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公益信託那覇市 NPO 活動支援基金

「市民提案・協働型まちづくり助成コース
助成団体決定！！
12 月 13 日、公益信託那覇市 NPO 活動支援基金「市民提案・
協働型まちづくり助成コース」の公開審査会が、なは市民活動支
援センター交流スペースにて開催されました。
助成団体 1 団体に対して、1 団体の応募があり、運営委員による
書類審査・公開プレゼンテーションをへて審査・決定となり、見事、
上間自治会が助成先に決定しました。

上間自治会のプロジェクトは「地域の歴史を伝える小堀(池)とそ
の周辺整備事業」。村グムイ及び周辺の土地の整備、共同井
戸の案内板設置等で地域の歴史を学ぶ場として活用。地域の
景観形成・伝統文化の継承、歴史的施設の保全、安心安全
なまちづくりに役立てるとのこと。今後の動きが楽しみですね！

NEWS！

新しい本を入荷しました！！！
市民活動に関連する本を 5 冊入荷しました！今はセンター内での閲覧に限っていますが、年明けあたり
から貸出しも行なっていく予定です。受付に置いているのでご自由にご覧ください♪
週末起業

藤井 孝一

週末起業の魅力とは・・・！？

新・共感のマネジメント

松本 修一

市民活動団体のリーダー、スタッフに知ってほしい組織運営のポイント

ファンドレイジングが社会を変える

鵜尾 雅隆

非営利の資金調達を成功させるための原則

ワークショップ

木下 勇

住民主体のまちづくりへの方法論

考具

加藤 昌冶

考えるための道具、持っていますか？

センターからのお知らせ♪
Wi－Fi がさらに快適に利用できるようになります！
センター内はフリーWi-Fi が設置されていますが、今後は接続状態がさらに良くなり、快適なネット環境を提供で
きるようになります。現在新しい Wi-Fi の運用に向けて準備を進めています。Wi-Fi 利用に関してはパスワード
等も必要になるので、年明けセンタースタッフまでお問い合わせください♪

印刷の利用料金が変わります・・・
皆さまから大変喜ばれている印刷サービス。利用も多く、私たちセンタースタッフも嬉しい限りですが、利用の多さ
にインク代が追いつかず、この度印刷の価格を改定させて頂くことになりました。改定時期は調整中ですが、決
まり次第お知らせします。ご迷惑をおかけしますが、ご理解の程、何卒よろしくお願い致します。改定後は以下
の通りです。
※予定

サイズ

料金(改定前)

料金(改定後)

モノクロ

A3 以内

1 枚 0.5 円

1枚1円

A4 以内

1 枚 1.5 円

B4 以上

1 枚 2.5 円

カラー

センターでのできごと♪
高校生主体の「おしゃべりカフェ」本格始動！
毎週土曜日、高校生たちが自主的にセンター交流スペースに集まり
熱心に話し合いを進めています。
沖縄尚学高等学校、興南高校のメンバーを中心に結成された、団
体名「おしゃべりカフェ」。県外に進学する学生、その親御さんを対象
に防災をテーマにした講演会を企画中！

イベント・チラシ等の広報スペースが増えました！
センターにたくさん集まってくるイベントのチラシや広報物。置くスペース
が少なくなかなか入りきらなかったのですが、新たにテーブルを設置！
受付も少しスッキリした印象になっています。情報収集にも、センター
をご活用ください♪

情報スペース・交流スペースの利用もどうぞ♪
平日のお昼は協働プラザ 3 階の職員さんたちがお昼ご飯を食べるスペースとして、
夕方は、めかる学習ステーションに登録している高校生たちが自主学習の場とし
て活用しています。情報スペース、交流スペースを利用の方はお気軽にセンタース
タッフにもお声かけください！

1枚4円

ご協力のお願い

アンケートのお願いです！

なは市民活動支援センターが那覇市の直営になって、８か月が過ぎました。
より使いやすく、より市民活動団体の皆さまに利用して頂けるセンターになるよう、職員一同努め
てまいりますので、ぜひ皆さまの声をお聞かせください！
目的：①市民活動団体が何に困っていてどういう支援を必要としているのかを知りたい。
②求められているニーズに応えるため施設改善の意見を聞きたい。
現状：なは市民活動支援センターは 10 室の会議室等がありますが、稼働率は 10％台という
状況です。多いときには 1 日に 10 件の会議室予約もありますが、祝日や日曜日は特
に会議室利用が少なく、その他の印刷機や入居スペース、交流スペース等の利用も多
くはありません。現在は、主に貸会議室と印刷サービスの利用が大半を占めています
が、市民活動団体の皆さまが本当に求めていることは何なのか、施設の改善を含めセ
ンターの利用に関しても、一度見直すことも必要なのではないだろうかとのことから、今
回のセンター利用者アンケートを実施する運びとなりました。皆さまが取り組まれている
活動や思い描いているまちづくりのために、センターとしてどのような支援ができるのか検
討するために活用させて頂きたいと思います。お忙しい時期ではありますが、どうぞご協
力をよろしくお願い致します。
実施期間：平成 28 年 12 月 20 日(火)～平成 29 年 1 月下旬
配布・回収方法：メールにて送付又は 2 階センター受付にて配布、回収しています。
助成金情報
(一財)ハウジングアンドコミュニティ財団 第25回公募「住まいとコミュニティづくり活動助成」
応募締切 平成29年1月11日
■助成対象■
営利を目的としない民間団体(特定非営利活動法人、法人化されていない任意の団体など)。団体として、代表責任者が明
確であること、意思決定のしくみが確率されていること、予算決算を含む会計処理が適切に行なわれていることが必要。
■助成内容■
住まいとコミュニティづくりに関わる、社会のニーズに対応した住まいづくり／住環境の保全・向上／地域コミュニティの創造・活
性化／安全で安心して暮らせる地域の実現を目指す活動 他
1 件あたりの上限額：120 万円

センター掲示板に、その他の助成金
情報も掲示しています！

ろうきん わしたシマづくり運動基金 ～地域で輝く団体募集のお知らせ～
応募期間 平成 28 年 12 月 1 日(木)～平成 29 年 1 月 31 日(火)
■助成対象■
沖縄県内で経済、福祉、環境、文化などに関わる活動に取り組む非営利団体等(法人格の有無は問いません)。
宗教活動、政治活動を目的としない団体であること。
沖縄県労働金庫に寄付金受け取り講座として応募団体名義の普通預金口座を開設している、もしくは今後に開設できること。
総額約 120 万円を複数団体へ寄付します。数年間にわたり継続的に寄付することを基本とし、選考委員会において寄付額お
よび寄付期間を決定します。※詳しくはろうきん HP にて。

協働プラザ 1 階女性センターからのおしらせ♪
【大人の発達障がいの理解と支援～ちがいを認めつながりあって生きていく～】
今回の講座では大人の発達障がいの問題を多くの方に知ってもらい理解を深めていきます。周囲の人が正しい知
識を学び支援していくことが重要です。それは、すべての障がいに言えることです。ちがいを認めつながり合って生きて
いける社会のあり方を一緒に考えていきましょう。

講師：前田智子(NPO 法人わくわくの会さぽーとせんたーi 所長)
岡崎綾子(NPO 法人わくわくの会さぽーとせんたーi 発達専門支援員)
日時：1 月 19 日(木)午後 7 時～8 時半
場所：なは女性センター 第 2 学習室
対象者：関心のある方
定員：50 名(事前申込先着順)
※一時保育(2 歳児以上未就学児)・手話通訳をご希望の方は 1 月 13 日(金)午後 5 時までにお申込ください。
※一時保育は那覇市在住在勤の方が対象です。受け入れられる子どもの数には限りがあります。

大切なおしらせ！

年末年始、センター休館のお知らせ

12 月 29 日(木)～1 月 3 日(火)までセンターは休館となります。ご理解の程よろしくお願い
致します。また、12 月 28 日(水)はセンター整理日(大掃除)とさせて頂きます。会議室等は
使用できなくなりますのでこちらもご協力よろしくお願い致します。

会議室の料金
会議室①(84 人)1300 円/1 時間 ★舞台アリ
会議室②(36 人)650 円/1 時間
会議室③(45 人)650 円/1 時間
会議室④～⑦(12～21 人)200 円/1 時間
会議室⑧(24 人) 250 円/1 時間
研修室①(36 人) 200 円/1 時間 ★和室
研修室②(17 人) 200 円/1 時間
※（

なは市民活動支援センター

検索

）定員は目安です。イスや机は追加できます。

■印刷料金■

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

モノクロ
カラー

※印刷用紙はご持参ください。
サイズ

金額

A3 以内

1 枚 0.5 円

A4 以内

1 枚 1.5 円

B4 以上

1 枚 2.5 円

