
今号の内容

　今年も気がつけば 10月になり、年度の下半
期を迎えました。当センターでは現在、11月
後半から行われるやまがたＮＰＯウィーク
２０２２に向けて準備をしています。
　この写真のんーぽちゃんは何に使われるの
か、楽しみにお待ちください。

▲紙面でご覧の方は、ぜひブログなどでカラーの写真をご覧ください
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山形市市民活動支援センター

10 月 29日開催のセミナーに向け、「摂食障害」とはどんな病気なのかを特集します。

「摂食障害」ってどんな病気？
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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！

「摂食障害」ってどんな病気？



「摂食障害」を取り巻く方々の話を聞いてみませんか？

「摂食障害」の様々な症状とケース

「摂食障害」は治せる病気

「摂食障害」とは？

　摂食障害は、症状によって細かく分類され、代表的な病気に 「神経性やせ症」 「神経性過食症」 「過食性障害」
があります。 ダイエットや生活環境の変化などをきっかけに、 10 ～ 20 代の若者、 女性がかかる割合が多い病
気ですが、 年齢、 性別、 社会的な環境を問わず誰にでも発症する可能性があります。

　摂食障害の治療は、 体重や食事だけの問題ではなく、 こころとからだの両
面から行われます。 症状の他にも、 併発している病気や精神疾患の有無、
背景の問題など、 それぞれに応じた治療が行われます。 また、 治療には周り
の理解と協力も手がかりとなることから、 家族への支援も行われます。

　摂食障害は治療や支援によって治すことができる病気です。 このセミナーで様々な立場の方から話
を聞いて、摂食障害に対する理解を深めましょう。関心のある方であれば、どなたでも参加いただけます。

　みなさんは 「摂食障害」 という病気を知っていますか？
　センターでは、 10 月 29 日 （土） に摂食障害につい
て考えるセミナー 「摂食障害について考えよう～私らしく
生きるために～」を開催します。 セミナーの開催にあたり、
今回のとぴあすでは 「摂食障害」 とはどんなものなのか
を特集します。

参考 ： 「みんなのメンタルヘルス」 （厚生労働省）
　　　「摂食障害情報ポータルサイト」 （摂食障害全国支援センター）

https://www.mhlw.go.jp
https://www.edportal.jp

　このような 「こころの症状」 の他にも、 低体重による低血圧や低体温、 睡眠が不規則になる、
女性の場合は月経が止まるなどの 「からだの症状」 があらわれる場合も。 「摂食障害」 の症状は、
こころの症状、 からだの症状共に様々です。

令和４年１０月２９日 （土） １４ ： ００～１６ ： ００開催日
（１０月２7 日 （木） 申込締切）

場　所

「摂食障害について考えよう～私らしく生きるために～」

　食事の量や食べ方など、 食事に関連した行動の異常が続き、 体重や体型のとらえ
方などを中心に、 心と体の両方に影響が及ぶ病気をまとめて摂食障害と呼びます。

体重の増加への不安から、
食べることが苦痛になった。

または食べても吐き戻してしまう。

症状を隠している
ケースや、 本人に
自覚がないケース

もあるよ！

過度なダイエットの反動で、
食べる量をコントロールできなくなり

過食を繰り返してしまう

過度な運動を行ったり、
必要以上に下剤や

痩せ薬をつかってしまう。 など

出演者
・ 若宮病院  精神科医師   石井 玄樹さん
・ 摂食障害経験者の方
・ 養護教諭の方
・ マゼンタリボン運動本部 （愛媛県の支援団体）

体重が 100g 増えたことでも、
ダイエットが失敗したと

落ち込んでしまう

「摂食障害」
セミナー 「摂食障害について考えよう～私らしく生きるために～」 開催

ってどんな病気？ってどんな病気？

（厚生労働省 『みんなのメンタルヘルス総合サイト』 より）

１０月２７日 （木）

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２３階）



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

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

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！

最新情報はセンターウェブサイトをチェック！！

私の「罪悪感」
―第１４回哲学カフェ　Salon de Yamagata

■日時　１１月９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。１４回目のテーマは私の「罪悪感」。年齢、
職業問わず、どなたでも参加可能です。

サポーター５０人大募集！
　　紛争下にいる子どもたちの未来を応援しよう。
月１，０００円（１日約３３円）からの国際協力を始め
てみませんか。マンスリーサポーターは、毎月定額のご
寄付を継続的にお寄せいただく支援の方法です。「何かし
たい」というあなたの想いを、必要としている方たちの
もとへ、確実にお届けします。
※ＩＶＹへの寄付金は、税制上の優遇措置が受けられます。

「やまがたＮＰＯウィーク２０２２」
では、ポスターやチラシの展示により自団体 の
活動内容などをＰＲする参加団体を募集中です。展示パ
ネルに限りがあるため、先着１０団体までとさせていた
だきます。また、ステージ発表や団体の活動紹介が出来
るブースもあります。是非ご参加ください。

このコーナーでは今年のＮＰＯ
ウィークの注目イベント情報などを
ピックアップして紹介していきます。

「摂食障害について考えよう～私らしく生きるために～」     
参加者募集　

■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２３階）

■日時　１０月２９日（土）１４：００～１６：００

※詳しい情報は左ページ下に掲載しています。

チラシ・ポスター作成講座

■日時　１１月５日（土）１８：３０～２０：３０
■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）

パワーポイントを使ったチラシやポスターの作成方法
と、デザインのコツをお話します。初心者の方の参加も
大歓迎！この講座で作成した制作物をＮＰＯウィークで
展示しませんか？

関連講座関連講座

■申込締切　１１月２日（水）

参加団体大募集！　

■申込締切　１１月１０日（木）

今年もやります
　　　　ＮＰＯウィーク！
今年もやります
　　　　ＮＰＯウィーク！

一箱古本市プレイベント開催決定！
１２月１８日（日）に開催される一箱古本市開催に先立
ち、ＮＰＯウィークでもプレイベント開催が決定！掘り
出し物の本が見つかるかも？
■日時　１２月４日（日）１０：００～１５：３０
■場所　霞城セントラル１階アトリウム
■共催　一箱古本市＠山形

紙芝居がやってくる！　
山形紙芝居研究会の皆さんによる紙芝居を上演し
ます。実際に生の迫力ある紙芝居をご覧ください。
きっと、紙芝居の世界に引き込まれるはず。
その他にもステージ発表を用意しています。お楽しみに！

■日時　１２月３日（土）１３：００～１３：３０
■場所　霞城セントラル１階アトリウム　ステージ

●連絡先／
　認定ＮＰＯ法人 ＩＶＹ（アイビー）
　０２３－６３４－９８３０ （受付時間 ： 平日１０～１８時）　
　 
女性のエンパワメント講座
母親、姑、娘、妻、会社員…　さまざまな役割を背負い、
気がづけば、周囲や家族から” 期待される自分” に慣れす
ぎていませんか。一度立ち止まって考えてみませんか？
　第一回
■日時　１０月２９日（土）
　　　　１４：００～１６:００
■会場　山形県男女共同参画センターチェリア２階学習室
　　　　（山形市緑町１丁目２ー３６　遊学館内）
■講師　女性応援ＮＰＯ　Ｓｉｓｔｅｒｈｏｏｄ運営委員
　　　　滝口克典氏
第二回
■日時　１１月２０日（日）
　　　　１４：００～１６:００
■会場　山形テルサ　研修室Ａ
　　　　（山形市双葉町１ー２ー３）
■講師　絵本セラピスト協会 ® 認定絵本セラピスト
　　　　村松由里子氏
●連絡先／
　ＮＰＯ法人　クローバーの会アットやまがた
　０２３－６６４－２２７５
　josei.clover@gmail.com 

ひきこもりの精神医学的な背景要因とその支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・対応について
村山保健所、山形県精神保健福祉センター、山形市保健
所で「ひきこもり相談」を担当している社会医療法人二
本松会かみのやま病院院長　村岡 義明氏を講師にお呼び
して、講演会を開催いたします。　

　■日時　１１月１３日（日）
　　　　　１４：００～１６：３０（１３：３０より受付）
　■会場　Ｔ.Ｉ.Ｓ. カンファレンスセンター Ａ会議室
　　　　　　（山形市大字漆山字大段１８６５番地５）
　■対　象：ひきこもり等困難を抱える若者のご家族、支援者、
　　　　　　関心のある方
　■受講料：無料
　■定　員：５０名
　■申込方法：参加申込書にご記入のうえ、ＦＡＸ、または電話
　　　　　　　・メールでお申込みください。
　●連絡先／

　認定ＮＰＯ法人　発達支援研究センター
　０２３－６２３―６６２２
　０２３ー６２２ー７００３
　welcome.yamasapo@amail.plala.or.jp

若者相談支援拠点・やまがた若者サポートステーション 講演会

団体の活動をＰＲしませんか？

～



　ひとり段ボール一箱ほどの古本を売る、「一箱古本
市」というイベントをご存知ですか？東京の不忍ブッ
クストリートを発端に、今や全国で人気を博して 15
年以上が経ちました。私たちはこのイベントを、山
形市を拠点に 2011 年より開催しています。書店員や
図書館員などをしている〝本好き有志〟が中心です。
　出店者さん達は、お互いに氏素性を知らない者同
士。でも、この場でしかできない本にまつわる打ち
解けたやり取りが生まれています。店主さんの感性

や関心事や発信したいことなどが、回を重ねるごと
に充実してきて、魅力的なお店がたくさんあります。
　日常から離れて、思いもかけない本と人との出会
いが醸される場所。どうぞ、皆様のご参加をお待ち
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

今号で特集した摂食障害の他にも、センターには様々な支援をしている団体が
登録しています。関心のある方は、ぜひ当センターをご活用ください（後藤）

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.49 インボイスお役立ちサイト
　 令和５年 10 月 1 日よりインボイス制度が開始さ
れますが、まだ準備をされていない事業者も多いの
ではないでしょうか。インボイス制度に登録する事
にしたが、申請書の書き方がわからない方にお勧め
したい情報があります。ＮＰＯ法人にお馴染みの会
計ソフトを販売している会社が行っている「みんな
のインボイス」というサービスです。これはウェブ
上で、質問に答えていくと、簡単に申請書が作成で

きるサービスです。書類はメール
にてＰＤＦで届きます。もちろん
無料です。申請書の書き方に悩ま
れている方は試してみてはいかがでしょうか。令和
５年 10 月１日から登録を受けようという事業者は、
原則令和５年３月 31 日までに登録申請書を提出し
なければなりません。皆さん、準備はお早めに。

（文責：吉田）

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

一箱古本市＠山形
　代表　嵐田　詩子さん

〒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／一箱古本市＠山形実行委員会事務局
　 185yamagata@gmail.com
　 ０９０－１３７９－３５８８（嵐田）

　 

● このコーナーはこれまでに講座や窓口相談でいただいた質問をピックアップし、内容を一部編集した上で掲載しています。

　ＮＰＯ法人（認定含む）の数は、全国に 50,523 法人あり、その内、山形県では 436 法人、山形
市は 98 法人が認証されています。この数字は所轄庁への手続きを行い、法人登記した団体のみの
数字で、設立の手続きが必要ない任意団体（ＮＰＯ・市民活動団体）を含めると更に多くの団体が活
動しています。当センター「市民活動情報ライブラリー」では、センターに登録されている団体の

情報を見ることができます。山形市を中心に活動するＮＰＯに興味がある方はぜひ足をお運びください。

● このコーナーはこれまでに講座や窓口相談でいただいた質問をピックアップし、内容を一部編集した上で掲載しています。

Q. 山形にはどのぐらいＮＰＯがあるの？
Ａ.

● このコーナーはこれまでに講座や窓口相談でいただいた質問をピックアップし、内容を一部編集した上で掲載しています。

ＮＰＯ法人のみで見ると山形県では４３６法人ありますが、
任意団体を含めるともっといっぱいあります！

認証書

※団体数は令和４年 8 月 31 日現在のものです　
　団体数の引用元：内閣府 NPO 法人ポータルサイト（全国・山形県）、山形市公式ホームページ（山形市）

認証書




