
今号の内容

センター内の事務所スペースのレイアウトを
一新しました。来館された団体様からも「随
分変わったね」との感想をいただきました。
実は昔のレイアウトを参考にしているので、
２年以上前からセンターをご利用いただいて
いる団体様の中には懐かしく感じる方もい
らっしゃるのではないでしょうか。

山形市市民活動支援センターとは

人とつながる「手づくり紙芝居」の魅力

センターのまめ知識「センターに登録できる団体ってどんな団体？登録すると何ができるの？」
市民活動ひとくちコラム「やまがたし良縁隊」
センター職員のいちおし！ vol.45

イベント・講座情報「んーぽ新聞」
山形市市民活動支援センター令和３年度 事業報告

とぴあす連載コーナー

ぴーちゃん

スタッフブログ
更新中！

山形市市民活動支援センター

「山形紙芝居研究会」代表の折原さんに、自分たちで作って演じる「手づくり紙芝居」の魅力をお聞きしました。

特集：人とつながる「手づくり紙芝居」の魅力
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市民活動やＮＰＯの情報をお届けする山形市市民活動支援センター情報紙

様々な分野の市民活動やＮＰＯ、ボランティアなど、公益的な
活動をしている人、はじめたい人たちを応援する施設です。
ＮＰＯ、市民活動に関する各種相談の他、山形市を中心に活動する非営利活動団体
を対象に、会議室、印刷コーナー等を提供しています。
利用対象や利用方法の詳細については当センターまでお問い合わせください。

センターや、市民活動・ＮＰＯ団体が開催するイベント情報を届けします！

▲スタッフ側から見える景色もがらっと変わり新鮮です。



　現在の 「山形紙芝居研究会」 の活動は、 山形県立図書館で
月に１回開催している 「紙芝居のひろば」 が中心となっていると
のこと。 山形県立図書館では、 会のみなさんが作成し寄贈した
手づくり紙芝居の複製 25 作品を閲覧することもできます。
　また、 ウェブサイト 「ふるさと塾アーカイブス」 にて、 自作視
聴覚教材コンクールに出展した手づくり紙芝居を映像化されたも
のが公開されています。

人とつながる

の魅力

2007 年から実施されている山形県教育委員会主催の
自作視聴覚教材制作講習会 「手づくり紙芝居部門」 の
受講生の集まりで、 2019 年に開催された 「全国紙芝
居まつり　かみのやま （山形） 大会」 の開催のために
2017 年に立ち上げられた団体です。

▲取材記事
全文はこちら

　聞いている子どもたちへのアクティブな学びを提供できるのも紙
芝居の魅力だとお話されていました。 上演の際に、 会員からの提
案で実物のカエルがやってきたことや、 見てもらうためにイナゴを
捕まえに行ったこともあったそう。
　また、 郷土の文化をテーマとした作品を作ることも多く、 現地の
人に話を聞いたり、 実際に使った道具を資料館に見に行ったりと、
紙芝居の脚本作りのために図書館や地域の中を歩いて様々な資料
集めに奔走しているそうです。

　紙芝居の制作から演じるまで、 手づくり紙芝居の完成までには考えて
いる以上にアクティブで学びの多いものだと感じました。 みなさんも実
際に演じられている紙芝居をぜひ観て体感してみてはいかがでしょうか。

　「山形紙芝居研究会」 での活動は主に、 講師に紙芝居作家の
先生を招いての勉強会や、 手づくりの紙芝居作り、 紙芝居の上
演などが行われています。
　紙芝居は、 ぜひ実際に演じているところを見てほしい、 と折原
さん。 紙芝居は同じ作品を使っても、 セリフや擬音の読み方や、
アドリブで聞き手に問いかけをするなどで、
演じた人により違う作品になってくるとのこ
と。 一方通行になりがちなテレビや DVD と
は違う魅力が紙芝居にはあります。

　2019 年に開催された 「全国紙芝居まつり」 の運営や、 山形県立図書館への手
づくり紙芝居の寄贈など、 紙芝居文化の普及と発展を目的として活動している 「山
形紙芝居研究会」 について、 代表の折原由美子さんに話をお聞きしました。

代表 折原由美子さん
電話 ・ FAX  023-644-1696　

山形紙芝居研究会

紙芝居が気になった方には

●お問い合わせ

子どもの文化研究所　２０１９年度
第５８回　五山賞奨励賞　受賞作品紙芝居の醍醐味は、

演じ手と聞き手のコミュニケーション

▲折原さんの作品
　「どんと来い！三途の川」（雲母書房）

▲2018 年度「やまがた市民活動まつり」での上演の様子

▲2019 年度「やまがた市民活動まつり」でのブース展示

山形紙芝居研究会

手づくり紙芝居はとてもアクティブ 花笠まつりをテーマにした紙芝居でベニちゃんと一緒に「ヤッショ！マカショ！」

●お話を伺って

令和３年度　山形市市民活動センター 事業報告

電話相談件数
窓口相談件数 

2,112 件
847 件

会議室利用件数
会議室利用人数 

令和３年度もたくさんの方にセンターをご活用いただきました。今年度も当センターをよろしくお願いいたします！

432 件
3,994 人

印刷作業コーナー利用人数
ミーティングコーナー利用人数

831 人
462 人

開催件数
参加者人数

53 件
273 人

●相談 ●会議室利用 ●印刷 ・ ミーティング利用 ●主催講座　

花笠まつりをテーマにした紙芝居でベニちゃんと一緒に「ヤッショ！マカショ！」



んーぽ新聞
イベント・講座情報 登録団体からのお知らせ

センターからのお知らせ

ＮＰＯ勉強会 ～ＮＰＯ法人運営編～

センター主催の講座・イベント情報の
詳細はこちらからご覧いただけます

想いを伝える プレゼン資料作成講座

登録団体からのお知らせ

■日時　７月２３日（土）１４：００～１６：００
■場所　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）
　　　　又はオンライン
■定員　会場参加１０名、オンライン参加１０名
■申込締切　７月２０日（水）

センターの講座や、 センターに登録している市民
活動団体の活動など、市民活動・ＮＰＯ・ボランティ
ア情報をお届けします！

これからＮＰＯ法人の事務局で仕事をするのだが、具体
的な業務がよくわからない。毎年度どんな書類をどこに
提出しなければならないの？といった、ＮＰＯ法人の運
営について確認したい方々のための講座です。

最新情報はセンターウェブサイトをチェック！！

孤独の功罪
―第１０回哲学カフェ　Salon de Yamagata

■日時　７月１３日（水）１４：００～１６：００
■場所　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）

哲学カフェは、毎月一回ひとつのテーマに沿って、悩み
や日頃思っていることなどを自由に話し合う場所です。
今回のテーマは「孤独の功罪」。
あなたは「孤独」をどのように捉えますか？

第２５期　電話相談員ボランティア養成講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　　受講生募集

「いのちの電話」は自殺予防を主な目的とした相談電話です。
その相談活動を支えるのが、１年半にわたる電話相談員養
成講座を修了し認定をうけたボランティア相談員です。
悩んでいる人や、孤独な人の良き隣人として受話器を握り
傾聴するものです。研修をとおし自分を深く知ることで自
己成長のきっかけにもなります。
この機会に、あなたもこの活動に加わりませんか。
■募集期間　６月１日（水）～９月１６日（金）
■研修場所　山形市内の公民館などの公共施設
●連絡先／ （社福） 山形いのちの電話　事務局
      ０２３－６４５－４３７７

山形ドキュメンタリーフィルムライブラリー
                                    金曜上映会 
山形ドキュメンタリーフィルムライブラリーに収蔵されて
いる貴重な作品をご覧いただく無料の映画上映会です。毎
月１回、第２金曜日に行われます。
７月の金曜上映会は、〈祭と日常〉をテーマに『パレルモの
聖女』、『時の愛撫』、『これぞ人生、これぞパンツァーの民』、

『酒祭の男たち』の４作品を上映します。
ご来場お待ちしております。
■日時　７月８日（金）
１４：００～『パレルモの聖女』　１６：００～『時の愛撫』
１９：００～『これぞ人生、これぞパンツァーの民』『酒祭の男たち』
■会場　山形ドキュメンタリーフィルムライブラリー試写室
　　　　　　（山形市平久保１００　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

第５８回痛みの情報交換会
「モルヒネで救われた帯状疱疹の痛み」というテーマで、

管理栄養士清野由美子さんのお話を伺います。
どなたでも自由に参加できます。入場無料です。
■日時　７月９日（土）１３：３０～
■場所　山形市市民活動支援センター　高度情報会議室
　　　　（霞城セントラルビル　２３階）
　　　　　　●連絡先／認定ＮＰＯ法人モルヒネ友の会
     ０２３８ー２４－３７００ （三友堂病院）
     ０２３８ー２４－３７２７
　 moruhinetomonokai@gmail.com

●連絡先／山形市　企画調整部 企画調整課 協働推進係
　０２３－６４１－１２１２ （内線２２３）
　０２３－６２３－０７０３
　kikaku@city.yamagata-yamagata.lg.jp

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）公開プレゼンテーション
市民審査員募集のお知らせ 

山形市からのお知らせ

　市民活動団体による地域課題解決のための事業提案を見て、
支援したい事業に投票する「公開プレゼンテーション」の審査
員を募集します。あなたの投票で補助金を公布する事業が決ま
ります。

６/27
締切（月）

■日時　７月９日（土）１３：００～１５：００頃
■会場　山形テルサ　１階　大会議室
■対象　山形市内にお住まいの方または山形市内に勤務・通学
されている方　※出場団体の構成員の方は申込不可
■応募方法　山形市企画調整課へ電話、ＦＡＸ、Ｅメール等で、
氏名、住所、電話番号、公開プレゼンテーション参加希望の旨
をお伝えください。

カラムシ苧引き（おひき）体験
カラムシ（青苧・あおそ）という植物から繊維を取り、か
んたんなストラップを作ります。
※表皮から繊維を取る工程を「苧引き（おひき）」といいます。
■日時　７月１７日（日）
　①１０:００～　②１０:３０～　③１１:００～　④１１:３０～
■料金　２００円
■定員　各回２組（先着順）
■場所　天童市西沼田遺跡公園（天童市大字矢野目３２９５番）
●連絡先／天童市西沼田遺跡公園
　　（ＮＰＯ法人　西沼田サポーターズ ・ ネットワーク）
      ０２３－６５４－７３６０

県手話通訳者養成事業
　令和４年度　第１回　ステップアップ講座

「手話通訳者養成講座に興味がある」「奉仕員養成講座（手
話教室）を受講しているけど次のステップって？」「もっ
と上手くなりたい！」そんな方大募集！！ステップアッ
プ講座を開催いたします。
■日時 　７月１７日（日）１０：００～１７：００
　　　　（受付　９：３０～）
■場所　山形県聴覚障がい者情報支援センター
　　　　（山形市小白川町２－３－３０）
■対象者　手話通訳者養成講座に興味がある方
　　　　　奉仕員養成講座・手話教室を修了した方
■定員　１５名（県手話通訳者養成講座受講生を除く。）
　　　　　　　※定員を超えた場合は抽選いたします。
■申込方法  ＴＥＬ、ＦＡＸ、メール、申込フォームなど
■締切 　６月２７日（月）
●連絡先／山形県聴覚障がい者情報支援センター
      ０２３－６６６－７６１６
      y-mimi@white.plala.or.jp

？



私たち「やまがたし良縁隊」は結婚にお悩みの方
及びその親御様、ご自身に合う結婚相手を紹介して
ほしい方の相談を受ける等の結婚支援を行っていま
す。

主な活動は、月１～２回、市役所や公民館で行う
結婚相談会を通して、出会いの場の提供から、交際、
プロポーズ、成婚までの継続的なサポートです。特
に私たちの心がけとしては、結婚を希望する方との

信頼関係を築きながら、親身になって寄り添い着実
に結婚を希望するお二人をつないでいくことです。

また、山形市コミュニティファンドの補助金を受
けて、婚活イベント「良縁塾」を年４回ほど開催し、
楽しい雰囲気をつくることで多くの人から参加して
もらいお相手探しの場を提供しています。

★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
　　　　　　　　　　　　担当：後藤・川部

特集の写真はコロナ禍の前に撮影したものを使用しています。懐かしい写真を見
て、また以前のように大勢の方と交流できれば、としみじみ感じます。（後藤）

発行 :山形市市民活動支援センター

　山形市において市民が主体となり、社会的課題の解決などのために、営利を目的とせず、広く市民の利益
のために提供されるサービス全般を生み出す活動をしているＮＰＯや市民活動団体が登録の対象です。

（政治活動、宗教活動、営利活動、共益活動は対象外です）。
登録していれば、会議室の６ヶ月先までの予約や、印刷機・ロッカーなどが利用できます。
会議室については、使用目的が社会的課題の解決など公益的なものであることをはじめと
した条件がありますが、登録しなくても利用することができます。
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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.45 山形市シティプロモーション動画、上映中！
　 現在、当センター「ふらっと」では山形市シティ
プロモーション動画「Wonderful Life Yamagata」
を上映しています。この動画は、「山形市をもっと
身近に感じてもらう」という目的で、東北芸術工科
大学の総合プロデュースのもと作成されました。
　内容は、山形市の魅力を「自然」「文化」「伝統」「暮
らし」の４つのテーマに分け、美しい映像と各テー
マに関わる方々の暮らしを紹介しています。特に観

光地や風景などの映像は鮮明で美しく、雰囲気に合
わせた音楽が流れ、まるで実際にその場にいるかの
ような臨場感あふれる作品となっています。
　なお、当センターで動画視聴をご希望の際は、ス
タッフへお気軽にお声がけください。「ふらっと」
での上映の様子は、下記二次元コードよりご覧いた
だけます。その他、詳細は山形市のウェブ
サイトをご覧ください。（中村）

市民活動ひとくちひとくちコラム やまがたし良縁隊
会長　高橋章雄さん

とぴあす 連載コーナー

〒990-8580　山形市城南町 1-1-1 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
・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

22 階が
窓口です！

センターに登録できる団体ってどんな団体？
登録すると何ができるの？

●連絡先／やまがたし良縁隊（高橋）
　 ０９０－６７８９－３２８２
　 

登録していない団体や、団体に入っていないっていう人でも、「ふらっと」立ち寄って、ボランティア
情報や団体のチラシを見たり、図書や新聞を読んだり休憩したりして自由にセンターを利用できるよ！




