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令和元年度『なは市民活動支援事業助成金』

公開審査会が行われました！
去る 6 月 16 日（日）に、なは市民活動支援事業助成の公開審査会（プレゼンテーション審査）
が行われました。応募団体 10 団体の熱のこもったプレゼンテーションに、会場からは笑いや
拍手が盛んに起こりました。審査の結果は、８団体（一般コース 6 団体、学生コース 2 団体）が選
定されましたが、どの内容も素晴らしく、審査委員は評価に苦労しながら、僅差の結果となり
ました。
（総額 200 万円）
今回の選定団体の行う活動は、幅広い分野にまたがっています（ゴミ環境問題、中高生のリー
ダー人材育成、うちなーぐち継承、健康長寿、ペット防災、公園活性化等）。来年 3 月には事業報告
会（公開）も予定しております。各団体の皆様、事業計画に掲げた目標を達成するよう頑張
ってください。
また、この機会に他の団体とも連携し、協働につながっていくことを期待しています。
【令和元年度審査委員：那覇市協働によるまちづくり推進審議会】
委 員 長 岩田直子 沖縄国際大学総合文化学部人間福祉学科 教授
副委員長 銘苅春雄 那覇市協働によるまちづくり推進協議会 会長
委
員 糸数未希 にじのはしファンド 代表
委
員 添石幸伸 税理士法人添石綜合会計事務所 所長
委
員 前原信達 那覇市自治会長会連合会 会長

『なは市民活動支援事業助成金』助成交付団体並びに事業名（発表順）

【一般コース】 なは市民協議会
「まちづくりハッピーレディオ」でまちを元気に!

【一般コース】 おしゃべりＭＵＳＩＣオフィス

【学生コース】 那覇市子ども会育成連絡協議会
ジュニアフレンドリー（中・高校生）養成講座

【一般コース】 人も犬も猫も幸せ!な街づくりＯＫＩＮＡＷＡ

【一般コース】 ボランティア劇団「うちなー芝居お届け隊」

犬猫の飼い主または地域住民のマナー向上及び
ペット防災の啓発活動

ボランティア劇団「うちなー芝居お届け隊」

「平敷屋朝敏」がやってきた音楽鑑賞会

【学生コース】 ＯＰＤ15
漂流プラスチックごみ問題に関する
展示会開催事業

【一般コース】 ピィパーズを生かす会

ピィーパーズで長寿復活を！

チームまちなか
緑ヶ丘公園ゆいまーるプロジェクト
【一般コース】

～お知らせ～
センターで活動されている皆さまの交流の場として活用ください！

6 28

第 29 回
開催！ / (金)12:00～
フードドライブ(ご家庭で余っている食品の寄付)も同時に受け付け！

FUNNICHI CAFE

Welcome to

なはセン♪

めかるナハセン通信（現:なはセン通信）3 月号でご紹介させていた
だいた『多様な市民とつくる合意』の著者、林加代子さんが、東京より来
館くださいました～！
ファシリテーションが苦手でも、具体的に実践し
やすいように紹介されている著書。林先生ご本人
もとても明るく笑顔がステキなかたでした♪
サインもいただき、新着図書コーナーに展示して
おりますので、どうぞ手に取って、活動の参考に
してください！

『なは市民協働大学院』

那覇市
人材データバンク
ボランティアを始めたい人・団体・企業＆
ボランティアが必要な団体を
！
あなたもボランティア登録してみませんか？
◆特に資格や特技がなくても OK！
◆できる時に、できる事だけで OK!
◆ボランティア情報をメール等で提供いたします。
その情報を広げて頂くことも立派なボランティアです！

2019 年 度 受 講 生 募 集 ！

なは市民活動支援センターでは、なは市民協働大学院 2019 年度受講生を募集します。
地域の課題解決に向けた動きをつくり出すコーディネーター的視点を持った人材 『那覇人（なはびと）』
の、発掘・育成を目的として全 8 回の講座カリキュラムを実施します。
↓ こんな人を待ってるよ ↓
□自分の住んでいる地域が好き
□地域をもっと楽しくしたい
□地域のもやもやを解決したい
□楽しく問題解決したい
□イベントのマンネリ化から抜け出したい
□地域に仲間を増やしたい
□人を納得させられる企画提案ができるようになりたい
□何かもっとできる事があると思う
2 つ以上あてはまるアナタ、ぜひ、お申込みください

【申込締切】 ～ 7 月 5 日（金）正午まで
【応募条件】・那覇市在住・在勤・在学の 18 歳以上の方
・協働によるまちづくりや地域活動を実践している方
・全講座に参加できる方

【受 講 料】 ￥5､000－
【応募方法】申込書に記入の上、メールかファックスweb申込みフォームから申込み。
（なは市民活動支援センター、那覇市役所本庁舎、各支所、各公民館、各図書館等で要綱、申込み書配布しております）

【事 務 局】

NPO法人 地域サポートわかさ TEL098-917-3446

情 報 ス ペ ー ス ＆Ｂ Ｏ Ｏ Ｋ
2 階の情報コーナーには、市民活動やまちづくりの参考になる書物など
所有しており、窓口で手続きをとって頂くことで貸出しも行っております。
その他に、協働大学の講座内容（7/2「子どもの居場所と地域づくり」）に関連した
参考書物を市立図書館よりお借りしています。こちらは期間限定の閲覧の
みですが、活動の参考となる書物に出会ってほしいと考えております。
また、書物の他に助成金情報紹介のコーナー等もございます。皆さんの
活動に繋がる情報を発信しておりますのでどうぞご利用ください

令和元年スタート シリーズ第 2 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。

那覇市自治会長会連合会
―さて「那覇市自治会長会連合会」とはどういった団体ですか？
会：そもそも自治会とは「それぞれの地域を良くしたいという想いや必要
性から、各地域で自発的に立ち上がった任意団体」なんです。那覇市
にはそういう自治会が 155 団体活動していて、たぶん一番身近な地域
コミュニティー組織といえるのではないでしょうか。
これらの単位自治会は、本庁、首里、小禄、真和志、市営団地のいずれかの支部に属しています。
各支部では、月一の定例会などで顔をあわせ情報交流や懇親に努め、連合会では支部から上がっ
てきた地域課題などを全体研修会を通して共有し改善の気づきを得たり、他市町村の自治会長連
合会を訪ねて交流会や見学会を企画したりしています。また、年度はじめには会長同士の親睦を
図るため、グラウンドゴルフ大会＆懇親会をしています。たくさんの賞品も準備してますよ(笑)。
一番大切なのは、各自治会のブラッシュアップ（さらに磨きをかけること）ですかね。これから
地域の「自助力」「共助力」がますます大切な時代になってきますから、時代のニーズを先取り
した取り組みも必要になります。 “自治会紹介チラシ”や“地域防災マップ”を地域に配布する
ことも進めています。これから自治会を立ち上げたいという地域がありましたら是非ご相談くだ
い。

―『自治会に入りましょう』は聞いたことありますが、入るメリットはありますか？
会：そこですが、安心安全で住みよい地域環境を自分たちでつくっていくということは、その恩恵は
先ずそこに住んでいる自分たち自身、そして子や孫が享受できるということです。地域の人の顔
が見え、子どもたちの遊び声が聞こえ、ゴミや落書きがない花と緑のある美しい佇まいが並び、
地域のお祭りで地域の魅力を再発見し、高齢者も若者も孤立させない、そのような地域づくりに
自ら参加できるということだと思います。しかしながら、仕事が忙しくて地域活動に直接参加で
きない、そして地域に働きに来ている企業や商店の方も多いと思います。それでも自治会費を納
めることで自治会活動を支え、地域に大きく貢献しているのです。例えば、地域に住み働く誰も
が恩恵を受けている防犯灯（街灯）があります。その設置費や電気代などはほとんどが、その地
域の自治会費で賄っています。また、いい地域をつくっていくためには住
民だけでなく、地域の企業や商店、学校などいろんな団体、組織が協力し
ていく必要があります。地域にかかわる誰もが地域の役に立ちたいと願っ
ています。ずーっと住んでいる人も、これから住む人も、働きに来ている
人も是非、地域の自治会に加入してほしいですね。

―連合会として、今後の目標などを教えてください。
会：今はね、先ほども言ったように、地域の「自助力」「共助力」を格段に
高めていきたい。そのために地域の魅力や自治会活動をもっと PR して各
「住みよい地域を一緒に
築いていきましょう！」
自治会の会員を増やし、他の団体との連携も密にしたいですね。
前原信達会長
晴れた昼下がりのゆったりとした時間のように、優しいトーンでお話しを聞かせてくださる前原会長。トレードマークは中折れ帽
自治会長会連合会の会長を務められる他に、本庁管内自治会長会と銘苅新都心自治会の会長としても活躍されています。

『おきなわ女性財団「てぃるるちゃん助成事業」』
募集期間：2019 年 7 月 12 日（金）まで
応募内容：上限 10 万円
①「第 5 次沖縄県男女共同参画計画～DEIGO プラン～」の基本目標 1～4 をテーマとした講座・講演会等で広く県民に呼
びかけることができるもの(※第 5 次沖縄県男女共同参画計画～DEIGO プラン～は、沖縄県 HP ご確認ください)
②国または地方公共団体等から補助または委託をうけていないもの
③宗教目的、政治目的、営利目的でないもの
④事業の実施期間が交付決定日から補助または委託を受けていないもの

助成対象：・沖縄県内を中心に活動しているグループ等で、メンバーが県内在住または県内勤務者であること
・グループの運営に関する規制があって役員名簿を備えていること
・企画から実施まで主体的に行なうことができ、事業報告書等の提出ができること
・団体または代表者個人が公益財団法人おきなわ女性財団の賛助会員であること

【お問合せ】公益財団法人おきなわ女性財団

TEL：098-868-3717

FAX：098-863-8662

『那覇市地域福祉基金補助団体〈二次募集〉』
募集期間：2019 年 7 月 12 日（金）まで
内
容：交付限度額 1 事業あたり 50 万円
①地域の高齢者や障がい者に対して、独自の交流活動をはじめたい。那覇市民を対象に地域福祉活動をしている団体
※那覇市内における社会福祉活動の実績が 1 年以上にある、会則等を具備している団体〈ボランティア団体、NPO 法人、自治会等も含みま
す〉ただし、営利団体は除く

【お問合せ】那覇市福祉部

福祉政策課

TEL：098-862-9002 FAX:098-862-0383

那覇市公式サイトより書式をダウンロードしてご利用ください
※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

なは市民活動支援センター
お問合わせ

検索

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

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

¥\200/1ｈ

¥\100/1ｈ

研修室①（和室）

16 人

¥\200/1ｈ

¥\100/1ｈ

研修室②

17 人

¥\200/1ｈ

¥\100/1ｈ

印刷機

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

料金一覧表

使用料

白黒・A3 サイズ以下

￥1/枚

カラー・A3 サイズ以下

￥4/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。

