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3/7（日）『ＮＰＯ・市民活動団体交流会』を実施しました。
当センター利用登録団体や、自治会の皆さまにご協力いただいた「コロナ禍における那覇市の市民
活動の現状調査」の結果を元にまとめられたデータの分析や、相談事業に持ち掛けられた内容の報
告等がありました。参加した団体と、当センターそれぞれで受け止め、課題解決にむけて協力して
いく方向性が見えてきたように思います。
また、第 2 部で開催された団体交流会では「コロナ禍における団体活動紹介」として、コロナ禍
での変化、課題、不安、工夫した点を発表頂きました。
それぞれの団体が、支援対象者に普段からどのように
働きかけ、コロナ禍での課題に対してどのように工夫
したのかを共有できました。
今回のアンケート項目の中から「今後必要な支援策」
に対し「他団体との交流の場」という回答が多数あり、
この交流会を実施しましたが、参加した団体のみならず、
多くの団体が連携を取り合い繋がっていく事で、大きな
力になると感じました。

NPO 乳がん患者の会
ぴんくぱんさぁ
代表 与儀氏

NPO 法人フードバンク
セカンドハーベスト沖縄
代表 奥平氏

NPO 法人にじのはしファンド
にじの森文庫
代表 金城氏

NPO 法人
おきなわ CAP センター
代表 奥間氏

(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料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
ーベスト等に寄付しております。
～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
・アルコール類は受け付けておりません

新型コロナウィルス感染症拡大防止対策の
ご協力をお願いいたします。
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。

当センターは、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施設
です。
・市民活動団体とは…参加者が自主的に集まり、地域課
題や社会問題に取り組む、営利を
目的としない団体
・Ｎ Ｐ Ｏ 、 Ｎ G O とは…社会課題解決や公益的な目的の
ために存在する、非営利の組織
利用登録団体の皆様へ
次年度にむけて、更新手続きの案内をお送りし
ておりますので、3/31（水）までに提出ください
ますようお願い致します！
◆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

なはセン通信や、フェイスブック
でお知らせしている、学生によるボ
ランティア活動団体「VONS（ヴォン
ス）」が、今年度の COG にて見事に
3 つの賞を受賞されました!!
COG（チャレンジオープンガバナンス）とは、東京大学で取り
組まれている地域課題の解決策を競うコンテストで、市民
と行政が協働で取り組むオープンガバナンスを目的とした
事業です。
全国の各自治体とタッグを組んだ 45 の市民活動の中か
ら最終選考まで残り、その中で那覇市代表の VONS さんは
「ハーバード大学アッシュセンター・イノベーション賞」
「協賛団体・LINE 賞」「オンライン投票賞・銀賞」受賞！
代表の平敷さんは卒業式のリハーサルと重なり、発表自
体は事前録画した動画でしたが、当日の質疑応答は副代表
の屋嘉部さんと職員で対応。10 代とは思えない堂々とし
た姿勢に感動しました。

（入居用施設や貸ロッカー等）
※②・③は変更がなければ不要

なは市民活動支援センターホームページ、フェイス
ブックのほかに『LINE』も始めました！
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
LINE

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
フェイスブック

なは市民活動応援
サイト

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…

パシフィックガーデン
【活動内容】
・平成 13 年法人化・令和 2 年現団体名へ変更
・ソロモン諸島国で勃発した民族紛争の復興支援
目的に設立。その根底には貧困放置途上国に於
ける環境負荷の高い開発行為を改善するための
支援を行っている。
・現地 NGO と共同で設立した職業訓練校の運営
APSD－RTC
・実践的な産業研修を目的として設立された、パ
シフィックガーデン運営。
【目標】
・将来的には商品開発力や販売力が向上され、地
方、首都、海外等に繋がるハブ機能を目指して
いる。

楽しいウクレレ友の会
【活動内容】
・平成 28 年設立
・那覇市福祉部のちゃーがんじゅうポイント制度
登録の小規模多機能型ホーム事業所にて、歌ご
えの集いにボランティアとして参加。
・13 事業所で活動
・音楽を通して楽しいコミュニケーションをとる
【目標】
・コロナの影響で、これまで通りに活動するとい
う事がとても難しかった。
・コロナ禍でも施設の高齢者の方達が喜んで貰える
ようなプログラムを見つけたい。

【リーフレット・ホームページ・SNS】
http://www.apsd.or.jp/new/

なは新都心未来創生協議会
【活動内容】
・平成 30 年設立
・「竹あかりまつり」「なはの日ブーゲンビリア
まつり」の企画、運営
・那覇新都心公園を拠点として、地域の活性化を
目的に、新都心地域の自治会や通り会、企業、
行政と協働で各種イベントの取り組みを行い、
安心安全な魅力のある未来都市の構築。
・熊本県で盛んな「竹あかり」を沖縄でも取り入
れ、毎年開催することで地元のイベントと定着
させる。そこで、地域の子ども達、高齢者のみ
ならず、お勤めの方々の癒しとなり、地域への
愛情を育む機会としていく。
【目標】
・竹あかりまつりは、野外イベントのため天候に
左右されてしまい、開催を見送った事もあるが、
年々来場者は増加にある。今後も頑張っていき
たい。

アートセラピーセンター
【活動内容】
・平成 2 年設立
・芸術療法を通じた、地域の方々の心身の健康に
対する貢献活動
・高齢者施設などの慰問を通じたボランティア活
動。
・芸術と健康の融合講演、セミナー、舞台、ワー
クショップの開催。
【目標】
・少子高齢化社会において、生きがい、心身の健
康は必須です。芸術を通じて充実した人生を共
に送る、ワークショップや講演活動をし、学
び、地域に貢献してまいりたいと強く願いま
す！

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)

公益財団法人 太陽生命厚生財団/ 新型コロナウイルスに関する事業助成
募集期間：2021 年 3 月末日 郵送による必着
内
容：1 件 10 万～50 万円（総額 1,000 万円）
助成対象：福祉事業の向上のために、地域に根ざした地道な活動を行う団体に助成する。
A.福祉事業を行うに際し、以下の様な感染症対策の費用

・防護服やマスク、消毒液の購入・飛沫防止用アクリル板設置などの設備、感染症対策機器の購入
・感染症対策としての PCR 検査受診 ・感染者が発生した場合の対策など

B.コロナ禍により経済的にお困りの高齢者や障がい者、児童等に対して福祉事業を行うための
必要な費用
※他、同団体より「コロナ禍での福祉事業の充実・向上のための調査、研究に対する助成事業」もあります

【お問合せ】公益財団法人太陽生命厚生財団

TEL:03-6674-1217

URL http:// www.taiyolife-zaidan.or.jp/
※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

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
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

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。

