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社会貢献活動（市民活動）を行なうための
拠点施設として、市民団体の方が集まりやすく連帯しやすくすることを目的としています。

…とは言え、どんなことをしているとこなの？

なは市民協働プラザ（旧銘苅庁舎）の
2 階と 3 階にございます。

①会議室、事務室、ブースの貸し出し
・会議室（冷房機あり料金別途）の貸出をしています。
・機材の貸出も行っています。
・活動拠点となるよう、公募による事務室やブースの
貸出、私書箱やロッカーの貸出しを行っています。

②自主講座の開催
・協働によるまちづくりや、社会貢献活動のための
市民、非営利活動団体向けの講座を開催してい
ます。
・なは市民協働大学、なは市民協働大学院を毎年開
校しています。

③印刷機、図書の貸出
・白黒、カラーの印刷機（有料）のご利用が可能です。
・市民活動のヒントを得られるよう、図書の貸出し
や閲覧も行っています。

④支援事業、人材紹介
・市民活動に必要な事業費の支援として、
「なは市民活動支援事業」を実施しています。
・ボランティアが出来る人と、求めている団体を繋ぐ
ボランティアマッチング事業を行っています。

⑤相談業務、交流会実施
・市民活動、NPO に関する各種相談を承っています。
・Fun 日カフェ（交流会）で、交流会やフードドライブ
を行っています。
（新型コロナ対策の為、Ｆｕｎ日カフェ
休止中）

利用登録の更新をお願いいたします。
更新手続きがまだの団体の方は、下記の利用登録更新の手続
きをお願い致します！
◆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
（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。

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

なは市民活動支援センター
なは市民活動応援
LINE
サイト

4/1 より、会議室並びに冷房機使用料の精算を、券売機で行っていただくことに
なりました！
会議室の使用料については、これまでセンターの窓口にて直接お支払いいただい
ておりましたが、券売機で精算いただく事で、領収書の発行がスムーズになりまし
た。なお、従来通り納付書にて銀行等での事前振り込みも対応しておりま
すが、コロナの感染拡大状況によって会議室の利用に変更が出る可能性もあるため、
当日の券売機でのお支払いを推進しております。
冷房機については、会議室内のコインベンダーではなく、お手数ですが使用前に券売機で利用時間分のチケッ
トを購入くださいますよう、お願いいたします。

(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さんや子ども食堂等
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

当センターの窓口業務、助成金情報の発信、相談業務に従事していた、大ヶ島さんが 3 月を持ちまして退職し、4 月から新
たなメンバーが加わりました。
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皆さま、こんにちは。
私事で恐縮ですが、3 月末で退職することとなりました。
4 年間大変お世話になり、ありがとうございました。
在職中は、日々困りごとに向き合い、目の前のひとり
ひとりを大切にされる活動と、そのお話しを伺えたことは
多く学びを得ることができ、本当にかけがえのない時間、
そして経験を築けました。
この度、なは市民活動支援センターは卒業となりますが、
今後も市民活動の場で、皆さまにお会いできることを楽し
みにしております。
最後になりますが、皆さまの益々のご活躍を心よりお祈
り申し上げます。
大ヶ島 首里

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…

日本スリランカ
次世代育成サポート

【活動内容】

デ

フ

沖 縄 DEAF シ ー サ ー
【活動内容】

・令和 2 年設立

・平成 31 年設立

・沖縄県民、日本人及びスリランカ人に対して国
際社会で活躍できる思考力と実践力をもち、将
来をリードする次世代育成に関する支援事業と
して、スリランカの青少年に教育を受ける機会
を与えるため「日本スリランカ国際友好学校」
の建設に対する寄付金の呼びかけや、日本とス
リランカの異文化交流を通して、相互の学び合
いの場を提供し多文化共生による平和な社会づ
くりに寄与する。
・「マインドフルネスで心の健康を保つ方法」の
ワークショップを地域団体と連携して実施。

・県民への手話啓蒙活動と普及を目指して講演会
やワークショップを実施しています。
・国内のみならず、海外のろう者を招いて交流会
を企画。
・日本手話と日本語手話の違い、国際手話の勉強
会。観光ガイド。
・内地からの講師を招いての講演会、ワークショ
ップの実施。
・音楽を通して楽しいコミュニケーションをとる

【目標】
・「草の根技術協力事業」への申請にむけ JICA
沖縄との連携を予定しています。
【リーフレット・ホームページ・SNS】
https://www.japan-srilanka-nges.studio.site/

人も犬も猫も幸せ！
な 街 つ く り 隊 OKINAWA
【活動内容】

・平成 27 年設立
・ペットを飼っている人も、飼っていない人も住
やすい街づくりを目指す。
・那覇市内の犬猫の飼い主、または地域住民のマ
ナー向上にむけての啓発活動。
・飼い主と犬猫のための暮らしの学校。ペット防
災セミナー開催。
【目標】
・上記セミナーの他に「ペットロス」についての
セミナーも開催したい。
【リーフレット・ホームページ・SNS】
Facebook にて情報発信しています！

令和 3 年 4 月より、新しく入居されました団体さんです！

わった～保健室
【活動内容】

・令和 2 年設立
・住民が安心して健康や心身の相談ができる環境
・行政・医療・当団体との連携協働による地域で
の包括的支援

【目標】
・コロナの影響で、計画していたことが殆どでき
なかったため、オンラインの活用を検討してい
ます。
【リーフレット・ホームページ・SNS】
Facebook にて情報発信しています！

リ

タ

ＲＩＴＡ
【活動内容】

・平成 31 年設立・令和 2 年法人化
・高齢者への就業支援事業として、職業能力の
開発、又は雇用機会の拡充支援事業を実施す
る。
・朝市フリーマーケットやその他イベントの実
施
・公園内の造園、植栽活動の実施、観光案内及
び観光客への情報発信。
【目標】
・令和 2 年度に法人化しましたが、高齢者が対
象の為、新型コロナの感染を懸念して活動を
自粛をせざる得なかったため、今年度には実
施できるようにしたい。
なは市民活動支援センターの 2 階支援ブースに前年度から入居す
る 16 団体と、今年度新たに入居する団体の紹介をさせていただき
ました。
令和元年 5 月よりスタートし、シリーズ化していました『何をし
ているトコですか？』は、行政関連団体、那覇市まちづくり協働推進
課、そして 2 階事務室と、支援ブースに入居している団体を紹介し
てまいりましたが、次回のなはセン通信からは定期的ではなく不定
期な形で、市民活動を実施している団体を紹介させていただきます。

那覇市福祉政策課/ 那覇市地域福祉基金補助
募集期間：2021 年 5 月 31 日（月）当日消印有効
内
容：交付限度額 1 事業あたり 50 万円
助成対象：地域福祉事業を予定している那覇市で活動している団体。
・在宅福祉等の普及及び向上に関する事業 ・健康生きがいづくりの推進に関する事業
・ボランティア活動の活発化に関する事業 ・その他、高齢者、障がいのある方、児童等の福祉事業等の向上に関する事業

【お問合せ】那覇市福祉部福祉政策課

TEL:098-862-9002

URL https:// www.city.naha.okinawa.jp/fukusi/
fukusiseisaku/fukushijigyou/nahasitiikihukusikik/2021fukushikikin.html

一般財団法人 BNI 財団ジャパン/ Givers Gain® Grant
募集期間：2021 年 4 月末日 メールまたは FAX
内
容：上限 30 万円
助成対象：子どもとその教育に焦点をあてた非営利の教育機関プログラムを対象としています。
小中学校・高等学校及び児童施設の青少年の教育に携わる立場にあり、教育プログラムの
ための資金的援助を必要としている方。
※助成金は書籍、コンピューター、ソフトウェアなど何年にもわたって繰り返し使用できる有形の商品の購入代金に
あててください。

【お問合せ】一般財団法人 BNI 財団ジャパン
URL http:// www.bnifound.jp/contact
※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。

