
今号の内容

センターの窓口に掲示している毎月の休館日
には、季節ごとのイラストが入っています。
今年からそのイラスト作成をアルバイト職員
の芸工大３年生、鈴木さんが担当しているの
ですが、そのイラストが可愛い！と大好評！

山形市市民活動支援センターとは

令和 4年度山形市コミュニティファンド　

市民活動ひとくちコラム「NPO 法人  あーちゃんの家」
センター職員のいちおし！ vol.46

イベント・講座情報「んーぽ新聞」

とぴあす連載コーナー

スタッフブログ
更新中！

山形市市民活動支援センター

７月９日に行われた今年度の公開プレゼンテーションのようすや、採択事業をご紹介します。
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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！

▲鈴木さんより、とぴあすのためにイラストを描いていただきました！

公開プレゼンテーション開催　

作者のコメント

公開プレゼンテーション 開催　
令和 4年度山形市コミュニティファンド　

自分の特技が活かせることができて
とてもうれしいです！！
もっと素敵なイラスト描くために
たくさん勉強していきたいと思います！

休館日案内は窓口と
ビル内の案内板で
見ることができます！

ようこそ！山形市市民活動支援センターへ  
山大インターン生にちょこっとインタビュー！



それぞれの団体の発表時間は６分間！
そのなかで各団体とも工夫を凝らしての発表です。

　７月９日土曜日に、山形テルサ 1階大会議室を会場として、今年度の山形市コミュニティ
ファンド公開プレゼンテーションが開催されました。 そのときのようすや、 参加 団体、 採
択事業をご紹介します。

▲熱心に聞き入る市民
審査員の皆さん

令和 4年度山形市コミュニティファンド　

採択された団体には認定証が交付されました▲

～参加団体発表～

～投票結果発表～

2022
やまがた de愛ミーティング　
アフターコロナの結婚支援

ベニちゃんバス （東くるりん西くるりん） バスアプリ

▲いよいよ投票です！

結果はいかに？

認定

歴史的建造物で山形 ・日本文化発見プロジェクト

パーキング ・パーミット制度を広く知ってもらおう！

結婚支援プロジェクト
山形市コミュニティファンド
について、 詳細はこちらか
らご覧ください。

令和 4年度　採択事業一覧
学校法人山本学園
創立 100 周年記念事業実行委員会

学校法人山本学園
創立 100 周年記念事業実行委員会

やまがたし良縁隊

やまがたし良縁隊

全国脊髄損傷者連合会山形県支部　
チームやまがた２０２２

全国脊髄損傷者連合会山形県支部　
チームやまがた２０２２

特定非営利活動法人 アジェンダやまがた

特定非営利活動法人アジェンダやまがた

特定非営利活動法人 A Village

特定非営利活動法人 A Village

山形歴史たてもの研究会

山形歴史たてもの研究会

すべての子どもに音楽で自分を表現する喜びを
特別支援教育における新しい音楽指導法の提案 ・普及事業

※得票順 （３位は同率得票数でした）

第１位 第２位

第３位

第５位

第３位

第６位



●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

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入門編～

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

登録団体からのお知らせ

■日時　８月１９日（金）１９：００～２１：００
■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）
　　　　オンライン（Ｚｏｏｍ使用）
■定員　会場参加　１０名
　　　　オンライン参加　１０名
　　　　※どちらも先着順。定員に達し次第締切。　

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！

「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。

最新情報はセンターウェブサイトをチェック！！

「じもと」語り
―第１１回哲学カフェ　Salon de Yamagata

■日時　８月１０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、決められたひとつのテーマに
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。１１回目のテーマは「じもと」語りです。年齢、
職業問わず、どなたでも参加可能です。
あなたは自分の「じもと」、好きですか？

子ども食堂・地域食堂「楽（らく）」
一緒に楽しく食べよう！お弁当の持ち帰りのみもＯＫ！
これまでに来たことがない方も、ぜひご参加ください。

■日時   ７月２５日（月）１６：３０～１８：４０
　　　　※食材利用のみの方は、１７：３０～１８：２０に
　　　　　取りに来てください
■会場    山形市小白川町ファミリーマート山形小白川３丁目店
　　　　２階（山形市小白川町３丁目７－３１）
■対象    子どもとその保護者や一人暮らしの高齢者
●連絡先／山形てのひら支援ネット
      ０８０－３１９２－５９１５ （岡部）
      ０９０－８７８２－９４５７ （安達）
      kodomo.s.raku@gmail.com

霞城公園 月例探鳥会７月

朝の公園でヨガ体験

繁殖の季節も終わり、公園内は静かになっているかもし
れません。そんな中でも、巣立ったばかりの幼鳥たちは
元気に動いているかと思います。かわいらしい幼鳥の姿
を探してみましょう。
■日時　７月２４日（日）※荒天中止
　　　　６：００（８時頃解散予定）
■場所　霞城公園駐車場（東大手門の北側）
■参加費　会員１００円、非会員３００円、高校生以下は無料

●連絡先／日本野鳥の会山形県支部
     yamagata42yacho@yahoo.co.jp

大切な人を亡くした方の「わかちあいの会」

大切な人を亡くされたあなたへ、安心して話せる場所があ
ります。ご遺族同士が様々な思いを語る場所、それが「わ
かちあいの会」です。参加費は無料です。準備の都合上、
事前にご連絡ください。
■日時　７月２４日（日）１４：００～１６：００
■場所　山形市霞城公民館　研修室１Ａ
　　　　（山形県山形市城西町２丁目２－１５）　
●連絡先／ＮＰＯ法人 仙台グリーフケア研究会
     ０７０－５５４８－２１８６
     griefoffice＠gmail.com

山形県からのお知らせ

～「ひとりで悩んでいませんか？」～
女性の交流スペースの設置や生理用品の無償配布を実施中

山形県では、ＮＰＯ等の民間団体と協力・連携して、コ
ロナ禍で様々な不安や悩みを抱える女性に寄り添った支
援を行うため、女性が気軽に交流できる場所の設置や生
理用品の無償配布を実施しています。
実施している施設や団体につきましては、
右記２次元コードよりご確認いただけます。
おひとりで悩まずにお気軽にご利用ください。

●連絡先／山形の公益活動を応援する会 ・ アミル
　 ０２３－６７４－０６０６　　０２３－６７４－０８０８
     mail@amill.org

第８回　やまがたダッシュ王選手権

■日時　８月１１日（木・祝）
　　　　受付開始１１：３０　競技開始１２：３０
　　　　終了１７：３０（予定）　※雨天決行
■場所　ネッツえがおフィールド（山形市あかねヶ丘陸上競技場）
　　　　（山形市あかねヶ丘２－４－１）
■参加料　個人参加：１，０００円（山形ＴＦＣ会員は５００円、
　　　　　申込時に口座引落をご利用中の会員は無料）
　　　　　ファミリー（成人と小学生以下のご家族）：２，０００円
　　　　　（１組につき同一世帯の成人２人まで。子供の人数は問いません。）
■申込締切　受付中～７月２９日（金）※定員になり次第受付終了

　

　　

●連絡先／ＮＰＯ法人　山形ＴＦＣ
　０７０－２０１６－７６８９ （事務局携帯 )
　info_tfc@yamagata-tfc.org

山形県「令和４年度やまがた女性のつながりサポート事業」

ダッシュ自慢集まれ！５０Ｍを２回走り、合計タイムで
各世代のやまがたダッシュ王を決定します！親子対決や
大人ＶＳ小学生など、通常の競技会では見られないレー
スが繰り広げられます。楽しいイベントも盛りだくさん
で、皆様のご参加をお待ちしております！

■日時　８月２１日 ( 日 )　６：００～７：００　雨天中止
■場所　西沼田遺跡公園　芝生広場
■料金　５００円（小学生は１００円、未就学児無料）
■申込み　定員３０人になり次第締め切り

初心者向けのヨガ体験です。自分を労わるような優しい
ストレッチを中心にしながら、立木のポーズなどにも挑
戦します。みんなでアウトドアヨガを楽しみましょう！



ＮＰＯ法人「あーちゃんの家」は、猫の殺処分０と、
人と動物に優しい社会を実現することを目標に、こ
の５月に設立したばかりの団体です。

主な事業内容は、野良猫の避妊去勢推進、飼い主（特
に高齢者）を失った猫の引き取り、保護、治療、その他、
猫の福祉に関わる様々なことです。

現在、事業所には野良猫だった猫が３０匹、楽し
く暮らしています。私は、過去１０年間で約１００
匹の猫を保護、飼育しました。それぞれが壮絶な体

験をした猫ばかりですが、この事業を立ち上げるきっ
かけをくれました。皆様も一度遊びに来てください
ね。

まだ始まったばかりですので、市民の皆様のお力
を借りながら前へ進んで行きたいと思っております。
どうぞ宜しくお願い致します。

★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：川部・後藤

今年の夏は例年以上に酷暑の日々が続いています。こんな日には表紙に描かれた
ふらっとふれんずたちのように、ひさしぶりに海に遊びに行きたいですね。（川部）

発行 :山形市市民活動支援センター 霞城公園
（山形城跡）
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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.46 書籍　NPO 法人会計基準「みんなで解決！質問掲示板」10 年の軌跡

　 NPO 法人会計基準協議会のウェブサイトの質問
掲示板に 10 年以上にわたり蓄積されてきた 670 件
を超える質疑応答を整理し、よくある質問という形
で 203 件をまとめたものです。NPO のみなさんが
会計に関する質問や疑問を持った時に読んでいただ
き解決を図るとともに、他の人もこの質問掲示板を
見て参考にすることができます。

この 10 年どんな質問が出されたかを理解すること
が出来ますし、読み物のように関心のある箇所をめ
くっていただいても役に立つことと思います。
当センターの窓口に備えてありますので、興味のあ
る方は職員までお気軽に声がけくださいね。NPO の
役員の方や会計担当の方に特におすすめしたい書籍
です。（文責：有川）

市民活動ひとくちひとくちコラム

とぴあす 連載コーナー

ＮＰＯ法人あーちゃんの家
理事長　木村　貞子さん

〒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！

●連絡先／ NPO 法人あーちゃんの家
　 ０９０－８６１４－４４６１（木村）
　　achannoie.happynyan@gmail.com
　 

「みんなで解決！質問掲示板」、「みんなで解決！質問掲示板」回答委員会　著　
NPO法人会計基準協議会　発行

佐々木　彩登さん
山形大学人文社会科学部
地域公共政策コース　

山形大学人文社会科学部
地域公共政策コース　 黒田　慎斗さん

ようこそ！
　山形市市民活動支援センターへ

　

—あなたの夢を教えてください

私は将来自分の地元の人口減少を緩やかにしていく政策
を立案し、実行していきたいと考えています。また、そ
れが成功した後は、他の地域のサポートや、人口増加の
ための政策立案にもつなげていけるようになりたいで
す。

「サマーウォーズ」という映画です。小さい頃にこの映
画を見た影響で、算数の勉強が楽しくなりました。また、
ICT を活用したまちづくりをしたいといった考えも、こ
の映画の影響が一番大きいと思っています。

—映画や本など、 あなたのいちおしの 1本を教えてください！

—あなたが現在一番興味をもって学んでい
ることはなんですか？

「行政学」です。「行政学」は日本の中央政府のことや地
方自治体、公務員の実態について取り扱っている授業な
のでとても面白く、将来働きたいと思っている行政の分
野に、直接的につながる内容を学んでいます。
—映画や本など、 あなたのいちおしの 1本を教えてください！

アドラー心理学について書かれた「嫌われる勇気」とい
う本で、高校の時に担任の先生からすすめられて読みま
した。人間関係の悩みについて書かれた本なので、少し
でも悩みを感じている人にはぜひ読んでほしい一冊です。
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