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なは市民活動支援センターとは、市民による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（市民活動）を行なうための拠点施設として、市民団体の方が集まりやすく連携しやすくすることを目的としています。

…とは言え、どんなことをしているとこなの？

①会議室、事務室、ブースの貸し出し
・会議室（冷房機あり料金別途）の貸出をしています。
・機材（プロジェクター、アンプ等）の貸出も行っています。
・活動拠点となるよう、公募による事務室やブースの
貸出、私書箱やロッカーの貸出しを行っています。

②自主講座の開催
・社会貢献活動を行う市民、非営利活動団体向けの
講座を開催しています。
・なは市民協働大学、なは市民協働大学院を開校し
ています。

③印刷機、図書の貸出
・白黒、カラーの印刷機（有料）のご利用が可能です。
（令和 4 年 6 月より、印刷料金の改定がございます。）

・市民活動のヒントを得られるよう、図書の貸出し
や閲覧も行っています。

④助成金事業、市民活動支援事業、人材紹介
・市民活動に必要な事業費の支援として、
「なは市民活動支援事業」を実施しています。
・ボランティアが出来る人と、求めている団体を繋ぐ
ボランティアマッチング事業を行っています。

⑤相談業務、交流会実施
・市民活動、NPO に関する各種相談を承っています。
・Fun 日カフェ（交流会）で、交流会やフードドライブ
を行っています。
（新型コロナ対策の為、Ｆｕｎ日カフェ
休止中）

利用登録の更新をお願いいたします。
センターの利用登録更新の手続きをお願い致します！
解散等により、利用予定のない団体は「抹消申請」の
手続きをお願いします。
◆必要書類について…
（全団体）

①利用登録申請書（第 1 号様式）※要押印
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※要押印
（入居用施設や貸ロッカー等）
※②・③は変更がなければ不要
※押印箇所があるため、提出は窓口または郵送にてお願いします。

印刷機の申請書並びに
料金の改定について。
今年度より『印刷機利用許可申請書』の変更によ
り、団体の住所もしくは代表者の方の住所を記載す
る欄が設けられました。公的機関の発行する領収書
として必要な項目となります。印刷機をご利用の際
は、団体住所必須について予めご了承ください。
また、6 月より印刷機の印刷料金を下記のとおり改
定致します。
ご理解ご協力の程よろしくお願いします。

令和 4 年 6 月 1 日より
白黒 3 円/枚 カラー5 円/枚

なは市民協働支援センターNewFace (^o^)／
4 月に入り、センターにも新しいスタッフがやっ
てまいりました！
慣れないことも多く、皆様にご指導いただかなけ
ればならないこともありますが、明るく元気いっぱ
い頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたし
ます。
與那覇るみです！

新里麻里奈です！

ハイサイ。
この度令和４年度の人事異動により当センターを離れることとなりました。
２年間という短い期間での在籍でしたがとても良い経験をさせて頂きました。
新型コロナという、これまでに経験した事のない非常事態
においても皆様の熱意ある活動や、講座などで積極的に学ぶ姿
勢に敬意を持ち、また、ネットワークが広がっていく様を何度
も見届けることが出来ました。
今後の皆様のご発展と更なるご活躍を心より応援するとともに、
当センターのご利用を賜りますようお願い申し上げます。
平良有司
みなさま、こんにちは。
なは市民活動支援センターで 3 年間お世話になり、令和 4 年度から本庁へ
異動となりました。
私は、主にチャレンジ助成事業の担当として団体様と関わ
りを持たせていただきましたが、地域や課題に対する皆様
の想いに私自身も学ぶことが多く、あっという間の短い時間
でしたが、多くの経験をさせていただきました。
ありがとうございました。
また、どこかでみなさまにお会いできることを楽しみにしております。
上條亜弓
在籍期間中は見事なまでにコロナに翻弄された２年間でした。
小学校区まちづくり協議会や自治会、市民活動団体等の活発な方々
が思ったように活動できない状況を目の当たりにし、歯がゆさを感
じながらも限られた資源をどう活かすか模索した期間でも
ありました。
なかなか先が見えない中で、勝手ながら皆様に元気づけ
られ、非常に感謝しております。
短い間かつ、道半ばでしたが、お世話になりました。
当間清雅

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いており
ます。寄付頂い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
など、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、ご協力お願いいたします。
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。

ｚ

「知らないことは
人に聞け」を、
モットーに過ごしてきたわたくし…
自分で調べると、情報迷宮から出られ
なくなってしまうんです。
ですから、教えてください…

なは市民活動応援
サイト

わったー保健室

チャリティサンタ沖縄支部
【活動内容】

・平成 27 年設立
・イブの夜に、サンタクロースに扮したボランテ
ィアがお子様のいる家庭にプレゼントを届ける
「サンタ活動」を行い、その際にご家庭からお
預かりしたチャリティー金(寄付)で、世界中の
困難な状況にある子どもたちの支援を行う。
・世界中の子どもたちの笑顔のために、サンタク
ロースのような思いやりのある人を増やすため。
今後、那覇市で活動を広げていく。
【目標】
・訪問家庭 21 件、訪問施設 5 件、サンタと出会っ
た子どもたち 121 人、サンタになってくれた人
20 人（2020 年度の実績を上回る）
【リーフレット・ホームページ・SNS】
ホームページ（http://www.charity-santa.com）
Facebook にて情報発信しています！

NPO 法 人
沖縄県行政書士会成年後見サポートセンター
【活動内容】

・平成 20 年設立
・高齢者、障がい者および子ども等の成年後見以
外の権利擁護、財産管理及び学習機会保全など
について支援することにより、シニア当の福祉
増進に寄与することを目的とする。
・成年後見に関する活動は、一般社団法人コスモ
ス成年後見サポートセンター沖縄県支部が担い、
その他の相続関連業務を中心に当法人が担う。
【目標】
・地方公共団体・社会福祉協議会への協力支援に関
する事業
・無料相談会、相続に関するセミナーの開催
・「介護サービス相談員派遣事業」の活動。従来の
「介護相談」のみならず、そこから派生する財産
管理の一環として「相続相談」にも対応する。

【活動内容】

・令和 2 年設立
・地域住民が何時でも安心して健康や心身の相談
ができる環境作り、住民 1 人ひとりが主体性を
持ち、健康づくりに取り組むことが出来る。
・行政、医療、当団体との連携、協働による地域
の包括支援
・月に一度（第 3 日曜日）健康講座開催（姿勢と
歩き方、眠りのこと、ブレストケア）
【目標】
・専門職会員による定期的なセミナーの開催（オ
ンライン配信含む）
・対面による健康相談とハーブティーを飲みなが
らの語り合い。
・多種多様な団体との連携や交流、協働活動によ
るパートナーシップの構築
・NPO 法人化

特定非営利活動法人
おきにゃあわんネットワーク
【活動内容】

・平成 16 年設立
・動物愛護の精神と適正な飼育管理の知識を広く
地域に普及するとともに、１頭でも多くの不幸
な動物を減らすこと並びに生命の尊重、友愛及
び平和の情操の涵養を図り、これをもって地域
社会文化の発展に寄与することを目的とする。
【目標】
・保護、譲渡（犬・猫・鳥・小動物等）300 頭
以上（沖縄県動物愛護管理センター譲渡会等）
・小学校訪問教育 20 校以上（一生うちの子プロ
ジェクト）
・TNR 活動サポート・防災セミナー（ペット含
む）。
【ホームページ】http://okinyaawan.net

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。

公益財団法人あしたの日本を創る協会 / 地域活動団体への助成「生活学校助成」
募集期間：2022 年 4 月 30 日（土）必着
内
容：①生活学校への参加 6 万円 ②全国運動への参加 上限 5 万円
助成対象：身近な地域の暮らしの様々な課題について学び、調べ、話し合い、他のグループとも協力し
ながら実践活動のなかで解決し、生活や地域のあり方を変えていくそんな活動に取り組むグ
ループ
①身近な地域や暮らしの課題解決に取り組む地域活動団体
②全国の生活学校が連携して行う全国運動に参加すす意向のある団体
【お問合せ】公益財団法人あしたの日本を創る協会生活学校募集係
e-mail:ashita@ashita.or.jp TEL:03-6240-0778

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。
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

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

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。
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）
研修室②

16 人
¥\200/1ｈ
¥\100/1ｈ
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

¥\200/1ｈ

¥\100/1ｈ

使用料

白黒・A3 サイズ以下

1 円/枚（6 月より 3 円/枚）

カラー・A3 サイズ以下

4 円/枚（6 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 等のメディアからは直接印刷はできません。

