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How to use なは市民活動支援センター
市民による自主的で営利を目的としない、

協働によるまちづくりのための社会貢献活動（市民活動）を行なうための
拠点施設として、市民団体の方が集まりやすく連帯しやすくすることを目的としています。
・・・とはいえ、どんなことをしているとこなの？

なは市民協働プラザ（旧銘苅庁舎）の
2 階と 3 階にございます。

②支援事業、人材紹介

①会議室の貸出
・大小 10 室の会議室（コイン式冷房機あり）を
貸し出ししています。
・必要に応じてマイク、アンプ等の貸し出しも
行っています。

③印刷機、図書の貸出

・市民活動に必要な事業費を支援する
「なは市民活動支援事業」を実施しています。
・ボランティアが出来る人と、求めている団体
を繋ぐ人材データバンクの登録、紹介事業を
行っています。

④自主講座の開催
・協働によるまちづくりや、社会貢献活動の
ための市民向け、団体向けの講
座を開催しています。
・なは市民協働大学、なは市民協
働大学院を毎年開校しています。

・白黒、カラーの印刷機（有料）のご利用が可能です
・市民活動のヒントを得られるよう、厳選した書物の
貸出しや閲覧も行っています。
・活動拠点として、私書箱やロッカー
の貸出しも行っています。

⑤相談業務、交流会実施
・市民活動、NPO に関する各種相談を承っています。
・Fun 日カフェ（交流会）で、
交流会やフードドライブを
行っています

ただし、会議室や印刷機を利用する際には、団体利用登録、会議室等利用申請の必要がございます。
ご利用にあたり、ご不明な点や各種お悩み、相談事、ご不明な点がございましたらぜひお問い合わせください。
◆なは市民活動支援センター◆（水・日以外：9:00～21:00/水・日：9:00～17:00）
〒900-0004 那覇市銘苅 2-3-1 なは市民協働プラザ２階
TEL：098-861-5024 / FAX：098-861-5029 / mail：C-KATU005＠city.naha.lg.jp
センターで活動されている皆さまの交流の場として活用ください！

毎月 第 4 金曜 12：00～15：00 開催
FUNNICHI COFFEE

フード＆物資ドライブ(ご家庭で消費できない食品や日用品の寄付)も同時に受け付け！
※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、
4 月は Fun 日カフェ、フード＆物資ドライブの開催を見合わせます。

令和 2 年度

新しい入居団体を紹介します！

なは市民活動支援センターの 2 階には、市民活動を円滑に行い今後の活動のステップアップに繋げるための
拠点となるよう、事務室・支援ブースがございます。
（利用期間最長 3 年）
今年度、4 月より新しい団体が仲間に加わりました！
支援ブース

事務室
・特定非営利活動法人
沖縄教育カウンセラー協会 NEW！

・沖縄 DEAF シーサー NEW！

・なは新都心未来創生協議会
・あけぼのほのぼの会 NEW！
・バスマップ沖縄
・NPO 法人 沖縄県沖縄語普及協議会
・福祉とまちづくりを考える会
・沖縄インターナショナルトレーニングサイト ・特定非営利活動法人 APSD
・NPO 法人
・アートセラピーセンター
TACMEDA 沖縄
日本スリランカ次世代育成
・沖縄県動物虐待防止協会
・沖縄県俳句協会 NEW！
サポート準備委員会
・RITA
・NPO 法人 美ら島きこえ支援協会
・楽しいウクレレ友の会
・特定非営利活動法人
・特定非営利活動法人
・人も犬も猫も幸せ！な
シニアネット NAHA
沖縄語学センター NEW！
街つくりたい OKINAWA
・てぃんさぐぬ花の会
・ボララボ
リ

タ

・NPO 法人 生活の発見会
今後、各団体の活動内容等も紹介していきたいと思います。

利用登録団体の皆様へ利用登録更新のお願い
新年度となりご多忙かと思いますが、引き続き当センターをご利用いただくには、更新の手続きが必要となります。
なは市民活動支援センター利用登録書に必要事項を記入のうえ、必要書類とあわせて窓口または郵送にて提出くださいます
よう、よろしくお願いいたします。

季節のお飾り♪

フードドライブ
ご協力のお礼
毎月第 4 金曜日に実施しているＦｕｎ日カフェ
では『ご家庭で消費できない食品』を提供いただ
き、セカンドハーベストさんへ持ち込む「フード
ドライブ」を行っており、お預かりした食料品を
3 月 25 日にお持ちしました。
セカンドハーベストさんでは、持ち込まれた食

エコットの宮島さんから、季節のお飾りが届きま
した！ランドセルに幼稚園バック！
今の季節、背中よりも大きなランドセルを背負っ
た児童や、少し大きめの制服を身にまとった中学生
のキラキラした姿が微笑ましい時期ですが、今年は
様子が違いますね…。
子どもたちが 1 日でも早く学校で新しいお友達と
勉強ができるように、感染拡大防止を
心がけていきましょう！

料品を子ども食堂や児童養護施設等に寄付されて
います。
当センターでは、
これからもフードド
ライブに挑戦してま
いりますので、引き
続き、ご協力のほど
よろしくお願いいたします。

今月の「何をしているトコですかっ？」は、お休みいたします。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う

ＮＰＯ、公益法人支援等の情報
1、 総会、理事会の開催、および開催の方法について
・総会の開催を省略することはできません。しかし、書面と電磁的記録による社員総会の開催や、持ち回り決議も制度上可能
とされています。また、実際に集まらずともインターネット等を活用し、双方が即時に発言できる形で開催する総会も認め
られます。

2、 事業報告書等の提出について
・
「天災等に相当し、事業報告等提出が遅延した場合でも認定審査等で丌利にならないこと」が明確化されました。

3、 助成金・給付金・猶予制度
・
【助成金】
①READYFOR 新型コロナウイルス感染症拡大防止活動基金（公益財団法人東京コミュニティー財団）
対象：日本における新型コロナウイルス感染症拡大防止に取り組む、個人、団体、事業者、医療機関、自治体等に対して活動費用を助成。

・②第一期みてね基金すべての子ども、その家族が幸せに暮らせる世界を目指して（みてね基金）
対象：新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、困りごとを抱える子育て家庭に対して支援活動を行う団体を支援します。

・
【給付金】持続化給付金（経済産業省）※企業他、医療法人、農業法人、NPO 法人、社会福祉法人なども対象
対象：新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で 50％減尐している者。

・
【猶予制度】厚生年金保険料の納付が一時的に困難となり、申請要件のすべてに該当するときは換価の猶予が認
められます（日本年金機構）
※最新の情報や詳細は、各関係機関のサイト等ご確認ください。

NewFace (^o^)／
4 月に入り、センターにも新しいスタッフがやってまいりました！
慣れないことも多く、皆様にご指導いただかなければならないことも
ありますが、明るく元気いっぱいの頑張ってまいりますので、よろし
くお願いいたします。

お世話になりました！

なは市民活動支援センターで、協働によるまち
づくりを実践されている方々から、たくさんの事
を学びました。
異動先で、皆様から学んだことを活かし、また
自身の夢にむけて、頑張って参ります。大変お世
話になりました。
又吉 弘（こども教育保育課）
センター長：平良 有司

山田 めぐみ

伊波 里奈（観光課）
真栄平 大（文化振興課）
下地 麗奈（学業に専念のため退職）
津波 優子
（協働推進 G）

当間

清雅

小波津

和樹

センターの 3 階で
頑張ってます！

『第 46 回丸紅基金社会福祉助成金』
募集期間：2020 年 5 月 31 日（日）消印
内
容：総額は 1 億円を目処とし、50 件以上の助成を行います。（上限 200 万円）
A/車両・物品購入、施設改修用

B/イベント・講座、出版、調査研究用

応募資格：社会福祉事業（福祉施設の運営、福祉活動など）を行う民間の団体が企画する事業案件
【お問合せ】社会福祉法人 丸紅基金

TEL：03-3282-7591・7592

FAX：03-3282-7541

『トヨタ環境助成プログラム』
募集期間：2020 年 6 月 4 日（木）必着
内
容：持続可能な発展のための環境改善や保全に向けた活動を助成
①海外プロジェクト（1 件あたり上限 700 万円）
②国内プロジェクト（1 件あたり上限 300 万円）
③国内小規模プロジェクト（1 件あたり上限 100 万円）

基本テーマ：生物多様性／気候変動

新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、お客様、従業員、関係先等の皆様の安全・安心を第一に考え、
個々のプロジェクトに応じた対応を実施してまいります。

【お問合せ】トヨタ環境活動助成プログラム事務局

TEL：03-3817-9238

※最新の情報や詳細は、各お問合せ先の応募要項を必ずご確認ください。

なは市民活動支援センター
市民による自主的で営利を目的としない、協働によるまちづくりのための社会貢献活動（市民活動）を行なうための拠点施設として、市民団体
の方が集まりやすく連帯しやすくすることを目的としています。

会議室

料金一覧表

部屋名

収容

料金

冷房料金

会議室①

84 人

¥\1,300/1ｈ

¥\400/1ｈ

会議室②

36 人

¥\650/1ｈ

¥\200/1ｈ

会議室③

45 人

¥\650/1ｈ

¥\200/1ｈ

会議室④

18 人

¥\200/1ｈ

¥\100/1ｈ

会議室⑤

15 人

¥\200/1ｈ

¥\100/1ｈ

会議室⑥

15 人

¥\200/1ｈ

¥\100/1ｈ

会議室⑦

12 人

¥\200/1ｈ

¥\100/1ｈ

会議室⑧

24 人

¥\250/1ｈ

¥\100/1ｈ

研修室①（和室）

16 人

¥\200/1ｈ

¥\100/1ｈ

研修室②

17 人

¥\200/1ｈ

¥\100/1ｈ

印刷機

なは市民活動支援センター
〒900-0004
那覇市銘苅 2-3-1 なは市民協働プラザ２階
TEL：098-861-5024 / FAX：098-861-5029
メール：C-KATU005@city.naha.lg.jp

使用料

白黒・A3 サイズ以下

￥1/枚

カラー・A3 サイズ以下

￥4/枚

※内容確認のため、原則として印刷物の一部提出をお願いしております。
※印刷用の用紙もお持ちください。
※USB 等のメディアからは直接印刷はできません。

