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なは市民協働大学 受講生募集！

今年度も「なは市民協働大学」を開講致します！講座では、実際にまちづくりの活動を行っている団体とふれあい、
グループ内で意見を交わしながら受講生同士が交流できる内容となっています。
お仕事帰りでも受講しやすい時間帯となっていますので、協働によるまちづくりに興味のある方、視野を広げたい方、つな
がりを増やしたい方、ぜひ、ご参加ください！

【募集期間】令和元年 5 月 7 日（火）～6 月 7 日（金）
【定
員】50 名（原則先着順ですが、応募動機等も勘定し選考する場合もございます。）
【応募方法】申込み書に必要事項を記入のうえ、持ち込み、FAX、またはメールにて応募ください。
【受講期間】原則として、以下の要件を満たす方
①那覇市に在住、在勤、在学している 18 歳以上で、那覇市の協働によるまちづくりに興味のある方。
②全 8 回受講ができる方。
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6/25(火)
19:00～21:00

7/2(火)
19:00～21:00

子どもの居場所と地域づくり

○こども食堂、こどもと地域をつなぐｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ（城間えり
子氏）
○保護管理課

仕組みを考える
あなたの地域は安全ですか？
そして楽しく防災を！

19:00～21:00

10/1(火)
19:00～21:00

10/12(土)
3 時間程度

10/29(火)
19:00～21:00

11/23(土)
15:00 頃～

容

○ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ（受講生同士お互いを知る）
○協働の考え方やまちづくりについて

19:00～21:00

8/20(火)

内

入学式・オリエンテーション

最後まで那覇で幸せに暮らせる

7/30(火)

座

○松川共同住宅 移動販売の取組み
○ちゃーがんじゅう課
○若狭公民館長（宮城 潤 氏）
○防災危機管理課

繁多川のまちづくり

○繁多川公民館長（南 信乃介 氏）

まちま～い（繁多川地区）
軽食代(希望者のみ)として 1,000 円をいただきます。

○繁多川公民館、地域住民の皆さん
○在来大豆ｵｰﾋｸﾞｰﾊﾟﾝ＆繁多川ゆし豆腐の軽食 Box

私が、私たちグループができる
協働によるまちづくりとは

○テーマごとに分かれたチームで、成果発表に向けたワー
ク・資料作り

成果発表・卒業式・懇親会

○グループ同士で互いの気づきをシェア。
関係者に聴講いただき意見を戴きます。
○市長より卒業証書の授与を受ける

～昨年度の様子～

～お知らせ～ 第 28 回

開催！

5/24(金)12:00～

フードドライヴ(ご家庭で余っている食品の寄付)も同時に受付け！

令和元年度センター主催講座

『第 1 回市民活動応援講座

助成金取得講座』

開催しました！

5 月 16 日に、センター主催講座『第１回市民活動応援講座 助成金取得講座』を開催
致しました。
「なは市民活動支援事業助成金」の公募開始に伴い開講した講座ということもあり、募集
告知期間が短かったのですが、多くの方が受講くださいました。
申請書の作り方のみならず、そもそも、助成金とは何のためにあるのか、市民活動にお
ける助成金の意味、地域課題についてなどなど…講師である渡久地氏の経験をもとに非常
にわかりやすく、業務として携わっている我々も改めて気づきの多い講座でした。
このたび、講師を快くお引き受けくださいました「NPO 法人美ら島きこえ支援協会」
の渡久地事務局長、受講くださいました皆様ありがとうございました。

利用登録更新のお願い、
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♪

ならびに支援ブース新規入居者募集
センターをご利用の皆さま、引き続き当センターをご利用
いただくには、更新の手続きが必要となります。
なは市民活動支援センター利用登録書に必要事項を記入の
うえ、必要書類とあわせて提出くださいますよう、よろしく
お願いいたします。
また、支援ブースにつきまして
入居団体の募集を予定しておりま
す。
日程等が決まりましたら市公式
ホームページ、当センターのフェ
イスブックに掲載致します。

エコットの宮島さんより、新しい作品が届きました♪
先日梅雨入り宣言されましたが、晴天が続いたり突然の
雷雨になったり…おかしな天候が続いて、しとしと雨が続
く梅雨よりも、気が滅入りそうです…。
とはいえ、私もそうですが、車を運転される方。雨の日
こそ、ゆ～っくりのんびり。カタツムリのように心に余裕
をもって、安全運転を心がけましょう！

ボランティアを始めたい人・団体・企業＆

那
人 覇
材 市
あなたもボランティア登録してみませんか？
デ
『ひと・つなぐ・まち』をテーマに、自身の経験やスキルを活かし、地域や社会に貢献したいと考える市民
ー
と、誰かの協力を必要とする市内の団体を繋ぐために「那覇市人材データバンク」事業を行なっています。
タ
◆特に資格や特技がなくても OK！
バ
◆できる時に、できる事だけで OK!
ン
◆ボランティア情報をメール等で提供いたします。
ク
その情報を広げて頂くことも立派なボランティアです！
ボランティアが必要な団体を

！

令和元年スタート シリーズ第 1 弾！

当センターの３階には、まちづくりに関わりの深い団体が入居し活躍されています。
そこで、それぞれの団体の活動内容や、今後の目標など、
市民のみなさまへのメッセージをここで紹介していきたいと思います。

那覇市協働によるまちづくり推進協議会
―さて「那覇市協働によるまちづくり推進協議会」とは
どういった団体ですか？
会：平成 20 年。それまで各地域でボランティア活動をしていらっしゃ
った方々への敬意と、今後もまちづくりにご尽力頂きたいという想
いで「協働大使」と任命してね、那覇市が委嘱証をお渡ししたわけ。
…第一期は…百何十名くらいだったかな…？それから、二期、三期…どんどん増えてくる。
そしたらね、この方たちをまとめるというか、支援する、連携してもらう。そういった役割を
する機関が必要になって、平成 23 年 8 月に出来たのがこの協議会。

―協働大使の方々の取りまとめとは
会：協働大使とは『何か特別な事をしなければいけないんじゃないか』と思い始める人も出てきた
わけよ。そこで大使の皆さんを集めて「ゆんたく会」を開催したんだが…初めてやった時は誰
もしゃべらん…恥かさぁしてから…(笑)「お茶じゃなくて、ビールの一本でも…」って助言が
あってね、居酒屋抑えてやってみたよ。そしたら、みんな饒舌になって(笑)…おかげで各地の課
題とか、それぞれの得意分野が見えてきた。
第一期から活躍されてる大使もいれば、那覇市民協働大学とか、那覇市民協働大学院のプログ
ラムを卒業して大使となった方もいる。今では 780 名の大使が在籍しているから、大使を通し
て地域の相談を受けたり、ほかの地域の大使に話しを通したりね…いろいろよ。幸せを実現する
ために【行政がやる】という時代ではないからね、大使を通して地域を繋げるのも取りまとめ
のひとつさ。

―では、「協働」をわかりやすく説明するとなんでしょうか
会：以前に市民の方から市長あてに「人と繋がり、支え合い。お金ではなく心の豊かさや、毎日の楽
しさが真の幸せなのではないか」というような事が書かれていたらしい。それがまさに「協働」
それから『いい暮らしより 楽しい暮らし』をスローガンに、市民も企
業も行政も一緒になって住みよい街にすることが【協働によるまちづく
り】じゃないかねぇ。

―それでは、今後の目標を教えてください。
会：那覇市内の各小学校区（36 校区）の学区を地域として「小学校区まち
づくり協議会」を設立する事。既に稼働している校区もあれば、協議
会をつくる実行委員会が立ち上がっている校区もある。
「いつでも遊びに来たらいいよ
おしゃべりは楽しいでしょ」

地域の課題を地域で取り上げて、その地域で暮らす人が幸せに過ごし
ていけるために、どんどん色々な校区に出向いていきたいね。

銘苅春雄会長
穏やかながら、ユニークで「会長がいたら人が集まる。パワースポットのような方です」と、事務の方がおっしゃる通り、取材を
している間も沢山のかたが会長に挨拶に来られ、ご自身も笑顔で冗談を交えながらのおしゃべりを楽しんでらっしゃいました。

『
「りゅうぎんユイマール助成会」助成金（2019 年度上期）』
募集期間：2019 年 6 月 15 日（当日消印有効）
応募内容：1 団体原則 20 万円
①沖縄県内において県民のための社会福祉活動、環境保全活動に関する独創的、先駆的な事業・
企画（日常の人件費や交通費は対象外）
②沖縄県内において県民のための社会福祉活動、環境保全活動を実施している団体等の施設、機
器の整備費

助成対象：沖縄県内において、県民のための社会福祉活動、環境保全活動を実施している個人、NPO 法人ならびに
諸団体といたします。
（※営利目的の事業を実施している法人・個人・団体は対象外とします）

【問い合わせ先】株式会社 琉球銀行 総合企画部 地域貢献室内 りゅうぎんユイマール助成会事務局

TEL：098-860-3787

『心とからだのヘルスケアに関する市民活動・市民研究支援』
申請団体：①民間の非営利団体であること
②市民や患者・障がい者が主体的に参加して活動する団体であること
③日本国内に活動拠点があり、原則として 2 年以上の活動や研究の実績があること
④目的や活動内容が特定の政治・宗教などに偏っておらず、反社会的勢力とは一切関わっていないこと

申請期間： 2019 年 6 月 3 日（月）～6 月 17 日（月）必着
【問い合わせ先】特定非営利活動法人市民社会創造ファンド ファイザープログラム
TEL:03-5623-5055

FAX:03-5623-5057

E-mail:pfp＠civilfund.org
※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。

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(12～18 人)200 円/1 時間
会議室⑧(24 人) 250 円/1 時間
研修室①(16 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

■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

※印刷用紙は必ずご持参ください。
サイズ

金額

モノクロ

A3 以内

1枚1円

カラー

A3 以内

1枚4円

