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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

プレゼンで何をどう伝えたらいいの？思うように話せない、相手にしっかり伝わっているか不安・・・
プレゼンについて、そんなお悩みはありませんか？ この講座では、スピーチの基礎から、プレゼン構成
やスライドの効果的な見せ方等について学んでいきます。お気軽にご参加ください♪

講師：渡久地

準 (沖縄県難聴・中途失聴者協会事務局長)

聞こえの支援を活動目的とする障がい者当事者団体の事務局長として会運営の業務
を統括。近年よりプレゼンテーションのスキル獲得に注力し那覇市 NPO 活動支援基
金公開審査会のプレゼンを経て助成金を二年連続獲得。また、プレゼンテーションを
軸とした情報発信のスキルの指導や県内外での聞こえ支援のプレゼンテーション等を
積極的に行なっている。
聞こえの支援を活動目講師：渡久地

準 (沖縄県難聴・中途失聴者協会事

務局長)

お問い合わせは
センターまで♪
聞こえの支援を活動目的とする障がい者当事者団体の事務局長として会運営の業務を
統括。近年よりプレゼンテーションのスキル獲得に注力し那覇市 NPO 活動支援基金
公開審査会のプレゼンを経て助成金を二年連続獲得。また、プレゼンテーションを軸
とした情報発信のスキルの指導や県内外での聞こえ支援のプレゼンテーション等を積

平成 28 年度公益信託那覇市
極的に行なっている。
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那覇市NPO活動支援基金の助成団体を決める、公開審査会が7月8日(土)に行われます。

ルの指導や県内外での聞こえ支援のプレゼンテーション等を積極的に行なっている。
公益信託那覇市NPO活動支援基金とは？
平成 11 年度より「市民の力をつなげ NPO が地域づくりに参画する社会づくり」を
テーマに那覇市において住みよいまちづくりを推進する市民活動団体に対して、毎年助成
を行っています。
今年度で 18 回目の開催となります！

各団体5分程のプレゼンテーションを行い、審査員の選定により、助成団体を決定します。
今年はどの団体が選ばれるか楽しみですが、みなさんの前で決まっていく過程はなかなか見ることがないのでは？
ドキドキの公開審査会♪この機会に是非のぞいてみてください。

日時：7月8日(土) 10時

場所：なは市民活動支援センター

団体紹介「ラフターアイランド

笑いヨガ沖縄」

笑いと深呼吸を入れた健康体操、笑いヨガを老人施設や学校などの沖縄県内各地で行っています。
笑いヨガを活用し、人間が本来持っている力（笑いと呼吸の力）で、心身ともに健康な方が
増えることを願い活動しています。
◎センター内の支援ブースにも入居され、精力的に活動を行っている、いつもニコニコの笑いヨガ沖縄さんです☺
この夏に大きなイベントを控えているようです(^O^)！！

『笑いヨガワールドフェスティバル沖縄

～笑顔と笑顔がつなぐ平和の架け橋プロジェクト～』

笑いヨガ創始者である Dｒ.マダン・カタリアも来沖し、笑い・歌い・踊り・遊ぶ、喜びあふれる笑いの祭典と題し、
なんと 7 月 13 日から 5 日間にわたり、県内各地でイベントを開催します。未経験の方も大歓迎だそうです♪
体の健康だけでなく心の健康も目指す笑いヨガ、大きく深呼吸をしに参加してみませんか？

～プログラム～
●7 月 13 日 18:30

場所：EM コスタビスタゴテル

●7 月 16 日 場所：トロピカルビーチ

ディナー＆ライブ （参加費有・要予約）
●7 月 14 日 18:00

8：00 笑いヨガ （無料・予約不要）

場所：てだこホール

18：30 笑いヨガ （無料・予約不要）

Dr.マダン・カタリア講演会 （参加費有・要予約）

●7 月 17 日 沖縄県南部散策（観光）

●7 月 15 日

～カリスマガイド崎原眞弓と周る

8：00 笑いヨガ 場所：てだこ広場 （無料・予約不要）

おきなわ肝心の旅～

14：00 笑い福＆ファンパーティー

先着順（参加費有・要予約）

場所：JICA 国際センター （無料・限定人数・要予約）

イベント情報

『第 15 回 りゅうぎん キッズスクール』
県内の小学 5・6 年生を対象に、子どもたちがゲームを通じて、経済の仕組みやお金の流れ、銀行の仕組みを楽しく
学習する「経済教室」や身近な環境を考える「サイエンス教室」を開催。
内容は開催日によって異なりますが、チーム対抗シミュレーションゲームで経済を学んだり、葉っぱの標本を作った
りととても楽しそうです☺ 夏休みの思い出にいかがですか？
■開催スケジュール
開催日：8 月 1 日(火)～4 日(金)
時間：午前 9：30～12：30/午後 14：00～17:00
（前日程午前・午後開催となります）
問い合わせ先：琉球銀行地域貢献室
TEL：098-860-3787

北谷会場 8 月 1 日（火） 琉球銀行北谷支店 「サイエンス教室」
8 月 2 日（水） 琉球銀行北谷支店 「経済教室」
那覇会場 8 月 3 日（木） なは市民活動支援センター 「経済教室」
8 月 4 日（金） なは市民活動支援センター 「サイエンス教室」

協働プラザ１F なは女性センターからのお知らせ

『働く女性を守る法律制度について学ぶ』
この講座では、女性が安心して働き続けるために活用できる法律や制度について学びます。
女性の労働環境は依然として厳しい状況にあり、妊娠や出産に伴う降格、解雇、マタニティ・ハラスメントやセ
クシュアル・ハラスメントなど様々な問題があります。
この機会に、いざとゆうとき役に立つ知識を、クイズを取り入れながら楽しく学んでいきましょう！

日時：7 月 2 日（土） 14:00～16：00

場所：なは女性センター（なは市民協働プラザ１F）

講師：八巻 裕香（特定社会保険労務士）
お電話にてご予約下さい。参加費無料。
女性センター：098-951-3203
その他にも 7 月は多くの講座が開催されます！詳しくは、なは女性センターまでお問い合わせください♪

助成金情報
平成 29 年度 『パナソニックＮＰＯサポートファンド』
募集期間：平成 29 年 7 月 14 日(金)～7 月 31 日(月) 【必着】
■助成趣旨■
「環境分野」「子ども分野」では、第三者の多様で客観的な視点を取り入れながら組織の優先課題を抽出し解決の方
向性を見出す「組織診断」や、組織運営上の課題を解決する「組織基礎強化」の取り組みを助成し、「アフリカ分野」で
は、アフリカ諸国の課題解決に向けた「広報基盤の強化」に助成します。
■助成対象団体■
各分野共通：1)団体設立から 3 年以上であること 2）日本国内に事務所があること
3）有給常勤スタッフが 1 名以上であること
環境分野：環境問題に取り組み、強い市民社会の創造を目指すＮＰＯ／ＮＧＯ
子ども分野：子どもたちの健やかな育ちを応援する新しい社会の創造目指し、先駆的な活動と
自己変革に挑戦するＮＰＯ／ＮＧＯ
アフリカ分野：アフリカ諸国の課題に取り組むＮＰＯ／ＮＧＯ
■助成金額■
1 団体への上限 200 万円
■助成事業期間■
H29 年 1 月 1 日～H29 年 12 月 31 日

市民活動のヒントに！ 今月の本☺
センターからの今月の一冊はこちら♪
『Graphic Recorder－議論を可視化する グラフィックレコーディングの教科書』
著者：清水淳子（Yahoo！JAPAN に勤務）

●議論をグラフィックで可視化することで、参加者の目線を揃え
客観化することで様々な意見が言いやすくなり、そのことで活発な発言を促進し
課題解決、アイデア創出に導くグラフィックレコーディングについての日本初の書籍です。
著者は多摩美大出身らしく、かわいい絵、シンプルな図解で分かりやすく
グラフィックレコーディングの入門に最適！かも
Ｂｙ 宮内

会議室の料金
会議室①(84 人)1300 円/1 時間 ★舞台アリ
会議室②(36 人)650 円/1 時間
会議室③(45 人)650 円/1 時間
会議室④～⑦(12～18 人)200 円/1 時間
会議室⑧(24 人) 250 円/1 時間
研修室①(16 人) 200 円/1 時間 ★和室
研修室②(17 人) 200 円/1 時間
※（人数）は定員の目安です。

市民活動等にぜひお役立てください(^O^)♪
たくさんのご利用、お待ちしております！

なは市民活動支援センター

検索

■印刷料金■

サイズ

金額

モノクロ

A3 以内

1枚1円

カラー

A3 以内

1枚4円

お問合わせ 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

※印刷用紙はご持参ください。

※平成 29 年 4 月料金改定

