【発行】 ６月号

めかるナハセン通信

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

場所は変わらず､センター新オープン！！！
市民活動に関する情報収集､イチオシ！低料金での会議室･印刷機の利用
(使わなきゃ損！)機材貸し出し等、市民活動のお手伝いができる施設となっております。

市民による自発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を行うため
の拠点としている施設です。
■センターの使い方■
①まずは利用登録が必要です(1 年更新となります)
②申請書の記入があるので一度ご来所頂きます。
その際に活動内容が分かる資料や
団体の会則等、代表印をお持ち頂きます
③審査後、利用許可書を発行、
1 年間センターをご利用になれます!
※申請の記入～利用許可書発行まで 3 日ほど
お時間頂きます。

市民活動とは・・・社会的な課題の解決に向けて市民が自発的、自主的に行う不特定かつ多数のものの利益の
増進に寄与することを目的とする活動をいう。

耳より情報！

…新しい印刷機が導入されました！

速い！低価格！簡単！ ★紙の販売は行なっていませんので持ち込みお願いします

100 枚を約 90 秒で印刷※できます。 両面印刷・カラー印刷も可能！！
色

サイズ

金額

モノクロ

A3 以内 片面 10 枚

5 円(1 枚 0.5 円)

カラー

A4 以内 片面 10 枚

15 円(1 枚 1.5 円)

゛

B4 以上 片面 10 枚

25 円(1 枚 2.5 円)

※当センタースタッフ調べ。場合によっては異なることがあります。

RISO
ORPHIS EX7200

こんなメニューを用意しています！

…選べる会議室に低価格の印刷機！

※政治･宗教･営利を目的とした利用はできませんので予めご了承ください

○会議室の利用

打ち合わせ、講座を開きたい等、10 タイプの部屋から選べます

○印刷機の利用

総会資料、会報、お便り・・・低価格で印刷できます！

○私書箱・ロッカーの貸し出し

資料や備品を置く場所がない、団体宛に届く郵便物の住所お探しの方！

○機材貸し出し

プロジェクターやスクリーン無料で貸し出しています

○市民活動・その他何でも相談

活動したいけど何をしたら良いか分からない人、一緒に考えましょう！

○情報提供コーナー

市民活動、社会課題の情報、助成金情報を、掲示しています

○交流スペースコーナー

お昼はランチスペースとしても活用されています♪

※実技、運動、騒音及び振動を伴う場合は会議室・研修室はご利用になれません。

ホワイトボードは各部屋に
常備されています♪

アクセス方法

…メインプレイスから徒歩 8 分！

バス系統 10 番(おもろまち駅前広場～県庁北口)

なは市民協働プラザ前で下車

バス系統 99 番(那覇空港～コンベンションセンター)

安謝 1 丁目又は那覇国際高校前で下車後徒歩 7 分

バス環状 2 号線側 11 番、55 番、56 番

古島バス停で下車後徒歩 10 分

バス国道 330 号線側 11 番、33 番、55 番、56 番、

興南高校前/真嘉比バス停で下車後徒歩 10 分

88 番、90 番、98 番、112 番

ゆいレール

古島駅もしくはおもろまち駅で下車後徒歩 10 分

車でお越しの場合※2 時間を越える駐車の場合は

地下駐車場を用意していますが、限られたスペースのため

最寄の有料駐車場をご利用ください

歩いてお越しの場合

2 時間以内の駐車となっております
新都心公園から徒歩 2 分・メインプレイスから徒歩 8 分
那覇国際高校から徒歩 10 分

センターはいつ開いてる？

…ほぼ毎日開いています！

【月・火・木・金・土】午前 9 時～午後 9 時
【日・水】午前 9 時～午後 5 時
【休館日】慰霊の日(6 月 23 日)、年末年始(12/29～1/3)

市民活動のヒントがたくさん！

…学生レポートや調べ学習にも威力を発揮

沖縄のリアルな地域課題・社会課題をジャンル別に提示。
（子ども・高齢者・障がい者・社会的排除・貧困・雇用・市民メディア・防災・まちづくりなど）
元新聞記者でもある専門相談員が新聞記事を市民活動のヒントになるよう立体再編集、発信の仕方や市民活動へのつなげ
方などアドバイスします。大学生や中高生のレポート、調べ学習にぜひ！
（このコーナーのひとつとして・・・）

一緒にまちを考えよう！

専門相談員 稲垣 暁 社会福祉士・防災士
まちに関するルポを県内２紙系列に毎月連載。
NHK 沖縄「ちゅら TV」で月１回、防災講座担当。
防災を含め、よりよいまちを考える相談相手として、
週４日情報コーナーでお待ちしています。

大学で心理学と社会福祉の勉強をしている大学生スタッフも週に
3 回勤務しています♪

私がセンター長です！
ハイサイ、グスーヨー チュウウガナビラ。
山城正行(ﾔﾏｼﾛ

ﾏｻﾕｷ)と申します。

今年度からまちづくり協働推進課が直営でセンターの運営を担いますが、
これまでの指定管理者が築いてきたノウハウを参考にしながら行政として
「協働のまちづくり」のワンストップサービスの窓口を目指して努力してまいりたいと思います。
センターは職員８人体制ですが、みんな明るく個性のある職員です。
利用する方々に早く顔を覚えていただき、気軽に相談に来てもらいたいと考えています。

ユタサルグトゥ ウニゲーサビラ
センター受付 3 人娘もよろしくお願いします！
末吉雪乃(スエヨシ ユキノ)・玉城和賀子(タマキ ワカコ)・
眞喜志さやか(マキシ サヤカ)です。お気軽にお声かけください♪

会議室の料金
会議室①(84 人)1300 円/1 時間 ★舞台アリ
② (36 人)650 円/1 時間
③ (45 人)650 円/1 時間
会議室④～⑦(12～21 人)200 円/1 時間
会議室⑧(24 人) 250 円/1 時間
研修室①(36 人) 200 円/1 時間 ★和室
研修室②(17 人) 200 円/1 時間
※( )内は定員の目安です。イスや机は追加できます
各部屋にホワイトボード 1 台ずつ常備。

□印刷料金□
お問合わせ
〒900-0004 那覇市銘苅 2-3-1 なは市民協働プラザ２階
TEL：098-861-5029/FAX：098-861-5029
メール：C-KATU005@city.naha.lg.jp
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