なは市民活動支援センター
（那覇市市民文化部まちづくり協働推進課）

〒900-0004 那覇市銘苅 2-3-1
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なは市民協働プラザ 2 階
（2021 年 5 月発行）

令和 3 年度市民活動チャレンジ助成事業について公募を開始しています。昨年度実施しました同事業の報告
会では、それぞれの団体がこれまでの活動を止めないための活動資金にしたり、コロナに立ち向かうための新
たな事業を立ち上げるための資金にするなど、助成事業を活用した様々な事例を知る事が出来ました。
今後も新型コロナによる影響は増加する傾向にあると予想されます。様々な困難に直面する市民や団体に対
して支援に取り組む市民活動を支えるため、引き続きチャレンジ的、モデル的な活動に対し助成金を交付する
ことにいたします。ご応募お待ちしております！
【対 象】コロナによる影響で深刻化した又は、新たに生じた課題の解決に取り組む団体で、次の各号を全て満た

すものとする。

①. NPO 法人や市民活動団体、自治会、小学校区まちづくり協議会、学生団体その他の
任意団体（法人格の有無は問わない）
②. 那覇市内で主たる活動をしている団体、又は活動予定の団体
③. 構成員が 3 名以上いること
④. 団体の規約等を有している事
⑤. 学生団体については指導教員または指導する保護者がいること

【助成額】総額 800 万円 ※助成率対象費の 10 割です。
＊スタート＆学生コース：10 万円以上 20 万円未満（5 団体程度）
＊ステップコース
：10 万円以上 50 万円未満（7 団体程度）
＊ステッププラスコース ：50 万円以上 100 万円以下（5 団体程度）
【助成事業対象期間】交付決定日～令和 4 年 3 月 31 日
【提出期限】 令和 3 年 6 月 15 日（火）17 時（必着）※最終日は大変混雑が予想されます。
【提出方法】 直接窓口に提出もしくは郵送（配達証明書付き）
【提出部数】 原本 1 部、原本の写し 11 部の計 12 部
【お問合わせ】なは市民活動支援センター（那覇市市民文化部まちづくり協働推進課）
※ 平日 17 時まで

食品ロスを減らせ！

「フードドライブ」やっています。
(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

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。

「クラウドファンディングとは、なんぞや？」
いわゆるファンドレイジングのひとつですが、インターネットを活用
した、クラウド（群衆）とファンディング（資金調達）を組み合わせた造
語です。
今や主流となりつつありますが、ハードルが高いと感じる方も多いの
ではないでしょうか？
そこで早い時期から市民活動にクラウドファンディングを取り入れて
いる方の経験から学んで、これを機にクラウドファンディングに挑戦し
てみませんか？
●講座について●

【講師】照喜名通氏（認定 NPO 法人アンビシャス副理事長）
【日時】令和 3 年 6 月 1 日・8 日（火）18:30～

受講生募集！

【開催方法】オンライン「ZOOM」
【対象】市内に拠点をおく非営利活動団体に所属する者。
または、これから行おうとする那覇市在住、
在勤、在学の者（オンライン参加可能な方）
●申込について●
【期間】令和 3 年 5 月 7 日（金）～5 月 27 日（木）17:00 まで
【申込方法】申込用紙（講座チラシ裏面）に必要事項を記入いただき、
FAX でお申込みいただくか、右記の QR コードを読み
込んで直接お申込みください。

なは市民活動支援センター
利用アンケート
ご協力ありがとうございました！
昨年度末、皆様にご協力いただきました「なは市民活動支援センター利用アンケー
ト」には、多くの解答をいただくことができました。
皆様からの貴重なご意見は、今後のセンター運営の参考にさせていただきます！
集計結果は、当センターホームページへ掲載致しております！
ご協力ありがとうございました。

新しく入荷しました書籍をご紹介いたします！
当センター利用登録団体の方は、管理事務室で手続き頂きますと、貸し出し致しますので、
どうぞご利用ください！
 オンラインセミナーのうまいやりかた
 NPO と行政の協働事業マネジメント
 クラウドファンディングで資金調達に成功する
 NPO のためのマーケティング講座
 ソーシャル・スタートアップ
なは市民活動支援センター なは市民活動支援センター
フェイスブック
那覇市公式サイト
 社会的インパクトとは何か
 NPO の後継者
 人が集まるボランティア組織をどうつくるのか
 ソトコト
なは市民活動支援センター
なは市民活動応援
LINE
サイト
 マンガでわかる SDGｓ

ｚ

特定非営利活動法人（NPO 法人）の皆さまへ

「NPO 法の一部を改正する法律が成立しました！」
公布日：令和 2 年 12 月 9 日

施行日：令和 3 年 6 月 9 日

〈主な改正内容〉
 縦覧期間の短縮
 設立認証の申請の必要書類の縦覧期間を「1 月間」から「2 週間」に短縮する
 所轄庁は、遅滞なく縦覧事項をインターネットの利用等により公表する
（この公表は、所轄庁による認証・不認証の決定までの間行う）

 住所等の公表等の対象からの除外
 設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」
 請求があった場合に NPO 法人（認定・特定認定）が閲覧させる「役員名簿」・
「社員名簿」
 請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」
これらについて、個人の住所・居所についての記載部分を除く

 NPO 法人（認定・特例認定）の提出書類の削減
 「資産の譲渡に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した
書類について、所轄庁への提出を不要とする
（※引き続き「書類の作成」「事務所への備置き」「事務所における閲覧」については義務とする）

 「役員報酬規程」「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容
に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要とする

※法改正に関する情報は、内閣府 NPO ホームページに掲載されています。

なは市民活動支援センターご利用のみなさまへ。

会議室の利用制限について
日頃より、当センターの運営にご理解、ご協力ありがとうございます。
5 月 22 日（土）より、当センターは新型コロナウイルスワクチン接種会場と指定されており、それ
に伴い、2 階会議室①～④、並びにオープンスペースのご利用はご遠慮いただく形になります。
現在、15 名以上でのご利用は、他施設への案内とさせていただいております。大変ご不便を
お掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
注）新型コロナワクチンについてのお問合せにつきましては、当センターでは対応いたしかねます。
下記のコールセンターへお問合せください。
・沖縄県新型コロナウイルスワクチン専門相談コールセンター （098-894-4856）
・沖縄県新型コロナウイルス感染症相談窓口コールセンター （098-866-2129）
・那覇市新型コロナワクチン接種コールセンター （098-917-0462）

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

株式会社 琉球銀行/ りゅうぎんユイマール助成会（上期）
募集期間：2021 年 6 月 15 日（火）
内
容：上限 20 万円
助成対象：沖縄県において県民のための社会福祉活動、環境保全活動を実施している個人、特定非営利
活動法人並びに任意団体。
・沖縄県内において県民のための社会福祉活動、環境保全活動に関する独創的、先駆的な事業・企画
・沖縄県内において県民のための社会福祉活動、環境保全活動を実施している団体等の施設、機器の整備等

【お問合せ】株式会社琉球銀行

りゅうぎんユイマール助成会事務局

TEL:098-860-3787

URL https:// www.ryugin.co.jp/corporate/csr/yuimaru
※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

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

会議室

料金一覧表

定員

室料

クーラー

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。

