
みんなでチャレンジ！ 今すぐできる 社会貢献

「Ｚｏｏｍ（ズーム）」を使ってみよう

今すぐ誰にでも始められる” 社会貢献” に注目！

ＮＰＯ道具箱 

簡易梱包でゴミを減らそう！

ＮＰＯを応援する仕組みや情報をご紹介します

　コロナ禍が続く中で、市民活動団体やＮＰＯ団体
でも、ビデオ会議システムを利用する機会が増えて
きました。「Ｚｏｏｍ（ズーム）」に代表されるもので、
パソコンやモバイル端末からオンラインで音声や映
像を使ってテレビ会議ができるツールです。ファイ
ル共有、画面共有、ホワイトボードなど会議に必要
な機能も備わっていて、遠く離れた場所でもつなが
ることができるのでとても便利です。

　「Ｚｏｏｍ（ズーム）」では、アカウント登録が必
要なのは会議のホストだけで、ゲストは会議ＵＲＬ
をクリックして会議に参加するだけですし、無料版
でもいろいろな機能が使えます。学校だけではなく、
塾や家庭教師も利用しているところもあるようで
す。使い方の研修会もあちこちで開催されているの
で、この機会に挑戦してみてはいかがでしょうか。

（有川）

　最近、レジ袋が有料になるなど、ゴミを減らす取
り組みが進んでいますね。そのゴミ減量への取り組
みのひとつとして、通販でのお買い物の際にゴミを
少なくする、簡易梱包（包装）をしている企業が増
えています。
　例えば、Ａｍａｚｏｎでは２００９年からＦＦＰ

（フラストレーションフリーパッケージ）という梱包
を始めています。このパッケージは、過剰な梱包資
材を省き、環境に配慮するだけでなく、お客様が開
封しやすいデザインになっているという画期的な取
り組みです。
　また、事務用品を扱うカウネット株式会社は、環

境活動の取り組みのひとつとして、小さな梱包物に
ついては緩衝材を少なくするなどの簡易梱包を進め
ています。インターネットでの注文の場合には、「簡
易梱包」、「段ボール梱包」、「指定なし」の３種類の
方法から選択することができます。　
　ここでご紹介したのはごく一部ですが、他にも数
多くの企業がゴミ減量のために様々な工夫を行って
います。通販の段ボールがかさばってしまう、過剰
な包装でゴミが多く出るのが気にな
る、という方は簡易梱包を選択し、身
近なところでゴミ減量に取り組んでみ
ませんか。（中村）
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●今すぐできる社会貢献 vol.25　●ＮＰＯ道具箱 vol.27

●センター職員のいちおし！ vol.35

▲ 　ボランティアやインターンシップなどの活動に参加した学生の方より、活動
しての感想などのコメントをいただきました！ボランティアやＮＰＯに関心のある
学生の皆さん、当センターに来てみませんか？

　　　　

学生とセンターのかかわり
～センターで活動した学生の皆さんからのひとこと～

・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：黒木・後藤

　センターで勤務してもうじき３年になります
が、私自身もセンターで関わった学生の方にたく
さんのことを教わりました。協力してくれた皆さ
ん、ありがとうございました！（後藤）

集
編
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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.35 プロジェクト・ワイルド
　私のいちおしは、「プロジェクト・ワイルド」

（Project WILD）という環境教育プログラム
です。このプログラムでは、「気づきから理
解へ、理解から責任ある行動へ」をモットー
に、野生生物を題材とし、参加者が自然を大
切にすることを理解するだけでなく、「自然
や環境のために行動できる人」を育成するこ
とに重点を置いています。プログラムでは、
参加者が自ら体験し学ぶ「アクティブ・ラー
ニング」を用いた指導法を使い、なにを考え
るかを教えるのではなく、どのように考える

のかを学習すること、解答を教えるのではな
く、体験しながら “考える力” を引き出すこ
とを重点にしています。所定の講習会を修了
した指導者は、現在、日本国内で２６，００
０人を数え、学校での環境学習だけでなく、
企業、一般の方向けのイベント
にも数多く活用されています。
みなさんもぜひ、「プロジェク
ト・ワイルド」が組み込まれた
野外活動を体験してみてくださ
い。（星川）

●学生とセンターのかかわり

　　　～センターで活動した学生の皆さんからのひとこと～

●だれでも参加できる！市民活動・ＮＰＯに関する講座紹介

●市民活動情報コーナーＴＯＰＩＣＳ　



　インターン・実習では市民活動支援センターの業務や
開催する講座の補助などを通しながら、当センターや、
市民活動、ＮＰＯ（非営利活動組織）の役割を学びます。

　センターで発行する広報紙の封詰めや、センターに届い
た書類を整理する「センターで気軽にボランティア」、当セ
ンターに登録している市民活動団体が開催するイベントに
伺い、取材と記事作成を行う「取材ボランティア」の他、
時期によって募集する講座や催しの補助ボランティア等が
あります。どのボランティア
も、普段見ることのない様々
な活動を知る事ができるため、
市民活動に触れるきっかけと
しておすすめの活動です。
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センターで開催している各種ボランティア

学生の皆さん
からのひとこと
　当センターでは、ボランティアやインターンなどの活動で
たくさんの学生の方に参加、協力いただいています。
今回は、これまでに活動した学生の方より、活動しての感想
などのコメントをいただきました！

ご協力いただいた皆さん、
ありがとうございました！

インターン・実習はどんなことをするの？

特集：学生とセンターのかかわり　

「やまがた市民活動まつり」ボランティアとして
参加した方へのインタビューより

　参加した団体の方に声をかけていただきお話
しする中で、様々な活動を知るきっかけになり
ました。今後このような社会貢献活動に参加し
てみたいです。

「取材ボランティア」に参加した
方へのインタビューより

　市民活動団体への取材を通して、ＮＰＯや市民
活動への参加の機会はたくさんあり、学生も参加
することが難しくないことがわかりました。

新たな気づきを得る事ができました

　センターで活動させていただいたのは、２か月間と短
い期間ではありましたが、大変有意義な活動を行わせて
いただきました。特に、山形市コミュニティファンドで
の活動は、行政やＮＰＯ、一般市民の方々、そして、セ
ンター職員の方々とともに行う事業であり、1 人の市民
としてどのような形で公共サービスに関わるのかを考え
る良い契機となりました。この経験を糧に、これからも
諸活動に励んでいきたいと思っています。

２０１９年度 インターン　高橋恭平さん
 （山形大学４年生）

　私は大学で社会教育主事を取得するために、セン
ターで 6 日間実習をさせていただきました。僅かで
すが活動を行っている方たちの力に少しでもなれた
ことが嬉しく、本当に貴重な時間でした。実習を経
て、私の中で変化がありました。それは今まで興味
をあまり示していなかったこの社会での問題や、課
題に目を向けるようになったことです。そういった
変化や新たな気づきを得ることが出来てとても有意
義な時間でした。

社会教育実習 実習生　山本ひろかさん 
（東北芸術工科大学３年生）

社会教育実習 実習生　飯田美咲さん 
（東北芸術工科大学３年生）

　７日間の実習をさせていただきました。私は今
までボランティアやＮＰＯ、ＳＤＧｓについてあま
り知らなかったのですが、実習を通して知ること
ができました。また、センターでは利用者に対し
て色々な支援の仕方があるという事も知ることが
できました。相談に乗るのはもちろんのこと、た
めになる情報を定期的に発信したり、講座を開い
たり、施設内をより使いやすくしたりと沢山工夫
がされていました。ＮＰＯや団体に興味がある方は
是非利用してみてほしいと思います。

行政・ＮＰＯ・市民の
　　　　かかわりを知るきっかけに

センターを利用してみてほしいです

誰でも参加できる！市民活動・ＮＰＯに関する講座紹介

外に出て会場周辺をウォークラ
リーのように歩き、自然とふれあ
いながらＳＤＧｓを学びます。
自然と暮らしのつながりを発見し、
未来への「大切なもの」を見つけ
ましょう！

ＳＤＧｓ×ネイチャーゲーム

こんな方におススメ！
・自然環境分野の活動に興味がある方
・身近な自然を通してＳＤＧｓを学びたい方

12 6 13:00 ～ 15:30( 日 )/

企業やＮＰＯだけでなく、どんな方にでもＳＤＧｓを知って、
触れて、学んでもらえる、そんな場として開催しています。
次回は、「山形版ＳＤＧｓシミュレーションカードゲーム」を
通してＳＤＧｓへの理解を深めます。

ＳＤＧｓミーティング

こんな方におススメ！
・ＳＤＧｓについて興味がある方
・進学、就職に向けてＳＤＧｓを学びたい！という方

次回 12 16 18:00 ～ 20:00( 水 )/

（このカードゲームは、２０１９年度の東北芸術工科大学卒業／修了研究・制
作展において、建築・環境デザイン学科の最優秀賞を受賞したプログラムです）

最近の気になることについて気軽にお話する場です。
社会貢献やボランティアについて聞いてみたいことがあ
る！という方もお気軽にご参加ください。

※新型コロナウィルス感染症対策のため、来館の際は社会的距離の保持、マスクの着用、手洗い・手指の消毒にご協力ください。
　来館の際には利用者名簿（個人の場合は入館カード）へのご記入をお願いしています。記入した個人情報は施設内にて感染が確認

された場合に濃厚接触者を特定する目的でのみ使用され、それ以外の目的には使用致しません。保存期間は３０日間とし、期間が
終了したものは適切に破棄いたします。

つぶやきホッとサロン

こんな方におススメ！
・ＮＰＯ、ボランティアに興味がある方
・センターがどんな施設か知りたい方

次回 12 9 10:00 ～ 12:00( 水 )/

　「市民活動」や「ＮＰＯ」と聞くと、社会人が行う難しい活動だと考えている学生の方も多いかもしれません。しかし、
社会貢献活動には様々な形があり、私たちの身近な場所で行われています。当センターではＮＰＯに触れるのが初めてで
も参加できるたくさんの講座を開催しています。ＮＰＯ、市民活動に触れる１つの機会として、ぜひ参加してみてください。

ボランティア・講座に関するお問い合わせは当センターまで！

要申込要申込

申込不要・出入り自由

「ＮＰＯってなあに？」、「ＮＰＯって
何から始めたらいいの？」といった疑
問を解決するための講座です。

ＮＰＯ勉強会～入門編～

こんな方におススメ！
・ＮＰＯについて知りたい方
・市民活動に興味がある方

次回 12 19 14:30 ～ 16:30( 土 )/
要申込

（申込受付：12/1（火）～）

（申込受付：11/19（木）～）

講師：公益社団法人　日本シェアリングネイチャー協会
　　　代表理事　西澤信雄氏

講師：ＳＤＧｓ ｆoｒ Ｓｃｈｏｏｌ　認定エデュケーター
　　　佐藤朋子氏

センター入口に特大マスコットが登場！？
　画像は、以前「まちづくりの情報コーナー」が設置されていたセンター
東側の入口の様子です。実習に来ていた学生の方と「もっと人に来てもら
うには？」というテーマで話したときに、「雰囲気が固すぎるため楽しい
雰囲気にする」「霞城セントラルに来る学生にもっと来てもらうようにす
る」といった意見をもらい、この特大「んーぽくん」もその時に出た案の
１つでした。こちらの入口付近には、直近のイベント情報を設置していま
す。市民活動のイベントをお探しの方は是非お越しください。

市民活動情報コーナー


