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~市民活動のためのファシリテーション入門講座 次につながる“場”をつくろう～

市民活動のためのファシリテーション入門講座開催！
日時：11 月 20 日 (日) 午前 9:00～12:00
場所：なは市民活動支援センター 会議室①
対象者：イベント活動を行う団体(NPO、市民活動団体、PTA、子ども会など)
定員：30 名
参加費：100 円 (茶菓子代)
講師：特定非営利活動法人日本ファシリテーション協会

気軽に参加
してね！

申込・問い合わせ：申込等に関しての詳細は 11 月の始めにセンターHP で発信します！
なは市民活動支援センター

検索

イベント活動をこれまで以上に盛り上げたいと考える団体の皆様のご参加をお待ちしております。
※駐車場は 2 時間以内の駐車となっております。会場までは、公共交通機関でお越しください。

NEWS！②
公益信託

那覇市 NPO 活動支援基金ハード整備事業助成団体募集！！

「市民の力をつなげ、NPO が地域づくりに参画するような社会づくり」をテーマに、地域で暮らす人たちが地域の多様な担い手(地縁組
織、NPO など)とネットワークを活かし市民の力で、まちをリノベーションするハード整備事業に対して助成します。
【助成額】 一団体 50 万～190 万。(助成事業費の 5 分の 4 以内。助成額は運営委員会で決定。)
【応募要件】 市や市民に寄与する活動を行う 3 人以上のグループ、ＮＰＯ法人、任意団体、自治会または子ども会などの団体。
【応募期間】 11/１(火)～30(水)所定の応募様式(ＨＰよりダウンロード)に記入のうえ、ご応募ください。

NEWS！③
ロッカー・私書箱の利用団体募集中！
ロッカーや私書箱を無料で貸し出しています。団体宛ての郵便物などをセンター経由で受け取ることができます。
また、団体間の連絡や文書、チラシの配布などにもご利用なれます。(無料)

会議室紹介

用途に合わせて選べる会議室！迷ったらスタッフに相談してね♪

研修室② 管理事務室のすぐ向かい、人目にも付きやすく、使い勝手の良い部屋です。
定員 21 人・料金 1 時間 200 円

(冷房機 1 時間 100 円)

会議室① 舞台・スクリーン備付、収容人数 84 人の広々とした会議室です。
定員 84 人・料金 1 時間 1300 円

講座紹介！

(冷房機 1 時間 400 円)

センターを利用してこんな講座が開催されています♪

大好評！パソコン・スマホ・タブレットの使い方講座 受講生募集！
シニアネット NAHA

シルバー人材センター

①iPad/タブレット講座

スマホ講座

②パソコン使いこなし講座

日時: ①11/8(火)14 時～15 時半

(５０歳以上対象)

日時: 11 月 4 日(金)～平成 29 年 3 月 31 日まで 5 ヶ月間

②11/10(木)14 時～17 時

毎週金曜日 全 20 回 (55 歳以上)

③11/15(火)14 時～17 時

①10：10～11：50 ②13：10～14:50

①～③回は別々の内容です。スマホの魅力を体感できます。

受講料: ①￥20,000 テキスト代別￥1,728 ②￥18,000

受講料： 無料

定員: ①②各 16 名

定員：15 名(超えた場合、次回の講座へご案内します)

場所：なは市民活動支援センター ２階 研修室②
①iPad 入門からアプリのつかいこなしまで！
②インターネット＆メール、Word で作品作り(年賀状、ｶﾚﾝﾀﾞｰ)
デジカメ写真編集、デジカメ写真でフォトムービー作り他。
①タブレット持参。(持っていない場合は相談)
②ノートパソコンをご持参ください。
問い合わせ：シニアネット NAHA 070-5813-2128(内田庄司)

場所：なは市民活動支援センター 主に２階 研修室②

講座では実際にスマホで音楽を聴いたりテレビ電話をした
り楽しく学べますよ～♪
問い合わせ： シルバー人材センター
098-943-5658(岸本)

センターでのできごと
市民メディア全国交流集会開催！
9 月 24・25 日に、第 14 回市民メディア全国交流集会＠OKINAWA(共催：那覇市・後援：読谷村)が開催されました！
24 日は読谷会場で、25 日は那覇会場(なは市民活動支援センター会議室①)にて開催し、2 日間で述べ 150 名の市民メデ
ィア関係者・実践者・利用者などが集い、情報共有や交流を行いました。当日はフェイスブックでのライブ動画配信を行い、会場
に来られない方々にもウェブを通じて参加できる仕掛けをつくりました。参加した方々からは、ラジオの力、映像の力を改めて実感
した、などの感想があがりました。

助成金情報
公益財団法人損保ジャパン日本興亜福祉財団認定 NPO 法人取得資金の助成
応募締め切り 9 月 15 日～10 月 31 日
■対象団体■
社会福祉分野で活動し認定 NPO 法人の取得を計画している特定非営利活動法人。
■助成内容■
「認定 NPO 法人」の取得に関する費用であれば、使途は問いません。原則として 2018 年 3 月末までに諸轄庁に「認定」の申
請を行うことが必要です。
■助成概要■
1 団体：30 万円/総額 600 万円を予定

センター掲示板に、その他の助成金
情報も掲示しています！

沖遊協創設 20 周年社会貢献助成事業
応募期間 平成 28 年 10 月 1 日～11 月 16 日 当日消印有効
■対象団体■
・沖縄県内に主たる事務所又は活動拠点を有する NPO 法人、団体及び個人であること。
・1 年以上の活動実績を有し、かつ活動を継続できる見込みのあること。
・宗教活動、政治活動を目的としない団体であること。
■助成内容■
沖縄県内で実施する次の事業を対象とします。
１社会活動 ２子どもの健全育成支援活動 ３命を大切にする研究、事業活動 ４コミュニティー強化支援活動 ５学術、
文化の支援活動 ※特定の者の利益を目的とした公益性の乏しい活動、政治活動、選挙活動、宗教活動、訴訟活動は対象としない。
■助成概要■
助成総額は 100 万円程度で、1 団体への助成金額は 10 万円～20 万円を予定しております。
なお、日常の人件費や交通費、水道光熱費等の維持費は助成対象外となります。

利用登録団体・センターからのお知らせ
【全要研・沖縄県支部主催「聞こえの相談会」開催！】
開催日時：平成２８年１１月１３日(日)１０時～１５時

沖縄県難聴・中途失聴者協会さん

会場：豊見城市社会福祉センター１階・２階

からのお知らせ♪

内容：「聞こえ」に関する相談、聞こえの検査、アドバイス等
申込・お問い合わせ方法 ：FAX 927-6813(全要研 沖縄県支部宛) メール：youyakuhikki.okinawa@gmail.com
電話：090-7470-7772(15:00～19:00 城間)※なるべく FAX かメールでご連絡お願いします。
申込期間：平成 28 年 10 月 17 日～31 日(月)※申込多数の場合は抽選とさせて頂きます。

【災害と女性 講座のお知らせ】

なは女性センターさん

開催日時：平成２８年１１月１9 日(土)１４時～１６時

からのお知らせ♪

会場：なは女性センター第２学習室

内容：災害時に女性と男性では直面する困難にはどのような違いがあるのか？多様な人々の立場で災害時に予想される困難と
対策の方向性について学びます。
申込・お問い合わせ：なは女性センター TEL951-3203
※一時保育(2 歳児以上の未就学児)・手話通訳をご希望の方は 11/11(金)17 時までにお申込ください。一時保育は那覇市在住
在勤の方が対象です。また受け入れられる子どもの数には限りがあります。

弊紙にイベントや講座の案内、情報等、掲載希望の方はお知らせください！
メールにて「めかるナハセン通信掲載希望」と件名に書いて、団体名・連絡先・内容を下記のアドレスまでお送りく
ださい。毎月 10 日が締め切りとなっているのでそれまでにお願い致します。

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(12～21 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
※（
お問合わせ

）定員は目安です。イスや机は追加できます。

■印刷料金■

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

モノクロ
カラー

※印刷用紙はご持参ください。
サイズ

金額

A3 以内

1 枚 0.5 円

A4 以内

1 枚 1.5 円

B4 以上

1 枚 2.5 円

