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6/25 に実施した『新型コロナウイルス感染症対応 市民活動チャレンジ助成事業』の審査会にて、交付団体が決定
しました！
21 件（スタート&学生コース 3 件・ステップコース 10 件・ステッププラスコース 8 件）あ
り、そのうち、ステップアップコースに応募された 8 団体の代表は、それぞれに緊張し
た面持ちでプレゼンテーションをされていましたが、活動に対する熱い思いは充分伝わ
ってきました。
プレゼンテーションの後は、ステップコース、スタート&学生コースの書類審査も行
われ、どの団体の課題も重要で審査員の応募書類に目を通す表情は真剣そのものでした。
来年の最終報告まで、我々も頑張って伴走支援していきます！

ステップコース
（五十音順）

ステッププラスコース

・曙小学校区まちづくり協議会
「パーラー公民館から繋ぐ地域防災事業」

・観光危機管理研究所

・大名小学校区まちづくり協議会

スタート＆学生コース
・・インクルーシブコミュニティ教育沖縄

・災害プラットフォームおきなわ

・沖縄命（ぬち）の電話

「アンダーコロナにおける
『なはまち・うみやま防災連携モデル』調査事業」

「沖縄（ぬち）の電話事業」

「コミュニティワークショッププロジェクト」
・・沖縄大学 Real

「コロナ禍における在住外国人への
リスクコミュニケーション事業」

「近所で近助高齢者サポート事業」

・繁多川婦人会

・女性を元気にする会

「笑顔を取り戻す活動＠繫多川婦人会の取組み
「食糧支援を通して繋がろう！みんなで一歩前進!!!」
～フードドライブで目指す地域見守り隊～」 ・多文化ネットワーク fu ふ！沖縄
沖縄の学生を応援するフリーマガジンの発行事業」
「やさしい日本語で一緒に考える・創る・変わる
・銘苅新都心自治会
・・困窮者支援ネットワーク
～那覇市多文化共生推進ネットワーク構築～2021」
「自治会 ICT 環境構築活用事業」
「生活が困窮している母子家庭、
「コロナに負けない！

困窮世帯の生活状態調査と弁当を届ける事業」・山城塾（無料塾）
「コロナ禍において、発達障がいや非行等課題の
ある子ども達への学習支援生活支援と
居場所づくりで生きる力を育成する」

ステッププラスコース

観光危機管理研究所

ステッププラスコース

災害プラットフォーム
おきなわ

ステッププラスコース

女性を元気にする会

・ゆいまーるの会

「ゆいまーる事業
『生活困窮者への食料品無料配布及び
高齢者の居場所（憩いの場）提供』事業」

ステッププラスコース

ステッププラスコース

多文化ネットワーク
fu ふ！沖縄

ゆいまーるの会

緊急事態宣言が延長され、当センターでも休館が続いておりますが、利用いただく皆さまの役に立てるよう、スキルアップを
目的とした研修や勉強会、センター内の整備、美化に取り組んでおります。

那覇市制 100 周年を迎えて、コロナ禍の今、那覇の協働をふり返り「これから」
をえがく市民向けシンポジウムを開催します！
【開催日時】 2021 年８月９日（月・祝日）15:00～17:30
【会
場】 那覇市 IT 創造館 1 階 大会議室（＋ZOOM）
【定
員】 会場入場（20 名） オンライン参加（80 名）
【内
容】プログラム① 櫻井常矢氏基調講演
『那覇の協働をあらためて考えるその始まりにあたって』
櫻井常矢氏（高崎経済大学 地域政策学部 地域づくり学科教授）

プログラム② パネルディスカッション
パネリスト 櫻井常矢 氏（高崎経済大学 地域づくり学科教授）
糸数未希 氏（NPO 法人 にじのはしファンド代表）
饒波正博 氏（与儀小学校区まちづくり協議会代表代行）
前原信達 氏（銘苅新都心自治会 会長）
屋比久尚也 氏（那覇市監査事務局 副参事）
【申込方法】 右記の QR コード、または当センターホームページの入力フォームよりお申込み
ください。
【申込締切】 8 月 6 日（金）

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
今年度も実施しています！
専門相談員は、様々な分野で活躍されているエキスパートが皆さまの課
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！
◆期
◆対

間◆ ～12 月 24 日（土日祝日除く）
象◆・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、
市民活動を行いたい市民等
・所在地や活動拠点は市外だが、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◆オンライン（ZOOM）※要予約
◆申込方法◆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、また
はお電話で申込みください。
◆実施機関◆NPO 法人まちなか研究所わくわく 861-1469

・労 務・ 寺崎 丈晴 氏（社労士 office てらざき）
・会計、税務・ 大城 逸子 氏（大城税理士事務所）
緑間 優
氏（緑間税理士事務所）
・資金支援・ 平良 斗星 氏（公財みらいファンド沖縄）
・高齢者支援・ 安富祖 昌男 氏（主任介護支援専門員）
知念 忠彦 氏（医療法人所属、なは市民協議会）
・子どもの居場所運営・ 金城 隆一 氏（ＮPO 法人沖縄青少年自立援助センターちゅらゆい、あおいとカンパニー）
・コミュニティ、文化活動支援・ 西平 博人 氏（松島自治会長、NPO 法人 1 万人井戸端会議、舞台プロデューサー）
・NPO 支援・NPO 法人まちなか研究所わくわく

◆対

象◆・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、
市民活動を行いたい市民等
・所在地や活動拠点は市外だが、市民を対象とした活動を行う市民
活動団体
◆実施方法◆オンライン（ZOOM）※要予約
◆申込方法◆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、また

ｚ

フードバンク支援・子ども食堂等への食材提供に係る補助について
農林水産省より、フードバンク事業、子ども食堂事業、子ども宅食事業を実施す
る団体への補助が拡充されています！
〇食品受入能力向上緊急支援事業（フードバンク支援事業）
補助対象期間：令和 3 年 1 月 8 日（金）～令和 3 年 12 月 31 日（金）
申請受付期間：第 2 回 ～令和 3 年 9 月 30 日（木）
第 3 回 令和 3 年 10 月 1 日（金）～令和 3 年 12 月 28 日（火）
お問い合わせ：https://www.maff.go.jp/i/shokusan/recycle/shoku_loss/foodbank.html
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課食品ロスリサイクル対策室
03-6744-2051 loss-non@maff.go.jp

〇政府備蓄米の無償交付（子ども食堂等、子ども宅食へ支援）
申請受付期間：第 1 回 ～令和 3 年 8 月 13 日（金）※ただし、8~9 月の配送は行わない。
第 2 回（予定）10 月～11 月中旬
第 3 回（予定）令和 4 年 1 月～2 月中旬
お問い合わせ：http://www.maff.go.jp/i/seisan/kokumotu/bichikumai.html
農林水産省農産局穀物課米麦流通加工対策室消費流通第 1 班
03-3502-7950

なは市民活動支援センターは、公式ホームページ、SNS で、
情報発信しております！

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
LINE

なは市民活動応援
サイト

当センター（なは市民協働プラザ）に来館頂く際は、感染症対策を充分に取り、発
熱時や倦怠感のある方の来館をお控えくださいますようお願いいたします。

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

公益信託源河朝明記念那覇市社会福祉基金 / 那覇市社会福祉基金
募集期間：2021 年 8 月 31 日（火）
内
容：上限 100 万円
助成対象：沖縄県において、那覇市を中心に県民のための社会福祉活動を営み、原則 1 年以上の実績を
有し、営利事業を行わない法人または団体とします。
・那覇市を中心とした社会福祉に関する独創的、先駆的な事業・企画に対する助成事業とします。
・那覇市を中心に障がい者、高齢者および児童に対するための施設、機器の整備等に対する助成とします。

【お問合せ】株式会社琉球銀行 総合企画部地域貢献室 TEL:098-860-3717
※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

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

会議室①～④、研修室①.②は、

¥\650/1ｈ

¥\200/1ｈ

現在、ご予約いただけません。

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 人会議室①～④、研修室①.②は、
¥\200/1ｈ
¥\100/1ｈ

研修室②

現在、ご予約いただけません。
ご了承ください。 ¥\100/1ｈ
17 人
¥\200/1ｈ

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

ご了承ください。

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。

