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今すぐ誰にでも始められる ” 社会貢献 ” に注目！

「家にいても寄付ができる様々な仕組み」

２０１１年に発生した東日本大震災をきっかけ
にネットから簡単に寄付をする仕組みが増えてい
ます。寄付の方法は振り込みやクレジットカード
に限らず、T ポイントが利用できる「Yahoo! ネッ
ト募金」や、楽天スーパーポイントが利用できる「楽
天クラッチ募金」などの、買い物をしたときに貯
まるポイントを使って寄付ができるサービスや、

LINE アプリ内のキャンペーンを利用して貯まった
LINE ポイントで寄付する方法などがあります。サー
ビスによって違いはありますが、多くが 1 ポイン
トから寄付が可能です。
ずっと使う予定がないポイントが貯まっている
…そんなときはポイントの寄付を考えてみてはい
かがでしょうか。（後藤）

【参考】
・ Yahoo! ネット募金 https://donation.yahoo.co.jp/
・ 楽天クラッチ募金 https://corp.rakuten.co.jp/donation/
※寄付先によって期限が決まっている場合がありますので確認の上で行ってください。
ＮＰＯを応援する仕組みや情報をご紹介します
ＮＰＯ道具箱 vol.22
テーマ
メールマガジンを活用しよう
講座やイベントのお知らせをする際には、会
報、チラシ、ウェブサイト、広報誌への掲載など、
様々な方法があります。その中でも今回は、メー
ルマガジンについてご紹介します。
メールマガジンは、配信する頻度・項目をあ
らかじめ決めておけば、不特定多数の人に一度
に情報をお知らせするということが可能です。
しかし、団体のウェブページへのリンクを作成
する、チラシや会報などを発行するタイミング
との調整を行う、ということが必要になります。

このような準備をすることが難しい、という
場合は、すでにメールマガジンを配信している
団体（または施設）に掲載依頼を送るという手
段もあります。
当センターでは、毎月１日と
１５日にメールマガジンを配信
しています。掲載希望の方は、
掲載希望号、タイトル、案内文（１００字程度）、
日時、場所、リンク先のＵＲＬ、お問い合わせ
先を明記し、メールにてご連絡ください。
（中村）

センター職員のいちおし！ vol.24
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
今年、ＮＰＯ法の施行から２０年の節目を迎えた
ことはみなさんご存知でしょうか？この節目の年
を機に、日本ＮＰＯセンターが始めた新たな取り
組みが「ＮＰＯ ＣＲＯＳＳ」です。
これはウェブ上に整備された媒体で、ＮＰＯ／Ｎ
ＧＯの活動に携わる方々からの寄稿記事で構成さ
れています。その内容は、ＮＰＯの理念や実情につ
いて論じているもの、海外と国内との社会課題の
結び付き、市民活動と政治の問題、そして、アート、
福祉、貧困、災害、更には地方都市の現在と、本
当に様々な論点で内容の濃い記事が寄せられてい

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

http://npocross.net/

ます。
「山形の人が書いた記事ではないから、遠いとこ
ろの話題」そんなことはありません。寄稿記事の
一つひとつを読んでみると、遠いところの話題な
どではなく、私たちには極めて身近な課題で、他
人事ではないものばかりなのです。ぜひ一度ご覧
になって下さい。（花屋）
※ＮＰＯ法施行２０周年を記念し、東北では６県
の関係者が協力して、１１月に仙台で開催する
記念イベントに向けて準備を進めています。こ
ちらもお楽しみに。

編
秋の夜長に聞こえるスズムシの鳴き声は、人間の声
集 （300 〜 3400 ヘルツ）と比べ約 4500 ヘルツと非常に高く、
後 鳴き声を電話を通して聞くことはできないんだそうで
記 す。私達は元気な声で毎日過ごしたいですね。（有川）

★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。

テーマ

山形市市民活動支援センターだより
山形市市民活動支援センター登録団体実数 （2018 年 8 月末現在 344 団体） 団体の詳細は、 https://www.yamagata-npo.jp をご覧ください。

みんなでチャレンジ！
今すぐできる社会貢献

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

2018 年 9 月 1５日発行

▼ 当センターで開催した夏休み企画「親子で工場見学」の様子です。

～こころのストレスに寄り添う～
今号はこころのストレスに寄り添うような相談支援活動を行っている団体・グルー
プを特集しました。
あらゆる世代の人がいきいきと毎日を過ごせるように、心に溜まったストレスは溜
め込まないで、誰かに話したり相談したり、早めに手当できるといいですね。
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・相談支援活動の紹介
～こころのストレスに寄り添う～
・センターの講座＆イベントのお知らせ
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山形市市民活動支援センター
〒990-8580
山形市城南町 1 丁目１－１霞城セントラル 22・23 階

電 話：023-647-2260 ＦＡＸ：023-647-2261
メール：center@yamagata-npo.jp
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相談支援活動 ～こころのストレスに寄り添う～
～ストレスとうまくつきあう～
何とかうまくやっていこうとする気持ちがあるからこそ、私たちはストレスを感じます。しかし、
ストレスが大きかったり、長く続いたりすると、心だけでなく体の調子も悪くなってくることがあります。
ストレスと上手く付き合っていくことは、様々な病気の予防になるだけでなく、日々を充実して生活でき
る事につながります。今号は心のストレスに寄り添う相談支援活動をしている登録団体を特集しました。

日本産業カウンセラー協会東北支部山形運営部
産業カウンセラーは、働く人々とその家族、従業員
サイドだけでなく、経営者も１人の人間として向き合
います。また、働くことを求めている人にも支援を行
います。
活動分野は、メンタルヘルス対策への支援・キャリ
ア形成への支援・職場における人間関係開発・職場環
境改善への支援など多岐にわたります。
働く人たちが抱える問題を、自らの力で解決できる
ように援助します。カウンセラーは、コンサルタント
でもなければ、身の上相談者でもありません。私達は、
人間は「自己実現」を目指して生きていく素晴らしい
力をもっているという確信をもって、活動しています。
毎月第三土曜日の午後にカウンセリングを行っていま
す。
Ｅメール yamagataoya@yahoo.co.jp
☎ 080－9259－6006
（カウンセリング予約専用電話 担当齊藤）

ＮＰＯ法人サポート唯
サポート唯は、女性の自立と自立支援を目的に
設立し、
「ＤＶ被害者支援」「食と農・安全」「男女
共同参画」「政策提言」「組織育成交流」を柱に、
相談・支援におけるさまざまな事態への多角的対
応ができるよう活動を展開しています。
その中の「ＤＶ被害者支援」では、ＤＶ被害者
電話相談と晴゜れっと（癒しの部屋）という面接
相談を行っています。ＤＶやデートＤＶのことで
悩んでいたら、まず私達に相談してみませんか。
今まで誰にも話せなかった胸の内を、お聴きかせ
いただきます。もちろん秘密は厳守されます。
面接相談 晴゜れっと （癒しの部屋）
随時･要予約
電話相談 090-2366-8467（24H・365 日）
ウェブサイト
http://www7.plala.or.jp/sapotyui/yui.index.html

社会福祉法人山形いのちの電話
「山形いのちの電話」は、自殺予防の電話相談として山形に定着して 24 年になりました。日々寄せられ
るさまざまな悩みに１年半の研修を受け認定された相談員が対応しています。相談員は悩みに寄り添い一
緒に考えていくこと、つまり「傾聴」を基本に活動しています。無償ボランティアですが、主婦や退職さ
れた方、そして現役で職場から駆け付けてくださる方など、さまざまな方が活動しています。私たちは、
誰にも相談できず孤独の中で悩んでいる方の話を聴こうと、今日も受話器を握り締めています。山形いの
ちの電話では、悩みを抱えている方の相談はもちろん、ボランティアも募集しています。
電話での相談受け付け 645-4343 13 時～ 22 時 （年中無休）
事務局 ☎645-4377 （10 時～ 16 時） Ｅメール yind4343@cronos.ocn.ne.jp
ウェブサイト http://www.yamagata-ind.jp/

〜こころもメンテナンスしよう〜
ストレスとうまく付き合うには、まずは、ストレスがたまったときのサインを知ること。気分が落ち込んで
元気がなくなったり、イライラして怒りっぽくなったりするのは、ごく自然なことです。しかし、いつまでも
消えずに留まって、体の調子まで悪くなることがあります。こころや体の不調に気づいた時、つらい状態が長
く続く時は、こころがＳＯＳサインを出していると考えてみましょう。
そしてストレスをうまくコントロールすることも大切です。自分のできる範囲で自分の面倒を見る「セルフ
ケア」は、とても有効な手段で、早めに行うと効果が大きいそうです。例えば、体を動かす、気持ちを書いて
みる、腹式呼吸をする、音楽を聞くなど。そして心のストレスに寄り添う活動を
している団体の相談会等も上手に利用して、毎日を活き活きと過ごせればいいですね。
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センターの講座＆イベントのお知らせ
パソコンお悩み相談室
パソコンお悩み相談室は、夜間に開催する日と、日
中に開催する日の 2 日間開催しています。参加者お一
人に講師が一人付いて、わからないことや疑問点を一
対一でじっくりと 1 時間、解決するお手伝いをさせて
いただきます。講師はＮＰＯ法人Ｙａｍａｇａｔａ１
の方です。市民活動団体の方ならどなたでもお申込い
ただけます。是非この機会にパソコンの腕を上げてみ
ませんか。
※相談はお一人約１時間が目安です。
■今後の開催

９月２０日（木）１９時〜２１時
９月２１日（金）１３時半〜１５時半
１０月１８日（木）１９時〜２１時
１０月１９日（金）１３時半〜１５時半

ＳＡＶＥＪＡＰＡＮプロジェクト２０１７－２０１８
イヌワシ観察会 ～豊かな自然を次世代へ～
ＳＡＶＥＪＡＰＡＮプロジェクトは、全国各地で「いき
ものが住みやすい環境づくり」を行うプロジェクトです。
山形県では、イヌワシの森倶楽部・損害保険ジャパン日本
興亜・当センターが協働で、市民の皆様に野生動植物の生
態系への理解を深めて頂くためのプログラムを実施します。
今回の活動は、絶滅危惧種であるイヌワシの観察を通し
て、様々な動植物たちとの共存を考える活動を行います。
■日時

９月３０日（日）９時〜１３時半

■集合場所
■対象

八幡タウンセンター（酒田市観音寺字寺の下４１）

関心のある親子（中学生以下の方とその保護者）、

高校生、大学生、専門学校生
■申込締切

９月２１日（金）

詳しいお問い合わせや申込みは当センターまで

山形市の 市民活動のご紹介
～未来を生きぬく力を育む～「これからの教育講座」

やまがたイグメン共和国

平成３０年８月２７日（月）

やまがたイグメン共和国は、山形市周辺の父親たちが子育てをする中で、父親なら
ではの悩みや思いを話し合える場を作ろうという目的で平成２５年に建国しました。
今回の講座は、変化し続けている子供たちの教育を取り巻く環境について、親が知っ
ておくべきことは何か、という理解を深めることを目的に開催されました。
講座は前半が「社会の変化と教育改革」、後半が「教育の本質とこれから実現すべき
学びのあり方」、というテーマで進んでいきました。参加した皆さんは、新しい学習方
法や、大きく変化している各大学の出題傾向も気になっている様子で、話を聞きながらメモを取っている方も
多く見られました。
後半は海外の学校教育の事例紹介やテーマに沿ったグループワークを数回行いました。子どもたちのために
いま何ができるか、という質問に対し、「学校以外での居場所を増やす」、「多くの体験をさせてあげる」、
「会話
する時間を増やす」などの意見をグループでまとめていました。（中村）

企業／地域活動コーナー

vol.8

一般社団法人生命保険協会

山形県協会

生命保険協会の社会貢献活動

生命保険協会は、日本で営業する全生命保険会社が加盟する組織で、主に生命保険に関する相談や理解促進、社
員会社等への職員の教育研修などの事業を行っています。生命保険業は社会性の高い事業であることから、地域還
元として社会貢献活動を積極的に実施しています。
協会本部では、民間非営利団体などを対象に、健康や介護、女性活躍などをテーマとした様々な助成活動を行っ
ています。今年 6 月に行われた「子育てと仕事を両立支援に対する助成活動」には県内２７団体の応募があり、現
在選考が行われています。昨年度実施された健康増進サポートプロジェクト「スポーティライフ大賞」では、美し
い山形・最上川フォーラムがグランプリを受賞しました。また、全国にある５４の地
方協会では、「地方ＣＲ（Community Relations：地域社会との良好な関係づくり）
活動」が活発です。今年度山形県協会では、生命保険業に携わる県内約３０００名の
社員の募金による、市町村社会福祉協議会、障がい者団体や震災復興支援団体への寄
贈などの活動を行い、１０月に贈呈式が行われます。また、来年度以降、新たに、大
学生を対象とした生命保険に対する理解の普及促進のための実学講座も計画していま
す。地域とのつながりを大切にし、市民が安心して暮らすことができる社会の実現を
目指す生命保険協会の取り組みをご紹介しました。（佐藤）
話をお伺いした、一般社団法人生命保険協会

山形県協会

事務局長三浦博志さん

▲

