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なは市民活動支援センターでは、自主的で営利を目的としない、協働によるまちづくりのための社
会貢献活動を行う市民団体の方が活動、連携を支援することを目的としております。
会議室、印刷室等をご利用いただくためには利用団体として登録を頂
いており、今年度（1 月末現在）は、21 団体が新規団体として登録頂き
ました。
既にご登録頂いている団体の皆さまにおかれましては、更新案内をお
送りしております。申請書には押印いただく箇所もあり、データでの受
付は行っておりません。提出は窓口、または郵送にてお願いします。
◆必要書類について…
（全団体）①利用登録申請書（第 1 号様式）
②会則（定款や規約等）
③会員名簿
④活動内容がわかるもの
（該当団体）⑤施設利用に関わる利用許可申請書（第 10 号様式、第 11 号様式）
（入居用施設や貸ロッカー、私書箱等）

申請書様式は、ホームページからも
ダウンロードできますよ！

※②・③は変更がなければ不要
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なは市民活動支援センターでは、
当広報誌「なはセン通信」や「ボラ
ポ」「こらぼチャレンジ」などの紙
媒体と合わせ、那覇市公式ホームペ
ージや、SNS で情報発信しておりま
す。
「なは市民活動応援サイト」内の
【団体情報検索】ページでは、利用
登録頂いている市民活動団体の情報
が閲覧できるようになっておりま
す！
利用登録頂いている団体の皆さま
には、更新の案内と合わせて団体情
報ページに関する案内も同封してお
ります。ご確認ください！

まちづくり協働推進課では、コロナ禍においても協働の取り組みを
進め課題解決を図ることができるよう、那覇市コロナ対応まちづくり
協働力アップ事業にて、多様な主体向けの「協働の手引き」「協働の
すすめ方ガイド」を作成しました。
この「協働の手引き」をどのように活用するか、多くの市民と共有
すべく、3/9（水）に『「協働の手引き」を語る会』を実施しました。
参加者は 2 月に開催したシンポジウムにてパネリストとして登壇い
ただいた社協の仲程氏や、これまで市民活動の第一線で活躍される方
の他に、市議の方も参加され、櫻井常矢教授の基調講演を視聴したあと
に【協働の手引き】の活用、これからの協働に必要な取組みについて
のグループディスカッションも大いに盛り上がりました。

櫻井常矢教授をアドバイザーに迎え、まちづくり協働推進課が市民、市民
団体、行政職員を交えた会議を開いて作成した、協働による課題解決に向け
た活動のヒントを得られる冊子となっております。ご希望の方は、なは市民
「協働の手引き」「協働のすす
活動支援センター、または、まちづくり協働推進課へご連絡ください。
め方ガイド」は、ホームページか
らもご覧いただけます！

『協働の手引き』を A4 サイズ 4 面に凝縮した概要版となってお
ります。なは市民活動支援センター、那覇市役所本庁舎、首里支
所、真和志支所、各市立公民館・図書館、那覇市上下水道局等で配
布しております。是非、手に取ってご覧ください。

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、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。
当センターではボランティアのマッチング
など、皆さまの活動を支援しております。
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。

①本登録/
Web 登録
↓
②マッチング
↓
③ボランティア

団体登録を検討している方…例えば、、
◆地域の高齢者むけに力を借りたい
◆地域の子どもたちの手助けがほしい
◆オンライン会議のお手伝いを探している
などなど…

人材登録を検討している方…例えば、、
◆資格はないけど、お手伝いできる事はたくさんある！
◆SNS 大好きだから、情報発信は得意です！
などなど…
ボランティア募集は
公式ホームページ、公式 LINE
でも見られるよ！
なは市民活動支援センター
人材データバンクページ

なは市民活動支援センター
LINE

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、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。

なは市民活動支援センターは、市民・団体・企業の社会貢献
活動を支援する施設です。
皆様にとってセンターが利用しやすい施設となるよう、皆さ
まの声を業務や方針に反映していきたいと思いますので、アン
ケートにご協力をよろしくお願いいたします。

金城芳子基金運営委員会 / 金城芳子基金
募集期間：2022 年 3 月 31 日（木）当日消印有効
内
容：30 万円（助成件数 1 件）
助成対象：沖縄女性のため、社会的に意義のある活動や調査研究を行う個人、団体及びグループに資金
を助成する。※原則として女性であること
【お問合せ】金城芳子基金運営委員会
TEL:098-944-5025 e-mail:urasaki22@yahoo.co.jp

公益財団法人みずほ教育福祉財団 / 老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業
募集期間：2022 年 5 月 20 日（金）必着
内
容：上限 10 万円（総額 1,100 万円）
助成対象：高齢者を主な対象として活動するボランティアグループ及び地域共生社会の実現につながる
活動を行っている高齢者中心のボランティアグループに対し、利他性を有する活動にて継続
的に使用する用具・機器類の取得資金を助成します。
・グループメンバー10 人～50 人程度・活動期間満 2 年以上・その他条件有

【お問合せ】公益財団法人みずほ教育福祉財団 福祉事業部
e-mail:fjp36105@nifty.coｍ TEL:03-5288-5903
※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。

当センターは、新型コロナワクチンの集団接種会場として指定されているため、印刷室をご利用頂く際には事前に空き
状況を確認くださいますようお願いいたします。
また、地下駐車場が混みあっておりますので、消防署となりの立体駐車場「ナハメカルパーキング」もご利用ください。
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 円/時間

400 円/時間

会議室②

36 人

650 円/時間

200 円/時間

会議室③

45 人

650 円/時間

200 円/時間

会議室④

18 人

200 円/時間

100 円/時間

会議室⑤

15 人

200 円/時間

100 円/時間

会議室⑥

15 人

200 円/時間

100 円/時間

会議室⑦

12 人

200 円/時間

100 円/時間

会議室⑧

24 人

250 円/時間

100 円/時間

研修室①（和室）
研修室②

会議室①～④は、現在、ご予約いただけま
せん。ご了承ください。

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

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

200 円/時間

100 円/時間

使用料

白黒・A3 サイズ以下

1 円/枚（4 月より 3 円/枚）

カラー・A3 サイズ以下

4 円/枚（4 月より 5 円/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 等のメディアからの直接印刷はできません。

