご了承ください。
●募集期間●　
令和４年４月初旬～令和４年４月下旬

（予定）
●補助対象期間●　
令和４年４月１日～令和５年２月２８
日（予定）

■お問い合わせはこちらまで
山形市 企画調整課 協働推進係
  TEL：023-641-1212（内線
222） 
  E-Mail：kikaku@city.　　　　    

些細なことで
も

かまいません
の

でお気軽にお
問

合せください
！

第 7回テーマ「学ぶとはなにか」

●

ウェブ動画はこちらから
　　　　閲覧できます→

yamagata-yamagata.lg.jp

※なお、補助メニュー、応募資格などの詳細は上記二次元コードより、
山形市コミュニティファンドのホームページをご確認ください。
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４月からセンターの情報紙「とぴあす」が
リニューアルします！
４月からセンターの情報紙「とぴあす」が
リニューアルします！

令和３年度後期　センター主催講座報告

知りたい情報や知識を毎月お届け知りたい情報や知識を毎月お届け

山形市の市民活動をご紹介

隔月発行から毎月発行へ！隔月発行から毎月発行へ！
これまで奇数月の 15 日に発行していましたが、これからは月刊紙んーぽ新聞と合体し、毎月
発行になります。発行日は第３木曜日です。

毎月さまざまな講座やイベントをご紹介毎月さまざまな講座やイベントをご紹介
当センターで開催する講座はもちろん、さまざまな団体や施設が開催する講座やイベント
も多数ご紹介！また、ホームページとも連動して、より詳しい情報をご案内します！

これまでも掲載していた市民活動についての特集やコラムもさらに
パワーアップ！NPO活動に関する新たな情報や知っておきたい豆
知識など、みなさまのお役に立てる紙面をお届けします。 ローカル・ガバナンス山形研究会　令和３年度第５回例会に参加しましたローカル・ガバナンス山形研究会　令和３年度第５回例会に参加しました

 ２月１３日に山形市椹沢コミュニティセンターで令和３年度第５回例会が開催されました。
ローカル・ガバナンス山形研究会は２年前の６月に設立した団体で、国際的・全国的な視野に立って地
域自治の発展に寄与することを目的に、主に今回の様な意見交換会を軸に活動しています。設立から通
算９回目となるこの日の例会には９人が集まりました。意見交換では、一筋縄ではいかないこのコロナ

の状況で分断された地域社会のつながりを、これからどの様にして作り直して行けば良い
のか。地方と中央、中小企業と大企業、非正規と正規などにおける様々な格差の是正
にはどうしたら良いのかといった、各自が興味・関心のある社会課題について議論が
交わされました。
今回が今年度の活動の最終日で、来年度は６月以降に２ヶ月に１回の間隔で
定期開催の予定とのことです。

「外国人介護職者作文集」を発行された認定NPO法人IVY西上紀江子さんにお話を伺いました「外国人介護職者作文集」を発行された認定NPO法人IVY西上紀江子さんにお話を伺いました
　今年 1月に「介護職で働いて思うこと～外国人介護職者作文集～」を発行された、認定ＮＰＯ法人Ⅰ
ⅤＹの西上紀江子さんにお話を伺いました。
　この作文集は日本で介護の仕事をされている外国のかたに、その思いをそれぞれの母語や習得した日
本語で書いていただいたものをまとめたものです。以前ⅠⅤＹで開催していた外国の方のスピーチコン

テストが参加者の減少で開催が困難になった折、ながまち荘さんの外国人介護職者交流会
に出会いました。そこで参加者のミニスピーチを聞いて、ぜひともこの声を出来るだけ多
くの人に届けたいと思うようになったそうです。介護は全国的に見ても、外国の方々の力
を借りなくては成り立たなくなっていくことが予想されており、とても大事な分野です。
ながまち荘さんに協力をお願いし、さらに山形県国際交流協会（ＡⅠＲＹ）の
助成金を受けて製作したとのことです。

認定NPO法人 IVY

新しい情報紙
の内容を
ちょっとだけ
ご紹介します

詳しい記事は
こちら▶

当センターホームページには、これまで開催した講座の報告も掲載しています。ここ
ではそのなかからいくつかピックアップしてご紹介します。
気になる講座があったらぜひチェックしてみてくださいね。

オンライン会議体験講座
オンラインミーティングツール
「Zoom」を使用した会議の体験を目
的とした、「オンライン会議体験講座」
を開催。最初のインストール方法か
ら、基本的な使い方、ミーティング
の開催側になったときの操作手順な
どをお話しました。（開催日：９/１９）

オンラインミーティングツール
「Zoom」を使用した会議の体験を目
的とした、「オンライン会議体験講座」
を開催。最初のインストール方法か
ら、基本的な使い方、ミーティング
の開催側になったときの操作手順な
どをお話しました。（開催日：９/１９）

ＳＤＧｓでつながる事業
講師に（株）ＣＳＲインテグレーション代表取締役の今田裕
美氏を迎え、ＳＤＧｓについて、そして社会課題とこれから
のビジネスの関係性についての講義の後に、社会課題を起
点としたビジネス創出を体験できる「ＳＤＧｓアウトサイ
ドイン・カードゲーム」の体験プログラムをしていただき
ました。（開催日：１１/１３）

講師に（株）ＣＳＲインテグレーション代表取締役の今田裕
美氏を迎え、ＳＤＧｓについて、そして社会課題とこれから
のビジネスの関係性についての講義の後に、社会課題を起
点としたビジネス創出を体験できる「ＳＤＧｓアウトサイ
ドイン・カードゲーム」の体験プログラムをしていただき
ました。（開催日：１１/１３）

ふらっとふれんずと学ぼう！
個人情報保護のこと

法改正・施行直前！ＮＰＯ法人
の電子帳簿保存法
２０２２年１月１日より改正された電子
帳簿保存法について、どのような対応を
すれば良いのか、その概要をお伝えしま
した。（開催日：１２/１９）

２０２２年１月１日より改正された電子
帳簿保存法について、どのような対応を
すれば良いのか、その概要をお伝えしま
した。（開催日：１２/１９）

そのほか、入門編から設立・運営編といっ
たこまかなレベルに合わせたNPO勉強
会や、より効果的な広報のためのチラシ
作成講座など、さまざまな講座を開催し
ました。今後の講座開催
予定などはこちらからご
確認ください。

山形市市民相談課市民相談係係長の鈴
木氏を講師に、個人情報保護の基本的
な考え方を説明した後、こんな場合は
どうしたら良いのかという具体例を示
したＱ＆Ａを通して、更に理解を深め
ました。（開催日：１０/１６）

山形市市民相談課市民相談係係長の鈴
木氏を講師に、個人情報保護の基本的
な考え方を説明した後、こんな場合は
どうしたら良いのかという具体例を示
したＱ＆Ａを通して、更に理解を深め
ました。（開催日：１０/１６）

講座や講演会をはじめとしたイベント情報や
会員募集情報など、とぴあすではさまざまな情
報を掲載していく予定です。広く告知したい、

たくさんの人に参加してほしい、知ってもらいた
いことなどありましたら、市民活動支援センターまで

なんでもお気軽にご相談ください。

ここがリニューアルここがリニューアル

　　ホームページはこちら▶

全国パーキンソン病友の会山形県支部　支部長　松木純子さんにお話を伺いました全国パーキンソン病友の会山形県支部　支部長　松木純子さんにお話を伺いました
　２０２１年に全国パーキンソン病友の会山形県支部の支部長に就任された松木純子さんにお話をお伺
いしました。パーキンソン病というのは患者さんによって症状や進行状況も変わり、同じ患者さんでも

一日の時間帯によって症状が変わることもあるものなのだそうです。
　パーキンソン病には、４０歳以下で発症する若年性のパーキンソン病の抱える問
題があるといいます。特に就労世代の方で患者さん自身、病気によって仕事を失っ
てしまうのではないかという恐れから、カミングアウトするのを躊躇したり、適切
な支援を受けられずにいる方もいるといいます。松木さんはご自身の体験から、そ
んな悩んでいる人たちを救ってあげたいと言います。
　友の会では随時会員を募集しています。「遊びり会」という患者と家族の方の交流
会も定期的に開催しています。

全国パーキンソン病友の会山形県支部
詳しい記事は
こちら▶

ローカル・ガバナンス山形研究会
詳しい記事は
こちら▶

今年度後半に取材させていただいた記事を、一部抜粋して紹介します。
より詳しい記事をお読みになりたい方は二次元コードからご覧ください。
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