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令和２年度支援ブース・事務室入居の公募を、スタートします！
なは市民活動支援センターでは、市民活動を行う団体に「支援ブース」や「事
務所」の貸与を行なっております。
令和 2 年 4 月より入居希望される団体や個人に向けて公募を開始いたします。

支援ブース
ロッカー

・支援ブース概要（約 2 ㎡：￥1,500-/月：団体や個人に貸与）
固定デスク、事務椅子×1、専用ロッカー、仕切りのみ、電話回線無し

・事務室概要（約 13 ㎡：￥12,000-/月：団体のみに貸与）
可動可能デスク、事務椅子×1、保管庫×2、私書箱、個室、電話回線あり
（電話引込料、回線工事は各自負担）

●公募開始：令和元年 11 月下旬頃～
・各施設により応募資格や募集枠数が異なります。お問合せください（平日 9:00～17:00）
※申請書・要綱等は、センター窓口並びに、那覇市公式サイトよりダウンロードください。

事務室
私書箱

支援ブース 【令和元年度現在 入居団体様】（登録番号順）
NPO 法人
シニアネット NAHA

バスマップ沖縄

NPO 法人
沖縄県動物虐待防止協会

那覇市ウォーキング協会

福祉とまちづくりを考える会

NPO 生活の発見会

アートセラピーセンター

沖縄県聴覚障害者協会女性部

人も犬も猫も幸せ！な
街つくり隊！OKINAWA

てぃんさぐぬ花の会
楽しいウクレレサークル
友の会
日本スリランカ次世代育成
サポート準備委員会

NPO 法人
APSD

ボララボ

なは新都心未来創生協議会
RITA

事務室 【令和元年度現在 入居団体様】（登録番号順）
NPO
美ら島きこえ支援協会

NPO
那覇西地域交流ネットワーク

NPO
沖縄県沖縄語普及協議会

「中村秀雄・阪子」
記念俳句実行委員会

沖縄インターナショナルトレーニングサイト
TACMEDA 沖縄

沖縄高齢者ケア
研究会

センター初、防災訓練(避難所運営)を実施しました！
なは市民活動支援センターは災害時の指定避難所となっており、10 月 26 日（土）に那覇市
役所本庁舎を中心に『広域災害』を想定した防災訓練を行いました。当センターは避難所として
地域の方、利用団体の方のご協力のもと実施しました。
前日の避難所設営準備から、当日の避難者の受付及び誘導、炊き出し等、
災害時に想定される避難所の運営を円滑に行うための訓練でしたが課題も
多く残りました。
阪神淡路大震災を経験された防災士の松村さんからは、訓練終了後に多くのご指摘を受けま
したが「避難所として訓練をされるのは初めてで、改善点があるのは当たり前のこと。それにしても、避難ブースに
細かな心遣いを感じる所も見受けられ、これは素晴らしいと思える点も多くありました。課題もきっとすぐにクリア
できると思います」という、言葉をいただきました。
本番はもっと混乱が予想されるため、今回の件を職員で改めて振り返る
作業を行いますが、一市民として防災の意識を各家庭で持つこと、意識を
高めることも大切だと痛感しました。

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！

第 34 回

開催！11/22(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！

なは市民活動支援センター（まちづくり協働推進課）では、地域の課題の解決に繋げる事を目的とし
て、ボランティア人材とボランティアを求める団体のマッチング事業 をおこなっております。
ご自身の経験や資格を活かして「出来ることを、出来る時に、出来る人が」で、地域課題の解決に力
を貸してくださるかたの人材データバンク登録をお願いしております。
また、那覇市公式サイトより「ボランティア人材」
「ボランティアを求める団体」の簡易登録も始め
ました！登録いただいた情報は非公開情報を除いてリスト化し、公式サイト等で公開します。
人材登録
◆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。
情報を広げて頂くことも立派なボランティアです！

夏休み
ラジオ体操指導員

団体登録
◆校区まちづくり協議会の運営を
一緒に行なってくれる人がほしい
◆地域の子どもたちの手助けがほしい
詳しくは公式サイト、または、
なは市民活動支援センターまでお問合せください。
ＴＥＬ：861-5024（平日 9:00～17:00）

三線クラブ講師

↑人材登録

↑団体登録

「首里城再建」に関する支援金について
10 月 31 日未明に発生しました、首里城火災に関しまして、県内外からの
皆さまからは早々に温かなご支援を承りましたこと、御礼を申し上げるとともに、
一日でも早い修復再建にむけ、引き続きご協力をお願い申し上げます。
・募金箱設置場所 那覇市役所（１階総合案内）、那覇市各支所（真和志支所、首里支所、小禄支所）
・募金受付口座
口座名義は一律 ： 首里城火災に対する支援金活動事務局
琉球銀行：本店営業部（普通 1279506） ／ 沖縄銀行：本店（普通 2603484） ／ 沖縄海邦銀行：本店営業部（普通 913978）
沖縄県労働金庫：本店営業部（普通 3474924） ／ コザ信用金庫：那覇支店（普通 2042380）
ゆうちょ銀行・郵便局 （ゆうちょ銀行間）記号 00900-5 番号 333728
（他金融機関より）店名〇九九店 店番 099 当座預金 033728
・ふるさと納税による寄付金（クレジットカード決算のみ手数料はかかりません）
ふるさとチョイス 沖縄のシンボル「首里城」再建支援プロジェクト URL ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.furusato-tax.jp./gcf/717?top_ttarea

なは市民活動支援センター３階の「那覇市文化協会」の窓口にも募金箱が設置され、集められた募金は那覇市総務課にお届け頂く
そうです。
「 うちなーんちゅ んなするてぃ 力あわすぃてぃ やれることを まっすぐやる。 なんくるないさ 」
沖縄県民 みんなで揃って 力をあわせて やれることを 一生懸命やる。 なんとかなるさ

●なは市民協働プラザ地下駐車場について・・・
消防局の隣に建設中の「ナハメカルパーキング」の供用
開始に合わせ、2020 年 3 月頃より有料となります。
ご理解の程、よろしくお願いいたします。
駐車基本料金
最初の 1 時間まで
１時間超え 30 分までごと

300 円
100 円

※利用時間が３０分に満たない場合は３０分として計算する

なは市民活動支援センター利用駐車料金
最初の 2 時間まで
100 円
2 時間超え 1 時間ごと
100 円
※利用時間が 1 時間に満たない場合は 1 時間として計算する

エコットの宮島さんより、新しい作品が
届きました♪
七五三で晴れ着姿の子ども達を見かける
と、子の成長を喜び、健康を願う親の気持
ちはいつの時代もかわりませんね。
ちりめんのつまみ細工の髪飾りです。
１～２歳のお子さん用でしょうか、本当に小さな髪飾りも細部まで丁
寧に作り込まれています。２階事務室のカウンターに展示してますの
で、ぜひご覧ください！

当センターの３階には、まちづくり、市民活動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、今後の目標などをここで紹介していきたいと思います。

那覇市子ども会育成連絡協議会
―「那覇市子ども会育成連絡協議会」とはどういった団体ですか？
設立から、今年度で 42 年目になりますね。
通称『那覇市子連』って呼ばれていますが、ざっくり言うと、那覇市にいく
つかある子ども会を束ねている団体です。子どもの数が減ってしまっている
ので、昔に比べると単位子ども会の数も減っていますが、学校の放課後子ど
も教室も子ども会として加盟されていて、我々は『子ども自ら考え、行動す
る子ども会』の発展、充実を図って子ども達同士の交流会や研修会を実施し
てます。地域行事への人材の派遣や、福祉活動とかの諸活動の協力依頼もあ
りますから、そこに参加する子ども達を派遣したりね。
少なくなったとはいえ、全体で 2,000 人以上の会員がいます。小 1～高３の子ども達によって作ら
れた〝組織〟ですから、各子ども会にはリーダーがいて、メンバーがいてそれぞれの役割を担い引き
継ぎもしていく。育成者として直接、子ども達を見守り支えてくださる大人もいらっしゃいます。我
われは子ども達のお手伝いをしてくださる育成者の研修会も実施しています。
入ってきた頃は消極的だった子も、リーダーとして活躍する先輩を見て憧れて、親でも先生でもな
い身近な大人（育成者）に話しを聞いてもらって、そうしていくうちにどんどん積極的になって、変
化というか成長が明らかなんです。それを目の当たりにすると、こちらも楽しくなってきますよ。

―リーダーとはどのような子がなるんですか？
各子ども会で活動していく中で、率先してみんなを引っ張っていく子や、学校の児童会に入ってい
たりする子が、この先もリーダーになっていくであろうという事でインリーダー宿泊研修会（小 4～6
対象）に参加して、地域の行事等を告知するためのポスターの書き方だったり、レクリエーションだ
ったり、色々と学ぶんですね。そして、中学生になった時には先輩リーダー見て「自分もああなりた
い！」「私ならこういう事がしたい！」って思いが芽生えてくる。そして、ジュニアリーダー養成講
座に参加して、他の地域の子たちと交流をするうちに、どんどん積極的になっていく。自分の意見を
きちんと発言できる子が割とリーダーには多いですね。リーダーに限らず、メンバーも自分達の地域
を良くするために意見を持っているし、それを聞いてまとめる。必然的にそういった力も身に付くん
でしょうね。市ではジュニアリーダー養成講座初級ですが、地区（那覇・浦添）で中級、そして県の
講座で上級と開催されます。県全体で見ても那覇の子は積極的なほうですよ。

―団体の今後の目標などありましたら聞かせてください。
ジュニアリーダーを卒業した子達で結成した〝シニアリーダー（18 歳以上）〟の団体を立ち上げま
した。子ども会の子ども達にとっては、大人というよりお兄さん、お姉さん的な存在で、今後はジュ
ニアリーダーの良き相談相手になれるような環境づくりをしていきたいです
し、県外の子ども達とも研修会や交流会での経験が、学びや刺激に繋がるの
で、そういった機会を増やしてあげたい。何より、那覇の子ども達の素晴ら
しさをアピールしていきたいですね。
それと、これまで通り『子どもフェスタ in なは』や『子どもサミット』と
いった市の事業に参加したりボランティア活動にも積極的に取り組んでいけ
『12/7 の「なは教育の日式典」 る体制を整えていけたらと思います。
に、ジュニアリーダーが
司会として参加します。
育成者として携わってくれる大人ももっと増やしていきたいです。正直に
ジュニアリーダー活動をして
言うと、子ども達の話しや考えを聞くだけでも感心したり、面白かったり。
みませんか？』
楽しくて、やめられないですよ。
田港 敬子 会長
自分で考えて工夫し、仲間と協力する事を覚え、子ども会、ジュニアリーダーを通して学校や家庭以外の世界を知る。そういう経
験や感覚を持って子ども時代を過ごした子は、大人になって違いが出ますよね。あ～、あの頃の私に教えてやりたい…。

『子どもの居場所づくりイベント事業助成金』
募集期間：11 月 30 日（土）
内
容：1 団体上限 3 万円
助成対象：①沖縄県内において子どもの居場所づくり等を実施している団体等で、原則として非営利目的の団体または個人
②沖縄県内の子ども達を対象に誕生日会夏祭り、クリスマス会、もちつき大会など子ども達が中心となり実施
するイベントといたします（人件費や交通費は助成対象外）

応募資格：上記に記載した助成対象者のうち、6 カ月以上の活動実績がある団体・個人
【お問合せ】株式会社琉球銀行 総合企画部地域貢献室 ユイマール助成金

TEL：098-860-3787

『沖縄しまたて協会 NPO 等活動支援事業』
募集期間：12 月 27 日（金）FAX・電子メール：17 時締切 持参：12 時締切
内
容：1 事業上限 50 万円
対象活動：①地域づくり ②環境保全 ③防災・災害救援 ④その他、本支援の目的を達成すると認められた事業
応募資格：沖縄県内に主たる事務所を有し、支援対象事業に沿った活動を行っている特定非営利活動促進法（NPO 法）上の団体、
または同等と認められる団体を対象とする

【お問合せ】一般社団法人 沖縄しまたて協会 企画部企画課

TEL：098-879-2087

FAX：098-874-5301

『一般財団法人コザしんきん地域振興基金』
募集期間：～2020 年 1 月 6 日（月）事務局必着（※お近くの当金庫営業店経由で申請願います））
助成対象：①地域産業の振興発展に関する活動の助成
②地域の社会文化・スポーツ等に関する活動の助成
③地域の児童又は青少年の健全な育成に関する活動の助成
④地域の社会福祉に関する活動の助成
⑤地域の社会生活環境の整備等に関する活動の助成
⑥その他この法人の目的を達成するために必要な事業

【お問合せ】一般財団法人 コザしん地域振興基金

事務局

TEL：098-933-1137

FAX：098-982-2200

※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

¥\250/1ｈ

¥\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。

