
今号の内容

　GW も明けて天気も良く暖かい日が続く
ようになりました。
　22 階という立地で日差しがよく当たる
からなのか、センター内に置いている植物
たちもたくさんの綺麗な実や花を咲かせて
います。この植物たちのように、夏に向け
て元気に過ごしたいものですね。
　写真はハイビスカスとブーゲンビリアの
花、それと実が育ちつつあるライチです。
センター内にはまだまだ他にもたくさんの
植物が育っています。お散歩がてら、ぜひ
気軽に遊びに来てくださいね♪

山形市市民活動支援センターとは

国際貢献ってなんだろう？

センターのまめ知識「センターの会議室ってどうやって使うの？」
市民活動ひとくちコラム「最上義光歴史館サポータクラブ義光会」
センター職員のいちおし！ vol.44

イベント・講座情報「んーぽ新聞」

とぴあす連載コーナー

あみちゃん

スタッフブログ
更新中！

山形市市民活動支援センター

今、わたしたちが身近でできる貢献や、さまざまな形で国際的な貢献をしている団体を紹介します。

特集①：国際貢献ってなんだろう？　
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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！

特集②：過去の相談事例紹介―総会開催に関する相談あれこれ―

公益財団法人山形県国際交流協会　　認定 NPO 法人 IVY
TVA Yamagata 在山形ベトナム人協会　の活動を紹介します。

3

▲それぞれの植物の名前はブログで確認してみてね♪



　　　　　　　新聞やテレビ、 ネットでは毎日世界中のさまざまなニュースが流れています。
世界中で起こる心が痛くなるような光景を目にする事も多い昨今、 世界で、 そして地域で
わたしたちにできることはないでしょうか？

際貢献

5 月も半ばを過ぎ、これから理事会や総会の開催を控えているNPO法人や団体も多いのではな
いでしょうか。ここではこれまでセンターに寄せられた相談の中から総会開催に関する相談を
ピックアップしてご紹介します。

今だからこそ考えたい

ってなんだろう？国「 」

過去の相談事例紹介過去の相談事例紹介－総会開催に関する相談あれこれ－

● 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。

？？

QQ 　　回の総会で、 役員が全員重任する見通し。
その後の手続きについて教えてほしい。

AA

過去の相談事例紹介過去の相談事例紹介

　　 員変更には所轄庁への届け出が必要で
　　す。 また、 法務局には代表権を持つ理事
の重任の登記が必要となります。 

今今

役役
※重任とは…任期が満ちた後も引き続きその職務に任ずること。

　　　形市外に事務所が移転することになった。 この変更に
伴い、 どんな手続きが必要になりますか？

QQ 山　山　

今回の特集では、 世界中のさまざまな人たちとの共生社会の実現のために、 わたしたちの身近で活動している
団体の活動を紹介します。

山形県国際交流協会 （AIRY） では、 主に国際交流と多文化共生を目的として活動されています。
地域の国際化を目指して、 山形に住んでいる外国人の相談に対応したり、 外国人を受け入れたい企業

へのサポートなどに取り組んでいます。 ここではわたしたちにも参加しやすい 2 つの取り組みを紹介します。

公益財団法人
山形県国際交流協会

「やさしい日本語」 出前講座
「やさしい日本語」 とは？「やさしい日本語」 とは？
普通の日本語より簡単で、 外国人にわかりやすい日
本語のこと。 災害 ・ 緊急時はもちろん、 最近では自
治体窓口、 学校など様々なところで活用されていま
す。
例） 土足厳禁→くつを　ぬいでください
　　署名する→名前を　かく
◆対象　県内自治体、 産業、 防災、 福祉、 町内会、
企業の各種団体
◆費用　原則無料　ただし会場までの旅
費は負担ください。

申込方法など、 詳細はこちらから▶

国際交流サポーター登録
国際交流サポーターに登録して、 国際交流及び
多文化共生の社会づくりに携わってみませんか？
国際交流サポーターに登録して、 国際交流及び
多文化共生の社会づくりに携わってみませんか？
サポーターの種類と活動内容
・ 語学 ： イベント等の通訳
・ ホストファミリー ： 来県する外国人などのホームステイの受け入れ
・ イベント協力 ： 協会等が企画する各種イベントへの支援 （事前の企画 ・
準部や、 当日の支援など）
・ 日本語学習サポート ： 地理的状況などさまざまな理由から、 日本語学
習に困難を抱える外国人の学習サポート
・ 国際理解 ： 学校など様々なところへ出向き、 各国の文化
紹介などの活動

登録条件など詳細はこちらから▶

在山形ベトナム人協会では、 お喋りが楽しめ、 異な
る習慣を知り、 日本語学習が出来る場づくりのために
活動しています。 随時ボランティアを募集中。 資格等は不要です。
国際交流したい、 自分に何かできることはないかお探しの方は、
一度参加してみては？

TVA Yamagata
在山形ベトナム人協会
日本語ボランティア募集中日本語ボランティア募集中

認定 NPO 法人
 IVY （アイビー）
ウクライナ緊急支援活動中！ウクライナ緊急支援活動中！

緊急支援募金などの詳細はこちらから▶

認定 NPO 法人 IVY （アイビー） は、 東北の山形県山形市に本部
を置く NGO です。
ウクライナ問題に関して、 報道では国外に逃れている方々 （難民）
の数が大きく報道されていますが、 IVY ではウクライナ国内で避難
されている方々 （国内避難民） に着目し、 「ウクライナ西部 3 州
の医療体制強化と国境の避難民での避難民の心理的
応急処置 ・ 情報提供」 プロジェクトを４月４日から１
０月３日の６か月の予定で開始しています。詳しいことがお聞きになりた

い方は、 右記の連絡先へお
気軽にご連絡ください。

◆連絡先
代表　笹原智子
TEL 090-7520-3247
MAIL tva.yamagata@gmail.com

※今回の相談内容はNPO法人の場合です。

AA　　　回のケースでは各所在地の所轄庁と法務局への手続
きが必要となります。 また、 定款も変更しなくてはなりません。
そのため、 それに伴う手続きも必要となります。

今今



●連絡先／美しい山形 ・ 最上川フォーラム　事務局
　０２３－６６６－３７３７　　０２３ー６６６－３７３８
　mh-mogamigawa@eagle.ocn.ne.jp

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

事業報告書の作成はお済みですか？

ＮＰＯ法人は、 毎事業年度初めの３カ月以内に前事業年度
の事業報告書等を所轄庁に提出しなければなりません。
提出書類の書き方など、 不明な点などありましたら、 当セン
ターまでご相談ください。

パソコンお悩み相談室（困りごと全般）

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

想いを伝える プレゼン資料作成講座

■日時　６月１１日（日）１４：３０～１６：００
■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）

●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

登録団体からのお知らせ

子ども食堂・地域食堂「楽（らく）」

■日時　６月１３日（月）１６：３０～１９：００
　　　　※食材利用のみの方は、１７：３０～１８：２０
　　　　　に取りに来てください。
■場所　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）

山形市からのお知らせ

■日時　６月１６日（木）１３：３０～１５：３０
■場所　山形市市民活動支援センター　ミーティングルーム
　　　　（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！

ＮＰＯの活動で作っている資料づくりを、構成、デザイ
ンなど様々な面からお手伝いする講座です。

　参加者一人に講師一人が対応します。一人５５分が目
安です。日頃お使いのパソコンをお持ちください。

プレゼンテーションの基礎を学ぼう！

■日時　６月１９日（日）１４：３０～１６：００
■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）

時間配分や話す順番、練習方法など、講演会や発表会でも
活用できるプレゼンテーションのポイントをお伝えします。

最新情報はセンターウェブサイトをチェック！！

子どもたちに伝えたいこと　残したいもの
―第９回哲学カフェ　Salon de Yamagata

■日時　６月８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）

テーマは「子どもたちに伝えたいこと　残したいもの」です。
お子さんがいる方もいない方も、ともに考えてみませんか？

●連絡先／山形市役所　企画調整課
　  ０２３－６４１－１２１２ （内線２２３）

「結婚相談会」開催のお知らせ

【６月開催①】
■日時　６月５日（日）　１０：００～１２：００
■場所　江南公民館２階　第三研修室
　　　　（山形市江南１丁目１－２７）

この相談会では結婚に対するさまざまなお悩みに対し、
ボランティア仲人「やまがたし良縁隊」のメンバーがひ
とつひとつ親身になってお応えします。

●連絡先／自然と人間を学ぶ会　畑の会
　 ０２３ー６４１ー７１４０ （代表自宅）

一緒に畑仕事しませんか？

■日時　毎週月曜日　午前８時頃からお昼頃まで
■会場　蔵王駅そばの畑
　　　　（初めての方は畑の場所までご案内します）

一緒に畑仕事をしてくれる仲間を募集しています。
畑仕事の楽しさを体感しましょう！

美しいやまがたクリーンアップ・キャンペーン
　　　　　　　　　　　　　　　２０２２通年募集

■申込方法　「参加申込書」をダウンロードし、
　　　　　　記入の上、ＦＡＸ、Ｅメール、郵送等で事務局へ。

今年もクリーンアップ・キャンペーンの参加者を募集を行っ
ております。日程、場所を決めて申し込みをしてください。

●連絡先／美しい山形 ・ 最上川フォーラム
　０２３－６６６－３７３７　　０２３ー６６６－３７３８

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

探鳥会　里山の鳥と花（山形市・悠創の丘）

■日時　６月５日（日）
　　　　８：３０～１１：００頃解散予定　※雨天中止
■集合場所　山形市悠創の丘（東北芸術工科大学の裏）の
　　　　　　悠創館前駐車場
■参加費　会員１００円、非会員３００円、高校生以下は無料

悠創館前をスタートし、里山の散策道に沿って歩きます。
渡ってきた夏鳥たちのさえずりを聴くことができます。
また、里山に咲く春の花を楽しみます。

一緒に楽しく食べよう！お弁当の持ち帰りのみもＯＫ！

図書館からＳＤＧｓ！！
ペットボトルのふたをアップサイクルして
キーホルダーを作ろう

■日時　５月２９日（日）１３：３０～１５：３０　
■場所　山形県立図書館　１階アクティブラーニングルーム
　　　　（山形市緑町１－２－３６）
■対象・定員：小学生と保護者　１０組　
　※先着順。定員に達し次第締め切ります。

山形県立図書館にて、ワークショップを開催します。
工作しながら海の豊かさを守ること、身近なところから
私たちにできること、一緒に考えてみましょう｡

【６月開催②】
■日時　６月１７日（金）１８：００～２０：００
■場所　霞城セントラル２３階　高度情報会議室
　　　　（山形市城南町１－１－１）
■申込　電話で事前予約を企画調整課へ

！



当会は、最上義光歴史館でお客様に展示物の案内
をしております。現在サポーターは４０名で毎日（月
曜日休館）全国、海外からの来館者に「出羽国・山
形」中興の祖、義光公の巧みな外交と戦術、慶長出
羽合戦、山形の統一、連歌等の文化人、最上川の開
削、庄内地方への水の灌漑、山形城史、そして城下
町等の説明をしております。

２年前から始まったコロナ禍で、一時休館を余儀
なくされましたが、４月１日から通常とおり開館し

ており、霞城公園の桜が満開時は、大勢のお客様が
来てくれました。また当歴史館では年に数回企画展
を行っており刀装具展、障屏画、陶磁器等の展示を
しています。案内はコロナ感染防止第一で行ってい
ますので安心してお気軽に来て下さい。お待ちして
おります。なお、入館は無料です。

★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：川部・後藤

今月号の特集は国際貢献について取り上げました。このほかにも、自分でもなにか活
動に参加してみたいなどと思われた方はぜひセンターまでご相談ください。（川部）

発行 :山形市民活動支援センター

山形市内で活動する市民活動団体、ボランティア団体など公益活動をする団体に会議室を
貸出しています。霞城セントラル 23 階には定員 60 名の高度情報会議室と定員 15 人の会議
室Ａ、22 階には定員 20 人の会議室Ｂがあります。必要に応じてノートパソコンやプロジェ
クター、マイク、ホワイトボードなども無料でお貸ししています。

登録の有無に関わらず当センターの設置目的に適合する範囲で利用できます。登録団体の
方は 6 ヶ月前から、それ以外の方は 1 ヶ月前から予約いただけますので、各種会議や研修など
にご利用ください。

会議や打ち合わせをしながら、高層階から四季折々の素敵な景色も楽しめます。会議室の利用の際には駐車
券、駐輪券の補助はないので予めご了承ください

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.44 映画「彼らは生きていた」

　現代の日本に生きる私たちにとって、ニュースや
記録映像で見る戦争はどこか遠くの出来事に感じて
しまいます。特集にも絡めて今回のいちおしでは、
あるドキュメンタリー映画を紹介したいと思います。
　この映画は１９１７年第一次世界大戦時に記録用
として残されていた古いフィルムを編集、再構築し
たドキュメンタリーです。もともとはモノクロ映像
で、しかもかなり古いフィルムのため傷みも激しく
不鮮明だったものを修復し、デジタル解析によって
本来の色を着色することで、はるか昔の戦争の風景

がまるでつい最近撮られたかのような映像として立
ち現れます。そこに映っているのは皆、今はすでに
いないであろう１００年前の人々であるにもかかわ
らず、今の人々と変わりなく話し、時に友人たちと
笑いあう映像のなかの姿は、まさにこの映画のタイ
トル通り「彼らは生きていた」と感じられ、彼らの
姿がリアルに胸に迫ります。
　監督は「ロード・オブ・ザ・リング」のピーター・
ジャクソン。アマゾンプライムでレンタル可能です。
                                                             （文責：川部）

市民活動ひとくちひとくちコラム 最上義光歴史館サポータークラブ義光会
会長　稲村利喜男さん

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

2018 年製作／ 99分／イギリス　配給：アンプラグド

・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！

センターの会議室ってどうやって使うの？
パソコンも借りたいんだけど・・・。

●連絡先／最上義光歴史館
　 ０２３－６２５－７１０１
　 最上義光歴史館のホームページはこちらから▶

？

（原題：They Shall Not Grow Old）
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