
今号の内容

2023 年 2月 19日に、市民の皆様に山形で
活動する市民活動の団体を知ってもらうた
めのイベント「第 15回やまがた市民活動ま
つり」が開催されました。
山形市市民活動支援センターはイベントの
共催団体で、勿論当日も参加しました。
詳しい様子は中面の特集で紹介しています。
ベニちゃんも大活躍♫

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「ヤマガタ防災・減災 Action ！」
センター職員のいちおし！ vol.54

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！

山形市市民活動支援センター

先月 3年ぶりに対面形式で開催された「やまがた市民活動まつり」の様子を
ご紹介します。

特集：第 15 回やまがた市民活動まつり 開催レポート
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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！

第 15回やまがた市民活動まつり開催レポート

ん－ぽちゃん

ぴーちゃん

+1



第 1５回第 1５回第 1５回 やま りつがた市民活動ま
～つなげよう活動の輪～

去る２月１９日 （日） に、 霞城セントラル１階アトリウムを会場に開催された
「やまがた市民活動まつり～つなげよう活動の輪～」 のようすを報告します。

展示ブース展示ブース 今年は３年ぶりの直接対面形式での開催となりました。

（認定特活） モルヒネ友の会（認定特活） モルヒネ友の会

（特活） 環境ネットやまがた（特活） 環境ネットやまがた

（特活） 山形県喫煙問題研究会（特活） 山形県喫煙問題研究会

当日はいろんなところ
でベニちゃんも
お手伝いしたベニ♫

当日の詳しい様子はこちらからもご覧ください

（特活） ニューライフアドベンチャー運動
実行委員会山形県
（特活） ニューライフアドベンチャー運動
実行委員会山形県

（特活） 山形自立支援創造事業舎みちのく
屋台こんにゃく道場
（特活） 山形自立支援創造事業舎みちのく
屋台こんにゃく道場

最後にみんなで記念撮影最後にみんなで記念撮影
また来年お会いしましょう！また来年お会いしましょう！

開催レポート

ヤマガタ防災 ・減災 Action ！ヤマガタ防災 ・減災 Action ！

３年ぶりに対面
での開催ができ
てうれしいです。

リアルで直接お
話出来る機会は
ありがたいです。

今年で活動１０周
年です。 コロナ禍
で少人数での活動
が逆に活動の質を
高めました。

パトラン山形パトラン山形

行政との連携を
強化して、 もっ
とまつりを盛り
上げていければ
いいと思います。

さまざまな事業も再開しています！
今後はキャンペーン活動も開催！

人と人とのつながり
の大切さを実感しま
した！

１回目からの参加！
今回は本当に興味
のある方にお話を
聞いていただけま
した。

電気料金だけ
でなく、 たくさ
んの人たちに
地球環境とい
う観点でも温
暖化防止を考
えてほしい。

継続は力！
来年につながるまつりに
なったかな？

今回のようなイベ
ントがまたたくさん
戻ってきてくれると
いいな。

今回初参加です。 一般市民
の方々に活動を知っていた
だく機会に感謝！

山形県手話通訳問題研究会山形県手話通訳問題研究会

山形女性医師ネットワーク山形女性医師ネットワーク

ホスピスケアの会ホスピスケアの会

ごみ減量 ・ もったいないねット山形ごみ減量 ・ もったいないねット山形

山形市市民活動支援センター ・連絡協議会もブース展示に
参加しました
山形市市民活動支援センター ・連絡協議会もブース展示に
参加しました

当日は開場の大スクリーンで動画も上映しました。当日は開場の大スクリーンで動画も上映しました。



　“やまがた文化の回廊フェスティバル２０２
３” のオープンハウスに一箱古本市＠山形が初
参加します。
　個性豊かなお店の品ぞろえや本好き店主との
おしゃべりなど自由にお楽しみください。

サイエンスカフェは、“科学について気軽に語り
合う場” です。山形大学理学部生２人が企画・
運営します。
　今回のテーマは、「私の木になる植物の不思
議」と「私が気になる数の不思議」です。どな
たでも参加可能ですので、気軽にいらしてくだ
さい。

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！！

「私の価値観」
―第１９回哲学カフェ　

■日時　２０２３年４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）

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。
１９回目のテーマは「私の価値観」。年齢、職業問わず、どなた
でも参加可能です。

サイエンスカフェ　～科学について雑談する会～

作ってみよう縄文土器

■日時　２０２３年３月２５日（土）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）

一箱古本市＠山形

■日時：３月２６日（日）１０：００～１６：００
■場所：やまぎん県民ホール１階　屋外ピロティ・雁木通路
　　　　（山形市双葉町１－２－３８）

●連絡先／一箱古本市＠山形実行委員会
　０９０－１３７９－３５８８（嵐田）
　185yamagata@gmail.com

■日時　３月２６日（日）１４：００～１６：００
■場所　霞城セントラルビル　２２階
　　　　山形市市民活動支援センター　会議室Ｂ　　

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

大切な人を亡くした方の「わかちあいの会」

　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。

■期間：２０２３年３月２６日（日）
■時間：

■場所：天童市西沼田遺跡公園（天童市大字矢野目３２９５）
■申込み：定員になり次第〆切
　　　　　希望の時間でお申し込みください

　粘土で土器を作り、縄文土器特有の縄目模様をつけて仕上げ
ます。当日作った土器は、自然乾燥させ、野焼きした後（約１
か月後）のお渡しとなります。

●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

山形市コミュニティファンドは、皆様の善意による「寄附」を
地域貢献に結びつける仕組みです。令和５年度においても補助
事業を募集する予定ですので、皆様におかれましては補助金の
ご活用をご検討いただければ幸いです。

●補助メニュー●　
（１）分野補助

　　　特定の分野・個別ファンドのテーマに合致した事業を
　　　補助します。

（２）一般補助（旧：公開プレゼンテーション補助）
　　　地域社会の課題解決に向けて自発的に取り組む、
　　　新規事業が対象。（テーマ要件無し）

（３）団体補助
　　　山形市コミュニティファンドに登録している団体への
　　　支援を希望して寄せられた寄附をもとに、登録団体が
　　　行う市民活動を支援します。
●募集期間●　
　　令和５年４月初旬～令和５年４月下旬（予定）
※上記補助金額等の内容について変更になる場合があります。
　今後補助金額等の内容を確定し、令和５年４月上旬に山形市
　コミュニティファンドホームページにて「募集要項」を公表
　予定です。
※これまでの補助事業実績や令和４年度募集要項は、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、
　是非ご参照ください。

●連絡先／山形市 企画調整課 協働推進係
　０２３－６４１－１２１２（内線２２３）
　kikaku@city.yamagata-yamagata.lg.jp

令和５年度よりセンターの開館時間が変わります

山形市からのお知らせ
令和５年度 山形市コミュニティファンド (市
民活動支援基金)補助事業の募集予定について

令和５年度４月１日（土）より、当センターの開館時間が下記
の通り変更となります。

＜これまで＞
　開館９：３０　閉館２２：００
＜令和５年４月１日より＞
　開館９：３０　閉館２１：００

※会議室、印刷コーナーは、２２：００までご利用いただけます。
ご利用の際は事前にご予約ください。

①１０：００～１１：３０
②１３：００～１４：３０



【防災・減災との温かな出会いを】災害弱者とは要
配慮者やジェンダーの課題だと “他人事” になって
いませんか？私たちは、防災・減災の視点をまだ持
ち合わせていない人は、すべて災害弱者になり得る
と考えています。近年災害が起きる度に失われる子
どもたちの “いのち”。私たちは大人の “他人事” に
巻き込まれ失われる子どもの “いのち” をゼロにし
たいと活動しています。真剣に学び、楽しく表現す
る！災害時に役立つことは実は日常の暮らしの中で

役立つことばかり！だからこそ、防災・減災は災害
時の対策だけではないことを知って、日常の暮らし
の視点で誰にでも優しい防災・減災を知り “自分事”
にしていく。“いのち” と暮らしを守る為に、家族や
仲間で創り出すインクルーシブな防
災・減災。関心のある方は、お気軽
にお問い合わせ下さい。

★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

春は日に日に暖かくて心も華やぐ季節ですが、一方で出会いと別れの季節とも言いま
す。そう思うと、一日一日が貴重な日々に思える今日この頃です。（川部）

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.54 今注目の新たなデザインツール　Canva
　ポスターやチラシなどの印刷物、SNS や Web サ
イトのデザインがいつも同じようになってしまう。
もっとおしゃれに出来ないかな。などの悩みをお持
ちの方々に、ぜひ利用してほしいのが Canva（キャ
ンバ）というデザインツールです。豊富なテンプレー
トや素材が用意されており、初心者でも簡単にスタ
イリッシュな画像を作成できます。しかも無料で使
え、パソコンはもちろんスマホやタブレットでも使

えます。
　ソフトをインストールする必要がなく、サイトに
アクセスすればすぐに作業を始められます。もちろ
ん作成中のデザインも Web 上に管理されるので、
別の PC から作業を再開することが可能です。そし
て、Canva では複数メンバーで同じ画像を共有し、
共同で編集作業をすることができます。いつもと違
うデザインで情報を発信してみませんか。（荒井）

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

ヤマガタ防災・減災Ａｃｔｉｏｎ！　
代表　細谷 真紀子　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／ヤマガタ防災・減災 Action ！
　  yamagatagensaifes@gmail.com　　
　 

　その場合、役員のみならず、社員も発言したいときは自由に発言できるようなマイクが
準備され、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双
方向性、即時性のある設備・環境が整っていることが必要です。

（出典：「解説特定非営利活動法人制度（平成 25 年５月）」P51 ～ 52）
　社員総会について、各団体の定款を確認の上、上記を参考に柔軟な方法による開催を検
討してください。

Ｑ. Zoomを使って総会を開催することは可能でしょうか？

● 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。

Ａ. 様々な IT・ネットワーク技術を活用することで、実際
上の会議と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会

を開催したものと認められます。

とぴあす 連載コーナー
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