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.67

なは市民協働プラザ 2 階
（2021 年 12 月発行）

なは市民活動支援センターでは、市民活動を行う団体に「支援ブース」や「事務室」の貸与を
行なっており、令和 4 年 4 月より入居希望される団体や個人に向けて公募を開始します。

事務室

【募集】2 室
【広さ】約 15 ㎡
【付属設備】事務机(1)
イス(1)
保管庫(2)
【金額】月額 12,000 円
【利用期限】最長３年
【対象】団体

支援ブース

【募集】11 ブース
【広さ】約 2 ㎡
【付属設備】事務机(1)
イス(1)
【金額】月額 1,500 円
【利用期限】最長３年
【対象】団体又は個人
※1 年毎に更新が必要

※1 年毎に更新が必要

●公募期間：令和 3 年 12 月 20 日（月）～令和 4 年 1 月 14 日（金）17 時まで
●申込方法：なは市民活動支援センター窓口にて申込（平日 9 時～17 時、郵送不可）
・事務室、支援ブース共に募集要項をご確認いただき、必要書類を揃えてご応募ください。
・募集要項、申請書は当センター窓口並びに、なは市民活動支援センターホームページより
ダウンロード
ください。
・お問い合わせは、平日 9:00～17:00 で承ります。（担当:小波津）

年末年始の開館について、下記の通りとなります。
ご留意ください。
1/4（火）より、
・12/28（火）正午より
閉館
R3 年度センター講座「はじめ
ての NPO 会計に挑戦！」
・12/29（水）～1/3（月） 休館
申込スタート！
・1/4（火）午前 9 時より
開館

ボランティアを求める 8 団体と、ボランティアをしたい個人 14 名の方に参加頂
き、11/25（木）に「ボランティアまっちんぐカフェ」を開催しました。
まちなか研究所わくわくの小阪氏によるアイスブレイクとボランティアミニ講座の
後に、ボランティアを求める団体のプレゼンが行われ、その後は参加者が団体のテー
ブルをまわり話しを聞くというまっちんぐカフェを実施。
団体の代表者たちの熱い思いに応えるように、まっちんぐカフェ後はボランティア
参加の希望も多く続々と「まっちんぐ」が続いています！
当センターでは、ボランティアを求める団体とボランティアを行いたい人を繋げる
「人材データバンク『ボランティアマッチング』を実施しています。どうぞ、お問合
せください！

おきにゃあわん
ブース

あけぼのほのぼの会
ブース

ゆいまーるの会
ブース

神原ホルト通りの
美化活動の様子

困窮者支援ネットワーク
ブース

ビブリオサポートいずみ
ブース

お手を拝借プロジェクト
ブース

どぅしぐわ～
ブース

那覇市人材データバンク事業では「ボランティアを求める団体」と「ボランティア
を行いたい方（個人・団体）」とのマッチングを行っております。
コロナ禍において、感染症対策のため活動に制限がされるなか、ボランティアの内容
や活動方法も、コロナに対応した活動を模索する団体も多くなっています。当センター
もマッチングだけでなく相談事業と合わせて支援していきます。
ボランティアマッチングに関心をお持ちの方（団体）は、どうぞお気軽にお問い合わ
せください。

当センターの「フードドライブ」にはこれまでも皆様にご協力いた
だき、集まった食料品や日用品は食糧支援を行っている団体へ直接お
渡しするほか、フードバンクセカンドハーベストさんを通して多くの
団体へ提供することに繋がっております。
ご寄付いただける食料品がございましたら、当センターまたは、セ
カンドハーベスト沖縄さんへ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等の食糧支援、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。

ｚ

『市民活動相談 2021』では、様々な分野で活躍されている専門相談員が、皆さまの
課題や疑問、難問を解決する糸口を見つけてくれるかもしれません。
どうぞご活用ください！
◆ 内
◆ 対

容 ◆ 新型コロナウィルス感染症の影響に対応する市民活動の専門相談
象 ◆ ・那覇市で活動する NPO、市民活動団体、自治会、
小学校区まちづくり協議会、新たに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

◆ 期

間 ◆

◆実施方法◆
◆申込方法◆
◆実施機関◆

～12 月 24 日（土日祝日除く）
オンライン（インターネット会議ツール ZOOM）にて実施
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。
NPO 法人まちなか研究所わくわく 861-1469

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！
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LINE

サイト

インスタグラム

一般社団法人沖縄しまたて協会 / 第 18 回 NPO 等活動支援事業
募集期間：2021 年 12 月 28 日（火）まで
内
容：1 事業 50 万円を限度とする
助成対象：特定非営利活動促進法に基づいた法人設立認証団体等（任意団体含む）で、下記支援分野に沿った
活動を行っている団体

・地域づくりの推進を図る事業、環境の保全を図る事業
・防災及び災害救援に関係する事業 ※新型コロナウイルスの感染防止に資する「新しい生活様式」の普及啓発活動含む
・その他、本支援の目的に寄与すると認められた事業

【お問合せ】一般社団法人 沖縄しまたて協会 企画部 企画課
TEL:098-879-2087 URL:http://www.shimatate.or.jp

那覇青果物卸商事業協同組合 / 那覇青果社会貢献基金助成金
募集期間：2022 年 2 月 28 日（月）まで
内
容：上限 50 万円
助成対象：沖縄県内に所在する民間の非営利団体（団体の法人格は問いません）で、規約等に基づき適正な
運営が行われている事が確実であると認められる団体。
（1）自然環境保全 （2）希少生物の保護・育成 （3）児童生徒の食生活教育
【お問合せ】那覇青果物卸商事業協同組合

総務部総務課

TEL:098-863-4171 URL:http://www.nahaseika.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

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②～④、研修室①は、

会議室③

45 人 現在、ご予約いただけません。
¥\650/1ｈ
¥\200/1ｈ

会議室④

18 人

ご了承ください。 ¥\100/1ｈ
¥\200/1ｈ

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）
研修室②

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

16現在、ご予約いただけません。ご了承ください。
人
¥\200/1ｈ
¥\100/1ｈ
17 人

¥\200/1ｈ

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

¥\100/1ｈ

※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。

