
今号の内容

市民活動情報コーナー「ふらっと」に
て、梶原丈義さんによる展示「東北芸
術工科大学　版画コース　課題成果
展」が開催されました。色とりどりの
作品は「銅版画」と「水彩モノタイプ」
という版画の技法を使用して作成され
ているそうです。

山形市市民活動支援センターとは

今年度からセンターのココが変わりました！

市民活動Ｑ＆Ａ「ＮＰＯ（えぬぴーおー）って何？」
市民活動ひとくちコラム「お母さん業界新聞山形支部」
センター職員のいちおし！ vol.43

イベント・講座情報「んーぽ新聞」

とぴあす連載コーナー

んーぽちゃん

スタッフブログ
更新中！

山形市市民活動支援センター

情報紙、印刷機などなど ... 今年度からセンターの様々なものが新しくなりました。詳細は中面へ！

特集：今年度からセンターのココが変わりました！
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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！

今
年
度
も

よ
ろ
し
く
ね
！



　当センターでは市民活動を行っている皆さんや、興味がある方、始めてみたい方に
よりセンターを活用していただけるよう、新たに追加、リニューアルしたものがあります。
今号ではそんなセンターの「ココが変わった」をご紹介します。

とぴあすは
毎月第３木曜日
発行だよ！

とぴあす紙面も
２色輪転機で
印刷しています

センターの が変わりました

が月刊になりました！とぴあす

が新しくなりました！輪転機

が入りました！新刊図書

センター
ウェブサイト

　当センターで発行している情報紙「とぴあす」と月刊紙「んーぽ新聞」を統合し、月１回発行
の情報紙としてリニューアルしました！月刊紙に掲載していたイベント・講座情報などの情報に
加えて、ＮＰＯ・市民活動団体の活動紹介や、団体の運営に関する情報など、様々な情報を月刊で
お届けします。
　「とぴあす」はセンターウェブサイトで閲覧できる他、紙面でも発行しています。紙面は当セン
ター「ふらっと」の他、市内各施設に配架を依頼していますので、今度ともぜひ皆さんの活動に
お役立てください。

　センターに設置している２台の輪転機を新機種に交換しました！
「輪転機」は、紙の原稿、またはパソコンからデータを元に製版して印刷するため、印刷がとても
早いと利用者の方より好評いただいています。また、２色での印刷は、インクジェットとは違った

質感になりますので、普段とは違った雰囲気の仕上がりを試してみたい方にも
おすすめです。
　団体の広報誌やチラシの印刷などに、ぜひ輪転機をご活用ください。
　※利用には団体登録が必要です。

　市民活動情報コーナー「ふらっと」の図書コーナーに、今回は絵本をいろいろ取り揃えて
みました。「絵本は子どもの読み物」だと思っていませんか？実は大人が読んでも面白くて
勉強になり、心が癒されたり軽くなったりする絵本がたくさんあるんです！ 子育てや仕事に

「ちょっと疲れたなー」って感じたら、お子さんと一緒に、仕事帰りに、といろいろな「合い間」
に絵本を手に取ってみませんか？
　その他にも、ＮＰＯ法の逐条解説書やデザインブック、哲学書など、市民活動に役立つ
書籍も新たに取り揃えました。ぜひお気軽に「ふらっと」へ足をお運びください。

当センターでは、ＮＰＯに関する各種相談の他、山形市で市民活動を行う団体を対象に、
会議室の貸し出しや、印刷コーナーなどを提供しています。また、団体のイベント情
報やボランティア・会員募集などの広報のお手伝いを行っています。利用に関しての
お問い合わせは、裏面に記載されている連絡先までお気軽にご連絡ください。

※当センターの利用登録対象となる市民活動団体は、ＮＰＯ・市民活動などの社会的課題の解決を目的とした公益的な活
動を行う団体かつ、山形市内に事務所がある、または山形市内の方も対象に含まれる団体を対象にしています。

※「市民活動情報コーナー　ふらっと」は、どなたでもご利用いただけるスペースです。山形市で活動するＮＰＯ・
市民活動団体の情報が知りたい方だけでなく、図書コーナーの本を読みたい、パソコンでの作業をしたい、ちょっと
休憩したいという方もご利用いただけます。ぜひお立ち寄りください。

今年度も皆様の活動の場として当センターをご活動ください！

！
今年度から、

センターご利用案内



●連絡先／子ども ・ 若者たち、 その家族の居場所づくりＮＰＯ
　　　　　クローバーの会＠やまがた
　０２３－６６４－２２７５
　clover.yamagata@gmail.com

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
あなたも「とぴボラ」してみませんか？

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

センタースタッフに聞いてみよう！
印刷・作業コーナーの使い方

●連絡先／一箱古本市＠山形　事務局
　  185yamagata@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）
　kikaku@city.yamagata-yamagata.lg.jp

一箱古本市

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）補助事業の募集について 

■日時　５月５日 （木 ・ 祝） １０ ： ００～１５ ： ００
■場所　東ソーアリーナ＆遅筆堂文庫山形館エントランス
　　　　（山形市蔵王松ヶ丘２－１－３）

山形市からのお知らせ

■日時　５月２９日（日）１５：００～１６：３０
■場所　山形市市民活動支援センター 印刷コーナー
　　　　（霞城セントラル２２階）

　山形市コミュニティファンド（市民活動支援基金）は、
善意による寄附を原資とした、地域課題解決のための補
助金制度です。寄附を原資に、市民活動団体等へ補助金
を交付し様々な公益活動に役立てていただいています。
　現在、令和４年度の補助事業を募集中ですので、ご応
募の上、ご活用いただければ幸いです。

●募集期間　
令和４年４月１日（金）～４月２８日（木）
　補助の詳細や、応募資格、これまでの補助事業実績な
どは、山形市コミュニティファンドホームページに掲載
していますので、下記二次元コードよりご参照ください。

●連絡先／野良猫クラブ
　０２３－６３１－１２８１( 菅井 )

登録団体からのお知らせ

野良猫の相談会

■日時　毎月第３日曜日　１０：００～１２：００
（５/１５、６/１９　以下継続開催）
■場所　山形市市民活動支援センター　会議室Ｂ

■日時　毎月第三水曜日　１５：００～１７：００
■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）

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！

センターの印刷・作業コーナーには、皆さんの広報活
動のお役に立つものがいろいろと備えてあります。４
月から新しく導入した輪転機も含めセンタースタッフ
が備え付けの機器の説明と使い方を詳しく伝授します。

ボランティアの皆さんには、当センターで毎月発行して
いる情報紙（とぴあす）の郵送準備や郵送物の組合わせ、
封詰め作業のお手伝いをしていただきます。

最新情報はセンターウェブサイトをチェック！！

食を語ろう
―第８回哲学カフェ　Salon de Yamagata

■日時　５月１１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）

今回の哲学カフェ、テーマは「食」についてです。好き
嫌いや、いままで食べた美味しいものの話も大歓迎です。

ウクライナ緊急支援　緊急支援募金のお願い
　ＩＶＹではウクライナの人々への緊急人道支援を開始
します。皆さまのお力添えをいただけますよう、何卒宜
しくお願い申し上げます。  
●連絡先／認定ＮＰＯ法人 ＩＶＹ（アイビー）
　０２３－６３４－９８３０
　（受付時間　平日１０ ： ００～１８ ： ００）
　link@ivyjapan.org

●連絡先／美しい山形 ・ 最上川フォーラム
　  ０２３－６６６－３７３７
　   info@mogamigawa.gr.jp

夢の桜街道～桜の写真と灯りの展示会～

■日時：４月２５日（月）～４月２８日（木）
■会場：山形市役所エントランスホール
　　　　（山形市旅篭町二丁目３番２５号）
　　　　３月２２日（火）～５月３０日（月）まで、
　　　　複数会場でのロングラン展示です。

美しい山形フォーラムでは、山形県内の美しい風景を伝
えるために、桜や水辺の写真コンテストを行っています。
これまでの受賞作品の一部と、桜をモチーフにした優し
いひょうたんの灯りの展示を行います。  

　　　　

２年ぶりの開催となる今年。充実したおうち時間を過ご
すための一冊を見つけてみませんか？

●連絡先／ＮＰＯ法人　美しいやまがた森林活動支援センター
　 ０８０－５５７５－１５６１

復活！第１４回　大森林祭

■日時　５月５日（木・祝）１０：００～１５：００
■会場　南陽市小城及び吉野地区内

コロナ感染防止で自粛していた大森林祭、
今年は３年ぶりに開催します。
参加には事前予約が必要です。右記２次元コードよりお
申し込みください。

野良猫に関するお悩みがありましたらなんでもご相談
ください。

クローバーの会＠やまがた  親の会

■場　所：クローバーの会＠やまがた
　　　　　　（山形市南原町１－２７－２０）
■参加費：お茶代３００円
※人数制限をしての開催になります。定員になり次第締め切り
ますので、お早めにお申し込みください！

毎月第三水曜日の１９：００～２１：００ の開催、5 月
は１８日に開催します。ご参加お待ちしています！

４/28
締切（木）



２０１６年から約５年半、山形のお母さんに向け
て独自の新聞を作り続けてきました。主な内容は、
我が子の成長が嬉しかったとか、些細なことで怒っ
てしまったとか。何でもないことを書き続け、発行
し続けた理由は「あなたも私も孤独ではないよ」を
伝えたかったからです。山形で「孤育て」をするお
母さんを一人でも減らしたいという思いで活動を続
けてきました。

一人で始めた活動でしたが、一緒にやりたいと

言ってくれる友人もたくさんできました。「うちに新
聞を置いていいよ」と多くの施設やお店からあたた
かい言葉をいただきました。あちこちにつながりが
できたと思っています。

２０２２年２月が最終号になりましたが、今後も
お母さんたちが繋がれる場を作ろうと計画中です。
これからも一緒に子育てをしていける仲間を募集中
です。

★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

今回号よりとぴあすが月刊発行となり、紙面がリニューアルしました！
市民活動・ＮＰＯの情報源として、これからもよろしくお願いいたします。（後藤）

発行 :山形市民活動支援センター

ＮＰＯとは Non Prifit Organzation（非営利組織）の頭文字を取った言葉で、営利を目的
としない、市民が主体となって自発的に、社会的な課題を解決しようと活動している組織を
指します。広義では、社会福祉法人や一般社団法人、財団法人、労働組合などをＮＰＯに含
める考え方もありますが、 狭義では、ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）、市民活動団体（Ｎ
ＰＯ任意団体）、ボランティア団体を指す考え方が一般的です。

※狭義、広義のＮＰＯなど、ＮＰＯの概要には様々な解釈があるため、
　書籍やウェブサイトによって表現や表記が異なる場合があります。

● 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.ＮＰＯ（えぬぴーおー）って何？
Ａ. 営利を目的とせず、市民が主体となって自発的に、
社会的な課題を解決しようと活動している組織です。
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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.43 書籍「図解でわかる ＮＰＯ法人 一般社団法人 一番最初に読む本」

　非営利での社会貢献をする法人格を検討した際に、
選択肢として上がるのがＮＰＯ法人（特定非営利活
動法人）と、一般社団法人ではないでしょうか。こ
の書籍には、それぞれの設立、運営方法の基本がわ
かりやすく掲載されています。
　著者は行政書士として営利的な企業の案件も手が
けているため、株式会社などの営利法人から見た非
営利の法人を知り、数ある法人格の中からＮＰＯ法

人を選ぶことのメリットを確認することも可能です。
　平成２４年（２０１２年）出版と発行から時間が
経っているため、法改正により変更になっている部
分もありますが、任意団体として
活動していて、法人化を視野に入
れている方に特におすすめしたい
書籍です。（文責：後藤）

市民活動ひとくちひとくちコラム

●連絡先／お母さん業界新聞山形支部
　 okaasan.univ.yamagata@gmail.com

お母さん業界新聞山形支部 代表　多田 理恵 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

石下貴大・著　アニモ出版

・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！


