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1/26（火）センター主催講座『それは本当の課題ですか？』を実施しました。
沖縄県の緊急事態宣言に伴い、開催に関してギリギリまで調整を図ったうえで、開催
時間を繰り上げ、感染症対策をしっかりと取り組んで開催しました。
地域や社会の課題解決に取り組む市民活動の事業実施にむけ、企
画立案は大切ですが、課題に集中するあまりに解決の方法が偏っていたり、課題の捉
え方にズレがあったり…。課題の本質を知る事が大切。という事を学びました。
『数える・比べる・尋ねる』という、とても地道な作業を
繰り返していくうちに、本来の課題が見えてくる。そして、その課題を更に分
析しターゲットを絞り、そのターゲットがどのよう状態になれば課題の解決と
いえるのか。
また、持ち前の資源を把握できているか。時代の要
請に合っているか。仲間と共有できているか…。現実
と課題を照らし合わせ、初めて課題解決の企画立案をする。この地道な工程は
とても遠回りのよう思えますが実は一番近道である。と感じました。
最後に、講師より企画書の書き方について「企画書とは、シンプルかつ 1 枚
でわかるようにしなければならない」というお話しに目から鱗でした。
2 時間という限られた時間であったため、グループワークは行わず講義のみと
なりましたが沢山の事例を交えて、途中で参加者からの質疑応答に応えながら進
められたので理解も深まり、時間以上の収穫を得ることが出来ました。

現在、なは市民活動支援センターでは、当施設がも
っと利用しやすい施設となるよう、アンケートを実施し
ております。団体、個人問わずに皆さまの声を業務や方針
に反映していきたいと思います。
センター2 階事務室前、各会議室内にアンケート用紙を
設置しております。また、ホームページから入力フォームでも
回答いただけますので、アンケートにご協力をよろしくお願い
いたします。

なは市民活動支援センター
利用者アンケート QR コード

(ご家庭で余っている食品や日用品の寄付)
ご提供いただける食品や、洗剤などの日用品がご
ざいましたら、センター2 階の管理事務室までお願い
致します。フードバンクセカンドハーベストさん等
に寄付いたしております。
～注意点～
・賞味期限が明記され、かつ１ヶ月以上あるもの
・常温で保存が可能なもの
・未開封で、中身に問題がないもの
・お米は精米から１年以内のもの
・アルコール類は受け付けておりません

なは市民活動支援センターでは那覇市公式ホームページのほかに、フェイスブックも運営しております
が、この度なんとっ…！
『LINE』も始めました！お友達登録をしていただければ、なは市民活動支援センターからボランティアに
関する情報や講座情報等をお知らせします！ぜひご登録ください。
また『なは市民活動応援サイト』でも、市民活動に関する有益な情報を発信しております。ぜひ、ご確認
ください。

なは市民活動支援センター
フェイスブック

なは市民活動応援サイト

なは市民活動支援センター
那覇市公式サイト

なは市民活動支援センター
LINE

なは市民活動支援センターでは、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
社会貢献活動を行う市民団体の方が集まりやすく連携しやすくすることを目的としております。
会議室、印刷室等をご利用いただくためには利用団体として登録頂いており、今年度（1 月末現
在）は、29 団体が新規団体として登録頂きました。
既にご登録頂いている団体の皆さまにおかれましては、2 月・3 月は更新月のため更新案内をお
送りしております。利用登録更新の手続き（窓口または郵送にて提出）をお願いいたします。
◆必要書類について…（全団体）①利用登録申請書（第 1 号様式）②会則（定款や規約等）③会員名簿
④活動内容がわかるもの
（該当団体）⑤施設利用に関わる利用許可申請書（入居用施設や貸ロッカー等）
※②・③は変更がなければ不要

新型コロナウィルス感染症対策のご協力お願いいたします。
多くの市民が利用する当センターにおいて、万が一感染者が発生した場合はフロア
消毒のための一時閉鎖を余儀なくされます。当センターご利用におかれましては、マ
スク着用の徹底、手洗い、咳エチケットなど各自で感染症対策を実施し、会議室をご
利用の際には使用前後の消毒、開催中の換気にご協力ください。

ｚ

「知らないことは人に聞け」
を、モットーに過ごしてきたわたくし…
自分で調べると、
情報迷宮から出られなくなってしまうんです。
ですから、教えてください…

KHJ 全 国 ひ き こ も り 家 族 会 連 合 会

ボララボ

沖縄支部 てぃんさぐぬ花の会
【活動内容】

・平成 25 年設立
・ひきこもりに悩む家族を支え、問題解決に向け
た勉強会や相談会、家族同士の交流を通して問
題を解決する目的で、ひきこもり家族会の全国
組織の沖縄支部として設立した。
・月 1 開催の定例会、カフェミーティング、家族
同士の交流、元当事者同士の交流、農園ボラン
ティア。
・他支援団体と講演会やセミナーの実施。
【目標】
・情報発信、当事者、当事者家族とつながり「連
帯・連携・参画」の機会を広げていきたい。
・法人格の取得
【リーフレット・ホームページ・SNS】
http://www.khj.okinawa
年に 4 回、会報誌を発行。

あけぼのほのぼの会
【活動内容】

【活動内容】

・平成 22 年設立
・沖縄の多様な価値観を持った人々が、リスペク
トされながら共に豊かに暮らせるよう、あるい
は大災害が起こっても人々が「ひと・まち・風
景」を失わないよう学生や若者が、学校や世代
を超えた学び、議論し地域に出て交流やボラン
ティア活動を行う。
・学習会やフィールドワークを実施。
・災害や防災活動を行う地域でのソーシャルワー
ク、ボランティア活動。
【目標】
・BOOK もあいを通じた読書会イベント。
・コミュニティイベント、被災地でのソーシャル
ワーク活動
・県内各地での「防災キャンプ」活動のサポート
【リーフレット・ホームページ・SNS】
年に 5 回、会報誌を発行。

生活の発見会（沖縄集談会）
【活動内容】

・平成 29 年設立

・昭和 45 年設立・平成 17 年法人化

・子ども会の活性化と地域多世代のつながりを目
的とした居場所づくりとして、子どもや高齢者、
地域がつどい、互いに学びあうことができる居
場所にする。
・子どもの居場所、子ども食堂で食事の提供と学
習指導を行っている。子ども食堂「ほのぼのカ
フェ」
・ほのぼのカフェと地域自治会共催の餅つき大会。
ハーリー船体験乗船や、田植え体験学習、巡視
船見学、プラネタリウムや皆既日食観察などの
活動を実施。

・神経症で悩み苦しむ方々を対象に森田療法の理
論学習と体験交流によって、症状を乗り越えよ
り充実した生活を送れるようになることを目的
としている。
・毎月 3 回に体験交流兼、学習会を開催。
・年 1 回に心の健康セミナーを実施。

【目標】
・沖縄コンソーシアム等からの学生派遣で学習指
導を充実させていく予定。

【目標】
・2019 年度には参加者の増加に伴い、学習会を
増やした。
・セミナーについても、参加者増加の傾向にある
【リーフレット・ホームページ・SNS】
https://www.hiroyukiyasuda.wixsite.co/website-1

月に 1 回、会報誌を発行。

那覇青果物卸商事業協同組合/ 那覇青果社会貢献基金事業
募集期間：2021 年 2 月 28 日（日）当日消印有効
内
容：1 団体あたり、上限 50 万円（総額 120 万円以内）
助成対象：沖縄県内に所在する民間の非営利団体（団体の法人格は問いません）
、規約等に基づき適正
な運営が行われていることが確実であると認められる団体。
1 団体につき 1 件としてください。

自然環境保全
② 希少生物の保護・育成
③児童生徒の食生活教育
【お問合せ】那覇青果物卸商事業協同組合 総務部総務課 TEL:098-863-4171
①

URL http:// www.nahaseika.or.jp/

金城芳子基金運営委員会/ 第 29 回 金城芳子基金
募集期間：2021 年 3 月 31 日（水）当日消印有効
内
容：30 万円（助成件数 1 件）
助成対象：原則として、女性であること（個人・団体及びグループ）沖縄女性のため、社会的に意義の
ある活動や調査研究を行う個人、団体及びグループに資金を助成する。
【お問合せ】
「金城芳子基金」運営委員会

TEL:098-944-5025

URL http:// www.okinawakyoukai.jp/smarts/index/56/(公益財団法人沖縄協会 HP)
※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。
感染症拡大予防ガイドラインに
より、収容人数は表示人数の概ね
半分程度とされています

会議室

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

料金一覧表

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

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。

