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

Vol.61

なは市民協働プラザ 2 階
（2021 年 6 月発行）

6/1・6/8（火）の 18:30～20:30 で、今年度初となるセンター
講座「今さら聞けない…。クラウドファンディング」を開催し
ました。
オンラインによる実施のため、受講生同士の交流を兼ね、
それぞれの活動内容など発表する自己紹介を設けました。お
互いのお話しを聞くことで、普段感じる事のない社会問題や課
題を知り、何か協力出来る事はないかと考えることが出来たと思
います。
「クラウドファンディング」については、成功や失敗など経験豊かな講師（認定 NPO 法人アンビシ
ャス照喜名通氏）の活動を元に進行し、クラウドファンディングを行うためのポイントを学ぶ事が出
来ました。
講座 2 日目は、提出いただいた課題を元に、受講生が支援したい団体に投票する「疑似クラウドファ
ンディング」を実施しました。自らの活動を文字や写真だけでアピールしながら支援を募るという課
題に苦労や工夫が見受けられ、また、他者からの投票や講師からの添削により、実際にクラウドファ
ンディングを行う際の表現の仕方を学ぶことができたと思います。今後も、クラウドファンディング
に挑戦される団体の伴走ができるよう、事務局も努力して参ります。
本講座は、沖縄県における緊急事態宣言下の開催でしたが、初のオンラインでの実施により受講生や
講師への感染リスクを抑え、最適な時間配分で実施する事が出来ました。

(ご家庭で余っている食品や日用品の寄付)

当センターが実施する「フードドライブ」には、これまでも多くの方
にご協力をいただき、セカンドハーベストさんを通して多くの団体へ繋
がっております。今後も継続して本事業を実施していく予定ですが、今
般のコロナ禍で、セカンドハーベストさんより「食料品が不足してい
て、各団体への提供が追い付かない」という声が上がっています。
そこで、ご寄付いただける食料品がございましたら、セカンドハーベスト沖縄さんへご連絡いた
だき、直接ご寄付くださいますようお願いいたします。
また当センターでは「フードドライブを実施したいけど、やり方がわからない」等、食糧支援や
食品ロス削減を目的とした市民活動を始める上でのご相談等承っております。お気軽にご連絡くだ
さい。
・フードバンクセカンドハーベスト沖縄 ＴＥＬ098-853-3001

新型コロナウイルスは、多くの課題や難問を我々に提示してきました。
日頃から協働によるまちづくりにご尽力なさっている市民活動団体の皆さまからも、コロナによって新たに
発生した課題についての相談がもちかけられています。
そこで、前年度に実施した『コロナ対応市民活動相談（専門員による相談事業）』を今年度も実施します！
また、今年度は”立ち上げ方”や”活動内容が整理されていない方”などに向けた『よろず相談会』も実施
します！
専門相談は、様々な分野で活躍されているエキスパートが相談員として、皆さまの課題や疑問、難問を解決
する糸口が見つかるかもしれません。どうぞご活用ください！

毎月 1 回、相談会＆活動分野を絞った交流会を実施。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、団体運営や今後の活
動について悩まれている市民活動団体や市民の方を対象に、専門
相談員による”無料”個別相談を実施します。

◆期

◆期

◆対

間◆

 令和 3 年 6 月 21 日～12 月 24 日（土日祝日除く）

◆対

象◆

 那覇市内の NPO・市民活動団体、自治会、小学校区まちづくり協議
会、新しく市民活動を行いたい市民等
 所在地や活動拠点は那覇市外だが、那覇市民を対象とした活動を行
う市民活動団体

◆実施方法◆

象◆

 那覇市内の NPO・市民活動団体、自治会、小学校区まちづ
くり協議会、新しく市民活動を行いたい市民等
 所在地や活動拠点は那覇市外だが、那覇市民を対象とした
活動を行う市民活動団体

◆相談会実施方法◆
 対面（なは市民活動支援センター）

◆分野交流会実施方法◆

 オンライン（インターネット会議ツール ZOOM）
※オンライン環境が無い場合は対面での相談も可能です※要予約（但し、緊急
事態宣言発令中以外）

◆お申込み方法◆
なは市民活動応援サイト相談事業ページ内の入力フォームより、お申込
みいただくか、お電話にてお申込みください。

・NPO 法人まちなか研究所わくわく
098-861-1469
なは市民活動応援
サイト

間◆

 令和 3 年 7 月～12 月 毎月 1 回 ※要予約

 座談会形式（なは市民活動支援センター）
7 月の活動分野は『子ども支援』
オブザーバー参加も受け付けています！

◆お申込み方法◆
なは市民活動支援センターにお問合せ頂きお申込みいただ
くか、メールにてお申込みください。

・なは市民活動支援センター
C-KATU005@city.naha.lg.jp

新しく入荷しました書籍をご紹介いたします！
なは市民活動支援センター
公式ホームページ、SNS で、
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、貸し出しいたします
情報発信しております！
ので、どうぞご利用ください！
【新着図書】
 オンライン講座をたのまれた時に読む本
 ゼロの力
なは市民活動支援センター
なは市民活動支援センター
那覇市公式サイト
フェイスブック
 はじめよう、お金の地産地消
 コンセプトのつくりかた
 はじめてのグラフィックレコーディング
 社会はこうやって変える！
なは市民活動支援センター
 参加したくなる会議のつくり方
LINE

ｚ

昨年度実施した相談事業と、センターに寄せられた相談内容の一部をご紹介します。

 コロナ関連の給付金の会計処理があっているか
不安
 児童館に来る子の様子がいつもと違うけどどう
声かけしたらいいの？
 食糧支援活動を継続させるための活動資金につ
いて相談したい
 オンラインを活用した事業をはじめたいが何が
準備したらよいかわからない
 ボランティアを受入れする際に感染予防として
留意する点は何？
 ライブハウスを活用した小中学生不登校者の居
場所作りを行う際に考えられる課題は？

 子ども教室を運営してきたが、コロナの影響で
閉鎖しているため、学童に事業変更したい
 法人を設立したいが、センターの私書箱登録で
登記は可能か
 海外で実施されている、フードドライブの無人
バージョンのようなものを行いたい
 閉めた商店の在庫のレトルト食品を提供したい
 オンライン講座を受講して、何となく理解でき
ているが、実際に自分がホストとして、会議を
行う際のアドバイスがほしい
 オンライン学校国際交流支援プログラムに参
加してくれる団体を紹介してほしい

前ページ掲載内容で今年度も実施します。是非ご利用ください！

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、並びに研修室①～②、オープンスペースのご利用はご遠慮いただく形になっております。
現在、15 名以上でのご利用は、他施設への案内となり、皆さまには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）
・那覇市集団接種予約センター （098-993-1292）
・那覇市ワクチン接種コールセンター （098-917-0707）※接種予約不可

公益社団法人 沖縄県地域振興協会 / 令和 3 年度地域振興研究助成事業
募集期間：2021 年 7 月 9 日（金）※当日必着
内
容：上限 50 万円
助成対象：沖縄県における地域の振興及び文化の高揚に寄与する調査研究を自主的に行おうとする法人
及び団体等を支援するため、その研究費の一部を助成するものです。
・研究分野（1）地域活性化・文化振興関係
・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

公益財団法人 おきなわ助成財団 / てぃるるちゃん助成事業
募集期間：2021 年 8 月 6 日（金）
内
容：上限 10 万円
助成対象：沖縄県内男女共同参画計画の実現に向けた内容であること
・沖縄県内を中心に活動しているグループ等で、メンバーが県内在住者または県内勤務者であること
・グループ等の運営に関する規則があって、役員名簿を備えていること
・企画から実施まで主体的に行うことができ、事業報告書等の提出ができること
・財団の賛助会員であること

【お問合せ】公益財団法人 おきなわ女性財団 TEL:098-868-3717
URL http:// www.okinawajosei.org
※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。

