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－ん今号の内容

　2023 年の始まりということで、ふらっとふ
れんずの 3人が集まって記念撮影♪
　はいチーズ！
　・・・あれあれ？なにかおかしな子も写りこ
んじゃいました (^^)
　この子たちの活躍はセンターのホームページ
にて公開中です。ぜひ見てみてください。

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「学び場プラス」
センター職員のいちおし！ vol.52

イベント・講座情報「んーぽ新聞」

とぴあす連載コーナー

スタッフブログ
更新中！
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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！

私たちは１年間こんな活動をしてきました

昨年１２月に開催した「やまがたNPOウィーク２０２２」など、
２０２２年のセンターの活動をご紹介します。

ふらっとふれんずもそろって新年のごあいさつふらっとふれんずもそろって新年のごあいさつ

2022 年 活動報告

2022 年 活動報告センター
　  の

センター
　  の

ぽ



さまざまな出来事があった２０２２年、 当センターでも主催講座をはじめ、
いろいろな活動をしてきました。 新たな年の始まりにあたり、 昨年のセンターの活動をご報告します。

2022 年 活動報告センター

　  の

印刷機リニューアル

情報紙の月刊化！

「ふらっと」展示スペース開設

皆さんのご参加お待ちしています

法人設立編

法人運営編

法人解散編

ともに考え、語ろう市民活動

親子で学ぼう！お買い物ゲーム

相馬野馬追が繋ぐ、人の思い

パソコンお悩み相談室

プレゼンテーションの基礎を学ぼう！

情報ボランティア（とぴボラ）

哲学カフェ

摂食障害について考えよう

想いを伝えるプレゼン資料作成講座

チラシ・ポスター作成講座

NPOのためのウェブ広報講座

NPO会計無料相談室   

センターでは今年もたくさんの
　　　講座やイベントを予定しています！

１月２９日 （土）、４月２３日 （土）、６月２５日 （土）、
８月１９日 （金 )、 １０月２３日 （日）、 １２月２日 （金）

詳しくは山形市市民活動支援センター
ホームページをご覧ください

１１月２９日 （火） ～
                     １２月４日 （日） 開催
今年は霞城セントラルアトリウムで団体による紙芝居の上演やス
テージパフォーマンスも開催。 またブースでの活動内容の紹介や

PR を行いました。
昨年好評だったぬりえやクイズラリーも同
時実施。 参加者にはオリジナル卓上カレ
ンダーをプレゼントしました。

東北芸術工科大学 版画コース 課題成果展　

　これから活動を始める人向けの入門
編から、 より専門的な内容の法人設立編 ・ 運営編、 また
団体の清算を扱った解散編まで、 それぞれの場合に対応し
た講座を開催しました。

毎月第３木曜日開催　１３:３０～１５:３０
対象 ： 山形市及び周辺の公益団体に
所属している方

毎月第３水曜日開催　１５:００ ～ １７:００
対象 ： NPO、 ボランティアに興味のある方

毎月第２水曜日開催　１４:００～１６:００
対象 ： どなたでも可１月２２日 （土）

２月１２日 （土）、
７月２３日 （土）

８月４日 （木） 開催
講師 ： 山形財務事務所  職員の皆さん
対象 ： 小学１～４年生とその保護者

９月１７日 （土）

２月１９日 （土） 開催
対象 ：ＮＰＯ・ 市民活動団体に関わっている方

パワーポイントでチラシ作成講座

６月１１日 （土） 開催
対象 ：ＮＰＯ・ 市民活動団体に関わっている方

６月１９日 （日） 開催
対象 ：ＮＰＯ・ 市民活動団体の方

１１月５日 （土） 開催
対象 ： 市民活動に関わっている方

１１月３０日 （水） 開催
対象 ： 市民活動に興味のある方

3 月１９日 （土） 開催
話題提供者 ： 西上紀江子さん
対象 ： どなたでも可

～西上さんが山形で考えたこと　10,000日の歩み～

（認定 NPO 法人 IVY 元理事）

８月２４日 （水）、 ２７日 （土） 開催
講師 ： 税理士　秋保和男さん
対象 ： NPO 法人や公益的な市民活動団体の方

１０月２９日 （土） 開催
講師 ： 若宮病院精神科医　石井玄樹さん他
対象 ： 摂食障害に悩んでいる方、 そのご家族

1 月１８日 （火） ～２月 1 日 （火）
主催者 ： 東北芸術工科大学　坂本茉利奈さん

３月１８日 （金） ～４月 1 日 （金）
主催者 ： 東北芸術工科大学　梶原丈義さん

４月にはセンターの２台の輪転機を新機種に交換！

同じく４月には情報紙 「とぴあす」 が 「ん－ぽ新聞」
と合体。 毎月発行になりました。

NPO ウィークの様子はこちらからご覧ください

プレゼントのオリジナル
卓上カレンダー２０２３

NPO 勉強会 月イチ定期開催

その他の活動

スキルアップ講座

その他の講座

さまざまなメ

ディアで紹介

されました

NPOウィークでの

展示に向けて

開催しました

入門編

全部でいくらかな？
全部でいくらかな？

期間中、多くの人たちに

参加していただきました期間中、多くの人たちに

参加していただきました

皆さん熱心に講義に聴き入っていました皆さん熱心に講義に聴き入っていました



●連絡先／山形県外国人総合相談ワンストップセンター
　０２３－６４６－８８６１（１０：００～１６：００）
　 soudan@airyamagata.org

※ロッカー及びメールボックスのサイズ、空き状況等、詳しくは
センターまでお問い合わせください。
また、申請書はご登録いただいた住所に郵送しておりますが、
お手元にない場合はご連絡ください。

令和５年度のロッカー及びメールボックスのお申込み受付を開始
いたしました。ご利用を希望される当センター登録団体の皆様は、
申請書にご記入の上ＦＡＸ又は窓口にてお申込み下さい。
※現在ご利用中で引き続きご利用を希望の場合にも、
お申込みが必要です。

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

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！！

ＮＰＯ勉強会　～ＮＰＯ法人運営編～
これからＮＰＯ法人の事務局で仕事をするのだが、具体的
な業務がよくわからない。毎年度どんな書類をどこに提出
しなければならないの？といった、ＮＰＯ法人の運営につ
いて確認したい方々のための講座です。
■日時　２月２５日（土）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。

センタースタッフに聞いてみよう！
　　山形市市民活動支援センター見学会

山形市市民活動支援センターってどんなところ？、印刷機
や会議室を使いたい、という団体の方にセンタースタッフ
が利用方法をお教えします。
利用登録についてもお話いたしますので、まだ登録してい
ない団体の方もぜひこの機会にご参加ください！
■日時　２月２２日（水）
　　　　２月２６日（日）
　　　　両日とも　１５：００～１６：３０
■集合場所　山形市市民活動支援センター　２２階
　　　　　　受付窓口（霞城セントラル２２階） 
■定員　各日８名　※先着順

「私のちいさな冒険」　―第１７回哲学カフェ　

■日時　２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）

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。１７回目のテーマは「私のちいさな冒険 」。年齢、
職業問わず、どなたでも参加可能です。

雪だるまコンテスト２０２３’

■期間　開催中～１月２９日（日）
■時間　９:３０～１５:００
■場所　天童市西沼田遺跡公園
　　　　（天童市大字矢野目３２９５）
■参加費　無料　※予約不要

今年も雪だるまコンテスト開催決定！グランプリには特
製ハニワをプレゼント。あなたの作品がハニワになるよ！
スキーウェア・手袋・帽子・長靴など寒くない服装であ
そびにきてね。

●連絡先／天童市西沼田遺跡公園
　（指定管理者　ＮＰＯ法人西沼田サポーターズ・ネットワーク）
　０２３－６５４－７３６０

かたばみの会＊カフェでお話ししませんか？

■日時　２月４日 ( 土 )１３：３０～１５：００
■場所　山形市総合福祉センター　３階　第１研修室
　　　　（山形市城西町２－２－２２）
■参加料　茶菓代　２００円
　※出席の方は１月３１日（火）までにご連絡ください。

「かたばみの会」とは、ひきこもりの子を持つ親と支援者
の会です。同じ悩みをもつ方ともっとお話してみたい、
聞いてみたい、などなど、同じ立場の人たちにしかわか
らない悩みなどを安心して話せる場です。

●連絡先／かたばみの会
　０８０－３００５－０５３８( 田中 )

環境・工作教室
牛乳パックでソーラーランタンを作ろう

■日時　２月５日（日）１０：３０～１２：００
■場所　山形県産業科学館　４階　発明工房
　　　　（山形市城南町１－１－１　霞城セントラル内）
■対象　小学生以下の方とその保護者
■参加料　無料

山形県学生環境ボランティア「やまカボ・サポーター」
の方を講師に、再生可能エネルギーのお話や、ソーラー
ライトと牛乳パックでランタンを作ります。

【お詫び】
前号「とぴあす vol.６９」の情報に一部誤りがありました。
下記の通り訂正し、お詫び申し上げます。

また、「予約の方優先です。当日相談も受け付けいたします。」と記載があ
りますが、正しくは「完全予約制（前日１２時まで受付）」となります。

●連絡先／ＮＰＯ法人環境ネットやまがた
　０２３－６７９－３３４０
　 eny@chive.ocn.ne.jp

センター利用登録団体の皆様へ、令和５年度
ロッカー・メールボックスのお申込を開始しました

■申込締切：２０２３年３月１日（水）まで

ＮＰＯ勉強会 ～ＮＰＯ入門編～

■日時　２月１２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。　

「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。

外国人向け無料法律相談



　「学び場プラス」は、小学生から高校生の子どもた
ちに学習支援のボランティアを行うために２０１３
年に設立した、山形大学の公認サークルです。
　普段は、毎週土曜日の１７時から山形市内の施設
で活動を行っています。基本、子どもたちが自習し
ている様子を見守り、わからない箇所があれば声を
かけてあげるスタンスを取っています。経済的に塾
に通えない子どもたちはもちろん、塾が合わなかっ
た子や自習の場を欲している子、学校になじめない
子たちにとっての一つの居場所になることを目的と

しています。
　新型コロナウイルスの流行によって長らく活動が
ストップしていましたが、今後活動を活発化させて
いく予定です。活動に参加を希望してくださるお子
さんはもちろん、興味を持ってく
ださった方は、どなたでもお気軽
にお問い合わせください。

★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

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.52 今更ですが、推しはカジョセン
　山形市市民活動支援センターが入居している霞城セ
ントラルは、山形駅西口に隣接する官民複合型高層ビ
ルです。２００１年 1 月 1 日にオープンして２２年
の時が経ちました。 現在でも、山形市内の建築物では
最高の高さを誇り、ランドマークとなっています。
　その霞城セントラル２４階の展望ロビーに、昨年の
１０月２１日から観光望遠鏡が２台設置されました。
東京スカイツリーや羽田空港、あべのハルカス等にも
設置されているものだそうです。晴れた日には山形市

内はもちろん、蔵王山や月山、朝
日連峰まで見渡すことができて圧
巻の眺めです。
　また、昨年１２月１１日にはス
トリートピアノが設置され、山大生によるオープニン
グコンサートが開催されました。今は一般開放されて
いますのでどなたでも弾くことができます。素敵な眺
めとピアノの調べが流れる地上１１５メートルの世界
にようこそ！（有川）

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

学び場プラス
代表　尾形　翔太さん

〒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／学び場プラス
    ０８０－９０１６－２３３７
　manabiba.plus@gmail.com
　 

「とぴボラ」ってどんなことをするの？

　「とぴボラ」とは、山形市市民活動支援センターで毎月第３木曜日に発行している情報紙「とぴあす」の、
発送作業のお手伝いをして頂くボランティアのことです。主に、郵送物の組み合わせや封詰めなどの作業を
行います。その他には、登録団体やＮＰＯに関する県内外の施設の
チラシや印刷物・新聞記事などを、情報ライブラリーへファイリン
グする作業もあります。どちらも気軽に参加できる内容です。ＮＰＯ
やボランティアに興味のある方のご参加をお待ちしています。
　詳しくは、当センターの窓口や電話やメールなどでお問い合わせ
ください。

2023 年も気が付けば１月も半ばを過ぎ、そろそろ新年度の準備にあわただしく
なりそうな今日この頃です。今年もよろしくお願いします。（川部）
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