なは市民活動支援センター
（那覇市市民文化部まちづくり協働推進課）

〒900-0004 那覇市銘苅 2-3-1
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新型コロナウイルス感染症の影響を受け、非営利活動の団体運営や今後の活動について悩まれている那覇市
内の NPO・市民活動団体または新しく市民活動を行いたいと考えている市民を対象に、専門相談を実施しま
す。多様な分野の専門相談員が対応します。お気軽にご相談ください。
【期間】 8 月 3 日～12 月 25 日（土日祝日を除く）
市民活動団体の運営相談や
団体立ち上げ支援

地域コミュニティ支援、
地域づくりに関する相談

会計、税務、雇用、
労務管理に関する相談

団体、企業及び行政との
社会課題の共有方法

助成金申請、寄付に関する相談

相談事業
ホームページ
https://
nahasen.info

・高齢者支援、地域福祉に関する相談
・文化活動支援や
福祉的教育支援に関する相談 etc

【対象】
那覇市内に拠点をおく NPO・市民活動団体、自治会、
小学校区まちづくり協議会、新しく市民活動を行いたい市民など
【実施方法】
オンラインにて実施（オンライン環境がない場は対面相談も可能）
【受託事業者】
NPO 法人 まちなか研究所わくわく
TEL＆FAX／861-1469 E-mail／office@machiwaku.com

ボランティア人材データバンク
ボランティア人材
データバンク
ホームページ

7 月 30 日、県内の金融機関の職員の方が職場でフードドライブを実
施したところ、沢山の食品や物資が集まったとの事で、うちなー芝居お
届け隊が実施する『ゆいまーるボックス』へ寄贈いただきました。
段ボール 10 箱では収まらないほどの食品に感動していると「職員主体で挑戦出来て嬉しい、
挑戦させてくれた会社に感謝です」という言葉がありました。
”ボランティア人材データバンク”でマッチングしましたが、これからも、市民活動団体と企業、
ボランティア人材を繋いでいけたらと感じました。
「ボランティアが必要」という地域や団体、「ボランティアがしたい」という団体や個人のかた
はお問い合わせください！
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！

12:00～15:00
フード＆物資ドライブ(ご家庭で余っている食品や日用品の寄付)も同時に受け付け！
※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、中止となる場合もございます。

STEM おきなわによる
「ＣＯＶＩＤ-19 第 2 波においても学びを
止めない教育チャレンジ事業」
8/14 城北中学校にて

ＶＯＮＳによる
「ＭＵＧプロジェクト」
7/25 サンエー那覇メインプレイスにて

「市民活動チャレンジ助成事業」について、申請頂いた 41 件のうち、7 月に交付確定した 7 団体の皆
さまは早速活躍されております。
そのような中、新型コロナウイルス感染症については収束の気配もなく『with コロナ』の新しい生活様
式を受け入れなければなりません。そこで、先の助成事業について予算増額が認められ、コロナの影響を
最小限に抑えるための市民活動や、ピンチをチャンスに切り替える市民活動を提案された 5 団体に対し、
追加交付が決定されました。
なは市民活動支援センターでも引き続き支援させていただきたいと思います。また、交付団体以外の市

民活動団体の相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください！
審査会プレゼンの様子

【追加交付事業一覧（敬称省略）】
・

（一部抜粋）

多文化ネットおきなわ：
「那覇市多文化共生ネットワーク構築
～シェアから始まり、つながる、広がる～」

・

ビューローダンケ：
「一千一秒物語 with コロナにおける新しい舞台芸術のあり方」

・

なは市民協議会：
「ポストコロナの新しいまちづくり～地域円卓会議～」

・

特定非営利活動法人沖縄県脊髄損傷者協会：
「新型コロナウイルス禍における
身体障がい者の地域生活影響調査」

・

なはまちぐゎー連携プロジェクト次世代会議：
「那覇グリーンフラッグプロジェクト」

「旧盆期間中の開館時間について」
旧盆期間中の 8/31（月）～9/2（水）の開館時間は
9 時～17 時となります。
ご理解の程、宜しくお願いいたします。

ｚ

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、今後の目標などをここで紹介していきたいと思います。

那覇青年育成連合会
―「那覇青年育成連合会」とはどういった団体ですか？
会長： 前身となる那覇市青年団体連絡会は那覇市内の各地域の
青年会などが加盟し、エイサーや旗頭、地域の伝統芸能の
継承に力を注いできました。
現在は、青年会に所属していなくても個人名で加盟出来
るように令和元年度から組織改正をしました。祭りの企画
や運営、地域の清掃活動、エイサーや民謡の披露などの活
動を通して青年育成に励んでいこうという団体です。

―普段はどういった活動をされているんですか？
会長： 我々にとって一番大きなイベントは、実行委員として毎年企画と運営を行っている「な
は青年祭」です。どの会員もそうですが、仕事と家庭や学業とアルバイトなど何足もわら
じを履いて頑張っています。祭りには毎年多くの方に携わって頂いて、反省・改善を繰り
返してやってきました。今年の第 27 回目なは青年会は組織改正して２度目の祭りの予定
でしたが…コロナの感染拡大の防止のため中止になりました。今後は様子を見ながらです
が、落ち着いたら何かプチイベントでも出来たらなぁ…と思います。
他には、北海道小清水町青年会との交流活動や、市主催のイベントの参加、福祉施設へ
の慰問活動、地域の清掃活動などを行っています。

―那覇青年育成連合会の今後の目標を教えてください。
会長：

毎年２月に北海道小清水町との交流を行っており、高齢者施設にてエイサーや民謡、空
手を披露をしたり、小清水町民バレー大会へ参加させて頂き町民と
の交流を深めています。沖縄から行くメンバーは雪の美しさにはも
ちろんですが、１番は町民の温かさに毎年感動しています。
首里城再建にむけた募金イベントを主催した時には、なーふぁん
ちゅとして、いつも以上に力が入りました。産まれたころから首里
城のある若い世代のメンバーは特にだったと思います。
活動を通し、出会いや感動を経験することで若い世代の気持ちに
変化があったり、何か少しでも成長をしてもらえたらなと思ってい
ます。青年育成という観点から、こういった経験を一人でも多くの
方に経験してもらいたいです。私たち那覇青年育成連合会は随時会
員募集中なので、少しでも興味があれば気軽に参加してほしいです
「一緒に那覇を盛り上げましょう！
エイサー団員募集！」
ね。
比嘉 花織

会長

首里で旗頭ガーエーを間近で見た時は涙が出るほど感動しました。
「那覇の伝統を受け継ぐ各青年会を纏める会長さん」と言うと、泣く
子も黙る屈強なお兄さんと勝手にイメージしておりましたが、とても可愛らしい会長で、優しい笑顔に癒されておりました。

昨年 5 月よりスタートした『何をしているトコですかっ?!』ですが、なは市民協働プラザ 3 階に入居される
行政関連の 14 団体の皆さまへはすべて取材させて頂きました。ご協力くださいました役員の皆さま、事務局
の皆さま、ありがとうございました。
次回からは、センター利用登録団体の中から順次インタビューしていきたいと思います!!

『公益信託源河朝明記念那覇市社会福祉基金/源河朝明記念那覇市社会福祉基金』
募集期間：2020 年 8 月 31 日（月）消印
内
容：1 団体への上限 100 万円（総額 500 万円）
助成対象：那覇市を中心に県民のための社会福祉活動を営み、原則 1 年以上の事業実績を有し、営利事業
を行わない法人または団体。

①那覇市を中心とした社会福祉に関する独創的、先駆的な事業・企画に対する助成事業とします。
②那覇市を中心に障がい者、高齢者及び児童に対する次に掲げる社会福祉活動を営む法人、およびボランティア団体
を支援するための施設・機器の整備対する助成とします。

【お問合せ】株式会社琉球銀行総合企画部地域貢献室 TEL: 860-3787
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社リテール受託業務部公益信託課 TEL：0120-622372

『公益財団法人パナソニック教育財団/子どもたちの”こころを育む活動”』
募集期間：2020 年 9 月 11 日（金）17:00
内
容：全国大賞 1 件（賞状および賞金 50 万円）、優秀賞 5 件程度（賞状および賞金 20 万円）
※受賞団体は表彰式（2 月頃開催予定）にて受賞活動を発表していただきます。

対象活動：家庭、地域、学校、企業などのさまざまなグループで、継続している活動
子ども達に持ってほしい”3 つ（自分・他者・社会）のこころ”が育まれる活動。
※タイトルは活動内容をイメージできる言葉で簡潔に表現してください。
※活動内容は（きっかけ、継続するために大切にしていること、エピソード）が盛り込まれていることが望ましい
※現地調査を行うことがあります

【お問合せ】公益財団法人パナソニック教育財団

TEL:03-5521-6100 FAX:03-5521-6200

http://ｗｗｗ.kokoro-forum.jp/
※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、
収容人数が概ね半分程度とされています

会議室

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

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

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

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。

