
今号の内容

　今年で 8 回目を数える「やまがたＮＰＯ
ウィーク２０２２」。今年は、ＮＰＯ博と各
種講座に加えて、ステージ発表、団体の活
動紹介も開催されました。親子で楽しめる
塗り絵とセンターに関するクイズラリーも
開催され、参加された方にはオリジナルカ
レンダーがプレゼントされました。

山形市市民活動支援センターとは

市民活動ひとくちコラム「協力隊を支援する やまがた地球家族の会」
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山形市市民活動支援センター

今年もたくさんの団体の活動を取材しました！取材レポートをご紹介します！

特集：市民活動団体取材レポートをご紹介！
　　　

月 

刊 vol 69
毎月第３木曜日発行

令和４年 12 月 15 日

.
特集

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！

市民活動団体取材レポートをご紹介！

♪

♪

♫



　良縁塾とは独身の方への出会いの場を提供するために、 毎年４回開催している婚活イベントで、 これまでは美味しいコー
ヒーの淹れ方や七夕飾りづくりなどを開催しています。 今回の良縁塾はこれまでにないお笑いを婚活に絡めたイベントで、
今回は山形落語愛好協会から、 笑風亭間助さんとその弟子のたけのこ亭きのこさんそれぞれ一席ずつ演じてもらいました。
演目はどちらも結婚にちなんだ噺で、 参加者の皆さんは笑ったり感心したりと、 熱心に聴き入っ
ていました。 その後に行われた交流会の後、 最後に参加者が好みの人を記入したマッチング票
を提出して本日のイベントは終了です。 めでたくマッチングカップルとなった方には後日お知らせ
して、 改めてお見合いの場を設定することになります。 果たして何組
のカップルが誕生したのか、 とても気になるところです。

どんな
団体？

　この全国研究集会は、 認知症の人の対応に悩む家族や支援する人たちが、 交流を通してよりよ
い支援や介護のあり方を共有し、 広く社会に普及するという目的で始まりました。 今年度は山形で
の開催ということで、 認知症の人と家族の会山形県支部の方々が事務局となり、 準備や当日運営
を担当されました。 会場参加の他、 オンラインでも参加でき、 合わせて約 750 名の参加がありま
した。 今回の取材では午後からの参加となりましたが、 この全国研究集会で認知症となった方々
の体験や、 支援団体の皆さんの活動を聞き、 より身近に認知症についての理解を深めることがで
きました。 また、 認知症に限らず、 自分の想いを話すことができる 「つどい」 のような場の必要性
についても改めて考えさせられました。

　今年も様々な分野で活動を行う団体の方にご協力いただき、活動を取材させていただきました。 これまでの取材レポー
トは右記二次元コードよりご覧ください。 また、 市民活動団体への取材は随時行っております。 市民活動団体が主催、
または参加するイベントに来てほしい！などのご希望がありましたら、 当センターまでお気軽にお問い合わせください。

　当センターでは、 山形市での市民活動を多くの方に知ってもらうため、 団体への取材を行って
います。 今回のとぴあすでは、 これまでに作成した取材記事を一部抜粋してご紹介します。

今年もたくさん取材に伺いました！

 取材レポート

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 11/6 取材

10/9 取材

お笑いを楽しみながらの婚活！良縁塾

公益社団法人 認知症の人と家族の会 山形県支部

市民活動団体

やまがたし良縁隊

山形市の少子化に歯止めをかけ人口増へ繋げ
るため、出会いの場作り、仲人など、山形市
で婚活支援を行うボランティア団体です。

　「フォレストサポート」 とは、 ガールスカウト山形県連盟が継続して行っている事業で、 「緑と水の森林ファンド」 と 「やま
がた緑環境税」 の助成を受け、 みはらしの丘にあるガールスカウトの森に植樹をし、 森を育てています。
　今回の活動は、 講師によるレクチャーの元、 育樹活動と森林体験学習を行いました。 育樹活動は木が育つ妨げになる
植物の駆除作業で、 鎌を使って下刈作業をするグループと葛の根を駆除するクループに分かれて作業を行いました。
　下刈作業が終わったら次は森林体験学習です。 今回は講師の方より自然の中のきのこの役
割について話を聞いた後、 原木にシイタケの菌を打つ作業を行いました。 最後に参加者から今
日の感想を発表してもらいました。 「きのこの役割が勉強になった」 「森の生き
物を発見できた」 「全部楽しかった」 など、 このイベントを目一杯楽しんだ事が
伝わってきました。

少女と女性の視線に立ち、様々な体験を通して、リーダー
シップを発揮できる人材の育成を行う世界組織「ガール
スカウト」の山形県に拠点を置く地域組織です。

フォレストサポート２０２２ 森の楽校
11/13 取材ガールスカウト山形県連盟

全文は
こちら！

どんな
団体？

どんな
団体？

認知症の方と、家族への相談や支援、及び
認知症に関する理解への普及啓発、ネット
ワークづくりを行っている団体です

全文は
こちら！

全文は
こちら！

各二次元コードより、
全文が読めます！
ぜひご覧ください

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

お笑いを楽しみながらの婚活！良縁塾

フォレストサポート２０２２ 森の楽校



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！！

「おとなの条件」
―第１６回哲学カフェ　

■日時　２０２３年１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）

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。１６回目のテーマは「おとなの条件 」。年齢、
職業問わず、どなたでも参加可能です。
私たちはいったいいつ、大人になったことを自覚するの
でしょうか？

●連絡先／１５ＹＥＬＬ( いちごえ～る )
０９０－９７４５－３７４６ （村山）
15yell.Yamagata@gmail.com

大切な人を亡くした方の「わかちあいの会」

■日時 　２０２３年１月１５日（日）
１４：００～１６：００

■場所　山形市市民活動支援センター
　　　　会議室Ａ　（霞城セントラル　２３階）

大切な人を亡くされたあなたへ、安心して話せる場所がありま
す。ご遺族同士が、喪失による悲しみ、寂しい、怒り、後悔、
自責の念など様々な思いを語る場所、それが「わかちあいの会」
です。病死、事故死、自死、災害等、亡くなっ
た原因は問いません。
参加費は無料です。準備の都合上、事前にご
連絡ください。

正月飾り作り

■日時　１２月１７日（土）～２５日（日）
　　　　１０：００～／１３：００～／１５：００～

( 各時間とも定員６組 )
■場所　天童市西沼田遺跡公園

　（天童市大字矢野目３２９５番）　
■参加費　１０００円
■所要時間　約６０分
■申込　下記宛お電話でお申し込みください。

先着順で定員になり次第終了します

今年西沼田でとれたワラでしめ縄をない、正月飾りを作ります

●連絡先／
山形県外国人総合相談ワンストップセンター

外国人相談窓口
０２３－６４６－８８６１
（１０:００～１６:００）

soudan@airyamagata.org

外国人向け無料法律相談
相続、離婚、借金、交通事故、労働問題など困っていることに
ついて、無料で相談できます。

■日時　１２月２３日（金）
　　　　１０：００～１２：００
■場所　山形県外国人総合相談ワンストップセンター

　（山形県国際交流センター内
山形市城南町１－１－１　霞城セントラル２階）

■相談料　無料
■相談時間　１人１時間（完全予約制）
■対象　山形県在住又は勤務の外国
出身の方
■担当　山形県弁護士会所属弁護士
■今後の開催予定：２０２３年１月
２７日（金）、２月１７日　（金）、
３月２４日（金）、以下継続開催予定。
※完全予約制です  

年末特別賛助金のお願い
山形いのちの電話は今年開局２８年目となり、
電話相談を継続していくことの大切さを確認
し、相談員一同研修を重ね日々努力しており
ます。
いのちの電話の活動資金の多くは、皆さまの善意のご援助によ
り支えられております。この厳しい経済状況の中ですが、何卒
ご理解を賜り、ご協力くださいますよう心よりお願い申し上げ
ます。なお、ご寄付につきましては免税扱いを受けることがで
きます。詳しくは事務局までご連絡ください。

女性にとって毎月訪れる生理。とても当り前な事なのに、何と
なく話しづらいことってありませんか？
聞きたくても聞けなかったこと、日頃
の不満や疑問、不安に思っていること
など、何でも構いません。ぶっちゃけ
ここだけでお話ししましょう！
参加者には生理用品の無料配布もあり
ます。

今年も、 当センターをご利用いただき、 ありがとうござい
ました。 当センターの年末年始の休館日は下記の通りで
す。 ご来館の際はご確認ください。

年末年始の休館日のお知らせ

２０２２年１２月２９日 （木） ～２０２３年１月３日 （火）
※１月４日 （水） ～　通常開館いたします

●連絡先／（社福）山形いのちの電話　事務局
０２３－６４５－４３７７
０２３－６４５－７７９５

●連絡先／西沼田遺跡公園
０２３－６５４－７３６０

　（９：３０～１７：００、月曜休園）

●連絡先／
ＮＰＯ法人　仙台グリーフケア研究会
０７０－５５４８－２１８６
griefoffice＠gmail.com

なかなか聞けない生理のおはなし
～女性だけに贈られた神様からのプレゼント２～

令和４年度 コロナ禍における女性の繋がりサポート事業

■日時 　２０２３年１月２９日（日）  
１０:００～１２:００

■場所　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２－２－２２）
■対象　どなたでもご参加いただけます！
■定員　先着３０名
■講師　生理トレーニング ® 認定講師　　押野 友美　氏
■申込み　１月２５日 ( 水 ) まで下記宛お申込みください。



　「協力隊を支援する やまがた地球家族の会」はＪＩ
ＣＡ青年海外協力隊を応援し活力ある地域社会を
作っていくことを目的として２００４年に発足しま
した。今年（２０２２年）１１月２２日には、ＪＩＣ
Ａ（国際協力機構）が実施している地域企業や、ＮＰ
Ｏが海外展開をするための支援事業についてのセミ
ナーを開催しました。支援金額は１，０００万円か
ら１億円と決して少ない額ではありません。しかも
世界９０ケ国とつながりを持っているＪＩＣＡネッ

トワークを活用できるというメリットもあります。
実は山形県からの応募が少ないのです。「よっしゃ」
と思われる方々にとってはチャンス
が大きいと言えます。我こそはと思
う方がいらっしゃいましたら、応募
してみてはいかがでしょうか。

★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

昨年の「やまがたＮＰＯウィーク」内で「ふらっとふれんず」がデビューしてから
１年が経ちました。皆様に愛されて今もマイペースに活動中のふれんずです。（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.51 アニメ「コタローは一人暮らし」

　ある日突然アパートの隣の部屋に引っ越してきた
コタロー。まだ３～ 4 歳だというのに一人暮らしを
するという、なぜかお侍さんのような言葉遣いの子
どもをめぐるこの物語、最初はコタローくんの可愛
らしさに見とれ、ほのぼのと見進めてしまいますが、
物語が進むにつれ、どうやら父親からの虐待という

背景がしだいに見えてきて、観る者の感情を激しく
揺さぶります。近年何かと取り上げられる「子ども
の虐待」という目をそむけたくなる重いテーマを、
それでも強く生きるコタローと、その周囲の人たち
とのあたたかなふれあいを通じて、このアニメは私
たちに問いかけてくれます。（文責：川部）

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

協力隊を支援する やまがた地球家族の会
副会長　斎藤　栄司さん

〒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／協力隊を支援する やまがた地球家族の会
　 ０９０ー３６４５ー００６４（斎藤）

　 

２０２２年　Ｎｅｔｆｌｉｘ制作　全 10話／原作　津村マミ（小学館）

　助成金（補助金）は財団や地方自治体、企業などが事業の手助けとして提供される資金を指します。ＮＰＯ法
人をはじめ、法人格のない市民活動団体（任意団体）でも、助成を受けて事業をしている団体が数多くあります。
一般的に申請後、一定の審査を経て助成の可否が決定します。
　それぞれの助成金（補助金）によって募集条件や応募方法が異なるので、申請の際は必ず募
集要項を事前に確認しておく必要があります。この他、審査方法、事業終了時の報告、同じ事
業で複数の助成金に応募していないか、助成金の受け取り方法などもあわせて確認しましょう。
　また、注意点として助成金（補助金）は単年度助成のものが多く、申請しても必ず助成を受
けられるというものではないため、助成金（補助金）に頼りすぎないように気をつけましょう。

Q.ＮＰＯの活動をするために助成金や補助金はもらえるの？
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法人をはじめ、市民活動団体（任意団体）も
団体運営の資金として活用することができます

とぴあす 連載コーナー
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