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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
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～センターの活動報告～
特集 団体訪問を行っています
センターの活動のひとつに「団体訪問」があります。今回はその活動のようすを紹介します。
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暦の上ではもう 9 月。そろそろ来年のことも
考えなくちゃ！なんていうとなんて気が早いん
だ！と笑われるかもしれませんね。ですがセン
ターでは、そろそろ来年の卓上カレンダー作成
にとりかかる時期なのです（笑）
１１月末開催の NPO ウィークではセンター
オリジナル卓上カレンダーのプレゼントを検討
中！そのほか今年も盛りだくさんな企画を考え
ています。乞うご期待！
山形市市民活動支援センター

スタッフブログ
更新中！

今号の内容

特集：団体訪問を行っています

～センターの活動報告～

イベント・講座情報「んーぽ新聞」
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！

とぴあす連載コーナー

市民活動ひとくちコラム「かたばみの会」
センター職員のいちおし！ vol.48

んーぽちゃん

山形市市民活動支援センター とは
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。

団体訪問をおこなっています！

特集

?

～センターの活動報告～

団体訪問とは

常に新しい情報を収集 ・ 集約し、 さまざまな支援につ
なげるために、 センターの登録団体へ現在の活動状
況やお困りごとを聞かせていただいています。 センターの職員が団体
の事務所や活動場所を訪問しています。

今年度訪問団体紹介
（特活）
ふれあいにこにこの丘

滝山地区で 「困った時
は、 お互いさま」 の気
持ちを大切にし、 高齢
者の居場所づくりや、
配食サービスを中心に
活動しています。

野生動物の調査研究と環境教育活動を中
心に活動中。 飛島の哺乳類の調査や河北
町の動物園に関わるなど、 活動は山形県
全域です。 小学生を中心に自然科学教室
を開催しています。

障がいのある方が充実した社会生活を送
るための支援を目的に、 障が
いのある方とその家族がともに
地域の中で生きていける居場
所作りを目指して活動中。

お届けしています

♪

団体訪問の際にはセンターのパンフレットを
はじめ、 さまざまなものをお持ちします。
今年度リニューアルしたパンフレット。
フリースペース 「ふらっと」 の紹介や
新しい輪転機も掲載しています。

山形市内にあるエスペラント学
習室で、 月に１回例会として、
エスペラント語の勉強や朗読会
などを行ってい
ます。 興味のあ
る方は是非ご参
加ください。

少女と女性のため
の社会教育団体で
す。 様々な活動を
通し 「自ら考え行
動できる女性」 を
育てています。

（特活）みんなの居場所
さんさんくらぶ

やまがたヤマネ研究会

山形エスペラントクラブ

ガールスカウト 152 カ国で展開し
ている世界最大の
山形県連盟

（特活）
一歩・一歩の会
週１回音楽の指導をしていただ
きながら、 練習を重ねておりま
す。 長びくコロナ禍の中、 高齢
者施設へのボランティア活動は休止
中ですが、 秋には 「ハーモニィミニ
音楽発表会」 を開催予定です。

センターが主催する
お薦めの講座を、 いち早く
ご案内します。

団体訪問に伺う際は、 現在ご連絡してか
ら訪問させていただいています。
もしなにか知りたい情報などあれば、 遠慮なくお尋ねください！

よりセンターをご活用いただくために
お困りごとを
聞かせて
ください

情報交流や課題解決のお手伝いをしています
訪問の際には、 センター主催講座情報や助成金情報なども案内しています。
また訪問でお聞きした情報は、 団体同士のネットワークづくりなどにも活用して
います。 さらに、 同じような分野で活動している団体同士での交流や課題解決
などのお手伝いもさせていただいています。 ぜひお悩みごとをお聞かせください。

さまざまな情報発信をサポートします
「来月講演会を開く予定です」、 「最近新しい活動をはじめました」 などより多く
の人に知らせたいことはありませんか？？いただいた情報はセンターのホーム
ページやメールマガジンに掲載させていただきます。情報発信にご活用ください。

登録しないなん
てもったいない！

センターでは
情報を求めて
います！

利用登録団体
になるには？
利用登録団体になる
には以下の登録の要
件を満たしている必要
があります。
・ 山形市において市民
活動をしている団体で
あること （政治活動、
宗教活動、 営利活動、
共益活動は対象外）。
登録に関する詳細はこち
らからご確認ください▼

まだ登録していないならば、 ぜひ一度ご検討ください！
センターに登録いただくと、 会議室の予約や印刷機の利用など、 さま
山形市市民活動支援
ざまなメリットがあります。 また、 メールマガジンや情報紙など、 市民
センターホームページ
活動についての各種情報も定期的にお届けしています。 入会金や使用
料などは無料です。 ※メールマガジンの配信希望は、ご登録いただかなくとも随時受け付けています。

イベント・講座情報

んーぽ新聞

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！！

センターからのお知らせ

「好き？きらい？」
―第１３回哲学カフェ

Salon de Yamagata

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。１３回目のテーマは「好き？きらい？ 」年
齢、職業問わず、どなたでも参加可能です。
■日時 １０月１２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）

ＮＰＯ勉強会 ～ＮＰＯ入門編～
「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。
■日時 １０月２３日（日）１４：３０～１６：３０
■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）
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
※要事前申込。どちらも先着順。定員に達し次第締切。

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
２０２２年 チェリアフェスティバルワークショップ
「気軽に話そうジェンダーカード体験会」
これってあるある！楽しみながらゲーム感覚でジェンダー問題
の理解を深める事ができる「ジェンダーカード」を考案しまし
た。「ジェンダーカード」を使って身近にある「ジェンダー」
を考えてみましょう。
■日時 １０月１日（土）１０：００～１２：００
■会場 山形県男女共同参画センター「チェリア」学習室
（山形市緑町１丁目２－３６ 遊学館内）
■対象者 男女共同参画に興味のある方 １６名
●連絡先／ちぇりっぽ（女性＝健康 Ｙａｍａｇａｔａ）
０２３－６２２－１９０９
cherippo@eneweb.net

令和４年度やまがた社会貢献基金協同助成事業
ＮＰＯ法人のための会計講座・個別相談会
ＮＰＯ法人会計未経験の方、担当になられた方、会計の基礎を
学びたい方など、参加のお申込みをお待ちしております。
■日時 １０月６日（木）
１．会計講座
１０：３０～１２：００ 定員２０名（先着順）
２．個別相談会 １３：３０～１５：００ 定員３組（先着順）
■会場 山形市男女共同参画センター ファーラ ５階
視聴覚室（山形市城西町２丁目２－２２）
※上記のほか、置賜、最上、庄内での開催を予定しています。
●連絡先／ＮＰＯ法人 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

登録団体からのお知らせ
無料カウンセリングのご案内
上手に自分の気持ちが伝えられない、子育てや人間関係でイラ
イラしている・・・そんな悩みをお持ちの方、カウンセラーに
話してみませんか？日本産業カウンセラー協会会員が
ご相談に応じます。
■日時 毎月第２日曜日 １０月９日 以降定期開催
１３：００～１６：００（１人５０分程度）
■会場 山形県男女共同参画センター「チェリア」 学習室
（山形市緑町１丁目２－３６ 遊学館内）
※予約の方優先です。当日相談も受け付けいたします。
●連絡先／（一社）日本産業カウンセラー協会 山形こころ塾
０８０－９６３０－８８７７（９:００～１９:００）
soudan.yamagata@gmail.com

山形紙芝居研究会＆どんびんさんすけの会
紙芝居制作出前講座
きめの細かい教材や郷土学習資料となる視聴覚教材（紙芝居）
の自作化を奨励するとともに、作品の構成にかかわる基本的な
考え方や効果的に思いを伝える技法、演じ方等に力点を置いた
ワークショップ形式の講習会です。
■日時 １０月２０日（木）、２１日（金）
受付１０：００～ 講習１０：３０～１５：００
※申込不要。当日会場にお越しください。
■会場 山辺町中央公民館（東村山郡山辺町山辺１）
■持ち物 制作に必要な用具
（絵具、クレヨン、色鉛筆、スケッチブック等）
昼食・飲み物は各自でご準備ください。
●連絡先／山形紙芝居研究会
０２３－６４４－１６９６

認知症の人と家族への援助をすすめる
第３８回 全国研究集会ｉｎ山形
「認知症になっても安心して暮らせる社会」づくりの実践のた
め、安心して自由に思いを語り相談できる場の意義は大きく
なっています。その場が希望と「笑顔」にあふれ、安心して語
ることができる場となるため、みんなで考えます。
■日時 １１月６日（日）１０：００～１５：３０
【会場参加】
■会場 やまぎん県民ホール
（山形市双葉町１－２－３８）
■参加費 一般／２，０００円、学生／１，０００円
認知症ケア専門士単位取得／２，０００円
※やまがた秋味弁当１，０００円（希望者のみ）
【オンライン参加】
■会場 インターネット（Ｐｅａｔｉｘ）にてライブ配信
■参加費 １，０００円（学割なし）
認知症ケア専門士単位取得／２，０００円
●連絡先／
（公社）認知症の人と家族の会 山形県支部（担当：五十嵐）
０２３－６８７－０３８７
０２３－６８７－０３９７
kazokunokai@camel.plala.or.jp

日本オストミー協会 山形県支部
ホームページ開設のお知らせ
２０２２年６月１日より、会のホームページを開設しました。
行事などの他、様々な情報を得ることができます。ホームペー
ジは下記ＵＲＬまたは、２次元コードよりご覧いただけます。
http://cold-moji-2043.catfood.jp/
●連絡先／日本オストミー協会山形県支部
０８０－１８１７－１１０１
abeen@cameo.plala.or.jp

とぴあす 連載コーナー

ＮＰＯ（非営利活動組織）の「非営利」ってどういう意味？
Ａ.「非営利」とは、活動の中で得たお金（利益）を団体の
構成員に分配しないということを意味しています。
ＮＰＯはお金をもらったり利益をあげたりすることはできないと思われるかもしれません
が、活動の資金として会費や寄附金を集めるほか、収益事業での対価をもらうことができ
ます。非営利の活動であっても、事務用品などの消耗品費を始めとした様々な費用が発生し
ます。また、労働の対価としての給料も団体の維持に必要な費用として扱われます。これら
の費用を活動の中で出た収益でまかなうことで非営利での継続した活動が成り立っています。
● 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。

市民活動 ひとくちコラム

かたばみの会

代表

私たちは、ひきこもりの子を持つ親と支援者の会で
す。２０１８年村山保健所主催の家族会に集う 5 人
の親たちの「何とかして子どもを社会に繋げたい」
という強い思いから発足しました。声を上げられぬ
当事者の状況や家族の願いを社会に発信し、いろい
ろな方々の知恵や力をお借りしながら、少しずつで
も良い方向にいくようにと活動しています。現在会
員数４７名（８市町より・内、支援員８名）
活動内容として・・・・
①１月～１月半に一回の家族会の実施。安心して悩

田中

美枝子さん

みを話せる場所づくり
②外部への支援要請の働きかけ。県の行政機関、社
会福祉機関、私企業等々
③自分たちで、膠着した家庭に〝風〟を入れる目的
での「お家カフェ」の実施
④外部講師を招いての勉強会の実施 などなど。
同じ悩みを持つ方、一人で考え込まず、
まず参加なさってみませんか。
●連絡先／かたばみの会
０８０－３００５ー０５３８（田中）

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
アイスブレイク入門 ～こころをほぐす出会いのレッスン～
vol.48 書籍
著者：今村 光章 発行：株式会社 解放出版社

皆さんは「アイスブレイク」という言葉をご存じで
しょうか。「アイスブレイク」とは見知らぬ者同士の
出会いの緊張をほぐす演出法・いくつかのワークや
ゲームといったひとまとまりの活動時間全体を指す言
葉です。アイスブレイクは教育の場、市民活動の場、
仕事の場など見知らぬ人同士が出会う場で主にコミュ
ニケーションを交わすために行われています。
そうして緊張をほぐしていき、交流を深めるのです
が、どう声をかければいいのかまたはどう進行してい

けばいいのか迷うときがあると思います。このアイス
ブレイク入門 ～こころをほぐす出会いのレッスン～
という本では、アイスブレイク時の進行の仕方や行う
ゲームの種類、どういうルールに設定したほうが良い
のかなどアイスブレイク時に役立つことが
たくさん書かれています。初対面の方と
話すとき、知り合いの方とより仲を深め
るとき、一度この本を手にとって読んで
みてはいかがでしょうか？（文責：會田）

発行 : 山形市市民活動支援センター

〒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

城南陸橋

メール：center@yamagata-npo.jp

今回はセンターの活動の一部をご紹介させていただきました。秋はなにをするに
も気持ちの良い季節です。ぜひ皆さんの活動のようすも聞かせてください。
（川部）

Ｐ

やまぎん
県民ホール
コンビニ

Ｐ

交番

バスのりば
米沢→

★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）

22 階が
窓口です！

山形駅

・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

←新庄

北

霞城公園
（山形城跡）

山形テルサ

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

