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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

令和４年１月１５日発行

山形市市民活動支援センターだより

と ぴ あす

今号の目次

●山形市市民活動支援センター主催講座・イベントのご案内

●センター職員のいちおし！ vol.41

・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：後藤・川部

あけましておめでとうございます。今号の個人的なイ
チオシは「おせちの三段重を抱えたおーすけ」です。
本年も当センター情報紙「とぴあす」をご愛読のほど、
よろしくお願い致します。（後藤）

集
編

後
記

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.41 第 14 回やまがた市民活動まつり～ with コロナ～
　やまがた市民活動まつりは当センターの登
録団体で構成される山形市市民活動支援セン
ター連絡協議会によって、毎年２月に霞城セ
ントラル１階アトリウムにて一般の方に市民
活動団体について知ってもらおうとブースを
設置したり、ステージ発表を行って、団体の
紹介をしてきました。
　しかし、新型コロナウイルスによって、大
勢で集まるイベントが自粛となってしまいま
した。そんな中でもまつりは続けたいと昨年
のやまがた市民活動まつりはパネル展示と、
動画による団体紹介という形で開催しました。

　今年もその流れを踏襲
し、１月 30 日 ( 日 ) か
ら２月５日 ( 土 ) は山形
駅東西自由通路アピカに
てパネル展示、２月６日
( 日 ) は霞城セントラル１階アトリウムでパネ
ル展示と動画の紹介を行います。最終日には
ベニちゃんにも会えるかも？近くに来られた
際は是非、やまがた市民活動まつりをご覧く
ださい。動画参加の団体は当センターの Web
サイトでも紹介する予定です。是非、チェッ
クしてみてください。（吉田）

●

当センターが主催する今後の催しです。お問い合わせ・お申し込みは当センターまで。

.

「ふらっと」に作品を展示してみませんか？

展示スペースをご活用ください！

●「やまがたＮＰＯウィーク２０２１」開催レポート

● 当センター会議室等の利用制限が緩和されました

● 山形県「やまがた女性のつながり緊急サポート事業」当センターでの取り組み

山形市市民活動支援センター主催講座・イベントのご案内

おーすけ

ぴーちゃん

んーぽちゃん

▲市民活動情報コーナー「ふらっと」を、展示スペースとしてご利用いただけます。
　市民活動団体の活動紹介や作品発表の場として、「ふらっと」をご活用ください。

「ふらっと」展示スペースをご活用ください！
作品を展示してみませんか？

パワーポイントでチラシ作成講座
ふらっとふれんずと学ぼう！

第５回　テーマ「表現するということ」

　「ふらっとふれんず」と一緒に、チラシ作成のコ
ツを学びませんか？団体の活動のチラシを ”ワン
ランクアップ ”したい方のための講座です。

ＮＰＯ勉強会

会場
日時

・山形市市民活動支援センター会議室Ｂ

・オンライン開催（Zoom使用）
定員

オンライン参加の定員が10名に変更になりました

会場
日時

定員

会場先着５名、オンライン先着10名 定員 8名程度

1/26(水)まで

（霞城セントラル22階）

（土）1/29 19:00～21:00

哲学カフェ サロンｄｅやまがた～NPO 入門編～

申込締切

山形市市民活動支援センター高度情報会議室

先着25名 2/16(水)まで
（霞城セントラル23階）

（土）2 /19 10:00～12:00

申込締切

会場

日時

　「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。

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）

（水）2 / 9 14:00～16:00

毎月第二水曜日に、ひとつのテーマに沿って悩み
や思っていることなどを自由に話しあうサロンで
す。どなたでもお気軽にご参加ください。

ＮＰＯ勉強会

会場
日時

山形市市民活動支援センター会議室Ｂ

定員 先着20名 2/10(木)まで
（霞城セントラル22階）

（土）2/12 14:30～16:30

～NPO 法人運営編～

申込締切

　毎年度の書類の手続きや総会の開催など、
NPO法人の事務局に携わっている方や、これか
ら関わりを持つ方を対象にした講座です。

このスペースで
団体の活動紹介や、

作品を展示して
みませんか？
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YouTube はこちら

山形県「やまがた女性のつながり緊急サポート事業」を実施しています

YouTube チャンネル公開！
山形市市民活動支援センターご利用の際は、引き続き感染症への対策のご協力よろしくお願いします

●○当センター会議室等の利用制限が緩和されました○●

※営利・販売目的、また、政治活動、宗教活動を目的とした展示はご利用いただけません。
※展示期間中に関わる当センターでの駐車券の補助はありません。必要な場合は各駐車場にお問い合わせください。

「やまがたＮＰＯウィーク２０２１」開催レポート
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　令和３年 12月 17日（金）より、当センター会議室等の利用制限が緩和されました。現在の会議室の定員
は、23階高度情報会議室が 60 名程度、会議室Ａが 10 名程度、22階会議室Ｂが 20 名程度です。今後も基
本的な感染対策を行った上、当センターをご活用くださいますようお願い申し上げます。
※入館カードや利用者名簿に記入いただいた個人情報は施設内で感染者が確認された場合の感染拡大防止のため、濃厚接触者を特定する目的
で使用されます。また、保存期間は 30日とし、保存期間が終了したものは破棄いたします。
※今後の感染状況により、再び利用制限や臨時休館になる可能性があります。その場合は、既に会議室使用許可証が交付済であっても利用制
限や利用中止となりますので、あらかじめ御了承ください。

　12月 1日は「特定非営利活動促進法（通称ＮＰＯ法）」施行記念日であることにちなみ、
今年度も 12月 1日から 5日まで「やまがたＮＰＯウィーク 2021」を開催しました！

　当センターでは、市民活動情報コーナー「ふらっと」を活用した展示スペースの提供を開始しました。
団体の活動ＰＲを考えている方や、作品の発表場所をお探しの方、この機会に「ふらっと」を活用してみませんか？

　この度、山形市市民活動支援センター指定管理者「NPO法人山形の公益活動を応援する会・アミル」では、山
形県「やまがた女性のつながり緊急サポート事業」委託事業として、コロナ禍における女性のつながりサポート事
業の委託を受けました。
　この事業は、新型コロナウイルス感染症の問題が長引く中で、女性の雇用や生活への影響が続いていることから、
孤独・孤立や様々な不安・悩みを抱える女性に対する支援の強化を図るものです。当団体「山形の公益活動を応援
する会・アミル」では、事業の中で、必要な方への生理用品の配布と支援情報の提供を行っています。また、当団
体とのつながりを持つ団体やNPO法人を通し、支援を必要としている人たちにお届けしています。山形市市民活
動支援センター内でも事業を実施しており、入居している霞城
セントラルの 22階と 23階の女子トイレに、生理用品を「必要
な方はお使いください」というメッセージカードとともに、置
かせていただいています。この事業のリーフレットには、女性
のためのこころの無料相談や、女性が安心して立ち寄れる交流
スペースや交流イベントなどの情報が満載されています。
　気軽に相談できる人や機会がない、誰かと話したい、仕事や
家庭のことで悩んでいる、誰かに悩みを聞いてほしい、生理用
品の購入で困っている、そんな方はぜひご利用くださいね。

　さらに今回は「当センターに来てもらおう」という事で、クイズラリーやぬり絵のイベ
ントを開催しました。当日は大勢の子どもたちや一般の方たちに、22階市民活動情報コー
ナ－「ふらっと」にお越しいただき、イベントを楽しんでいただきました。

　各会議室や「ふらっと」を会場に、「NPO勉強会～NPO入門編～」「はじめての SDGs」
「哲学カフェ」「オンライン体験講座＋リモートやまがたNPO博」を開催しました。今後
の活動に役立てられる何かしらのヒントをつかんでいただけるような機会を提供しました。

参加してくれた
みんなには、
「卓上カレンダー」を
プレゼントしたよ！

今回のNPOウィークで上映した動画を見ることがで
きます。今後もセンターやNPOに関する動画を更新
していきます。お楽しみに！

ご来場・ご参加いただき
ありがとうございました！

こんな展示ができます！

展示利用について

・団体の活動内容を展示して紹介したい！
・団体のメンバーや利用者が作った作品を展示したい！
・絵画や写真など、個人の作品展を行いたい！等

● 備品が使用できます

● 期間は２週間ご利用いただけます

● 当センターで広報にご協力します

　霞城セントラル１階アトリウムを会場に、パネルの展示を通して山形市市民活動支援セ
ンターの取り組みと、市民活動やＮＰＯ活動に関心を持っていただける機会を提供しまし
た。また、会場に設置されている動画上映設備、アルゴビジョンをお借りして、「ふらっ
とふれんず紹介ムービー」他、4本の動画を上映しました。

『やまがた NPO 博』

『クイズラリー・「ふらっとふれんず」ぬり絵』

『センター主催講座』

上映した動画は
子どもたちにも
大好評でした！

手指の消毒
相談・印刷等
利用の事前予約マスクの着用

対策をとった
上での飲食

名簿・入館カード
への記入

空調の常時起動
による換気

詳細はこちら !
展示は当センター共催とし、ウェブサイトやメールマガジンなどで広報に協力させてい
ただきます。ポスターやチラシなど必要な方は原則として主催者側でご用意ください。

展示スペースをご活用ください！「ふらっと」

有孔パネル、パネルフック、オープンシェルフ、
ホワイトボード、展示に関わる文房具類を貸し出し可能です。

展示期間は最大２週間の展示となります。短縮、延長等の
期間の変更についてはセンターへお問い合わせください。

よろしくね！

当事業は山形市市民活動支援センター指定管理者「NPO法人山形の公益活動を応援する会・アミル」が委託を受け実施しています。

（展示は無料でご利用いただけます。ＮＰＯや市民活動を行う団体、教育機関等の営利を目的としない団体・個人の展示に限ります。）

作品を展示してみませんか？

たくさんの人が集まる
「霞城セントラル」の
２２階にあるよ！

上：オープンシェルフ
右：有孔パネル

展示をご希望の方は当センターまでお問い合わせください
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