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大学生がインターンシップにやって来た！
去る 8 月 10 日から、琉球大学・宮崎大学の学生計 3 人が、なは
市民活動支援センターでインターン（職場体験研修）を行いました。
約 1 週間の研修の間「利用者にとって、より使いやすいセンターを
目指すには」という課題を与えられ、課題達成に向け考え、行動する
という、実践型のインターンとなりました。
初日は、職員からの説明やプラザ入居団体へのヒアリングを行い「協働
によるまちづくり」、そして「センターの役割」への認識を深めました。
その後、各自担当を決め、施設内の備品の収納方法や使用方法を
わかりやすくする表示を作成する等、センターをより使いやすく利用して
いただけるように、インターン生のアイディアが活かされた研修となりました。
♪インターン生の感想☺
♪

まちづくり協働推進課でのインターン
シップで那覇市民のために行政はどうい
う取り組みをしているか学び、また、中間
支援会議やなは市民協働大学院といった
場に参加し、刺激を受け、今後の学生生活
に活かせるいい機会になりました。

このインターンシップを通して、中間支援
の取り組みについて学びました。
また、物事への興味・関心を深めたり、課題
解決に向けて積極的に動くことや他の人の
意見を取り入れることの大切さを改めて感
じる機会となりました。

実際に地域支援のために働く公務員の業
務を目の当たりにさせていただきました。
気さくで明るい職員に囲まれてのインタ
ーンシップの中で、幅広い職場の方々のお
話を聞き、これからの進路の考え方につい
てより深く多様性のあるものにさせて
いただきました。

ご指導していただいた皆様、ありがとうございました(^O^)
■支援内容■
〈就職支援〉

なはし就職なんでも相談センターとなはし創業支援相談窓口が
【なは市民協働プラザ B コア地下 1 階】へ移転しサービスを開始しました。
【TEL】098-988-3163
【利用時間】平日 9:00～18:00

就職相談 / PC を利用した情報収集
求人情報の提供

〈総合支援〉
創業に関する相談(要予約) / 融資や申請
手続きなどの情報提供 / 連帯支援機関への案内
創業支援を受けた証明書の発行

にち

7 月 27 日に FUN日カフェを行い、入居団体の方々やセンター職員も参加し
楽しい情報交換の場となりました。開催したイベントのご報告を受けたり
これからの団体の活動の展望もお聞きする事ができ、センター利用
団体の事をより知ることのできる良い機会となっています。
また、今回初めて参加してくださった団体もあり、これからもセンター
を利用するすべての団体にとって、良い交流の場となるように
努めてまいります(^O^)♪ FNU 日カフェは、毎月第 4 木曜日
を予定しています。どうぞお気軽にご参加ください。

健康からエコを考える会「エコット」の宮島さんの作品が届きました♪
動物たちが水遊びをする様子に夏を感じられる作品となっております。
センター窓口にありますので、ぜひお立ち寄りください！

イベント情報
『KIFFO のすべてのこどもの
チカラの伸ばし方』
～ボランティア説明会＆ワークショップ～
『第 4 回子ども国際映画祭 in 沖縄〈KIFFO〉』を一緒
に盛り上げる、高校生や大人のボランティアスタッフを
大募集！色んな国の映画、様々な年代のこどもたちと
の出会いがあります。老若男女のスタッフで運営する、
発見と学びがいっぱいの映画祭です！

『飛行機が飛ぶヒミツって！？
もけいひこうき作り』
飛行機が飛ぶ原理を実験やデモ機で理解
した後、実際にオリジナルの『もけいひこうき』
を作り、飛行実験を行います。

日時：9 月 10 日 10:00～15:00 ランチ付き♪
（説明会への参加ができない場合はお問い合わせください）

対象：高校生以上（15 歳以上）
参加費：無料
申し込み方法：公式 WEB サイトの応募フォームより
ご応募、または応募用紙にご記入の上
E メール 、郵送、FAX で送付
8 月 27 日締め切り
会場：那覇市若狭公民館 3 階ホール
問い合わせ先：KIFFO 事務局
担当 諸見里、神谷
TEL：098-917-3446

日時：9 月 3 日 10:00～12:00
対象：小学 4.5.6 年生
定員：40 名（先着順）
参加費：無料
申し込み方法：若狭公民館へ直接来館
またはお電話にて
（受付：平日 9:00～17:00）

会場：那覇市若狭公民館 3 階ホール
問い合わせ先：那覇市若狭公民館
TEL：098-917-3446

助成金情報
平成 29 年度 『大和ハウスグループ エンドレス募金』
募集期間 平成 29 年 7 月 1 日～8 月 31 日【必着】

■応募資格■
（１）営利を追求しない法人であり、法人格を有して 1 年以上の活動実績があること（2017 年 8 月 31 日時点）
（２）活動内容が社会的課題の解決に向けた活動であること
（３）予定の活動の実施期間が 2018 年 4 月から 2019 年 3 月以内であること

■助成対象活動■（一般支援枠）
「支援テーマ」以外の活動で、地域の社会的課題のニーズを明確に捉え、活動を行うことで地域の社会的課題が解
決され、かつ、地域が活性化されるなどの波及効果をもたらすことが期待される活動。また、一過性の活動ではなく、継
続的かつ将来性のある活動であり、大和ハウスグループとの関連性や大和ハウスグループ従業員との協働も視野に
入れた活動であることが望ましい。

■助成概要■
寄付件数は 1 件程度とし、1 団体につき年額 上限 100 万円

■問い合わせ先■
大和ハウス工業株式会社 CSR 部
大和ハウスグループ エンドレス募金 運営委員会事務局
TEL：06-6342-1435

支援期間：2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日

平成 29 年度 生命保険協会 『元気シニア応援団に対する助成活動』
募集期間 平成 29 年 8 月 2 日～9 月 30 日【当日消印有効】

■助成趣旨■
地域社会において、高齢者を対象にした健康管理・増進、自立支援、生きがいづくり等の活動に取り組んでいる民間
非営利の団体、ボランティアグループ、特定非営利活動法人等に対し、資金の助成を行うことで、高齢者が健やかで心
豊かに生活できる地域社会の環境整備に寄与し地域福祉の一層の推進を図るものです。

■助成対象団体■
日本国内において、高齢者を対象にした健康管理・増進、自立支援、生きがいづくり等の活動を行ってい
る、下記要件をすべて満たす団体とする。
（１）助成申請時点で 1 年以上の活動実績を有し、少なくとも月 1 回以上の定例活動日を定め継続して運営していること
（２）下部組織への支援または物品の貸出し等のみを行う団体でないこと
（３）団体の設立趣旨や活動内容が特定の政党、宗教等に偏っていないこと
※その他注意点有り

■助成対象活動■※次の要件すべて満たす活動
①高齢者を対象とした健康管理。増進、自立支援、生きがいづくり等を行う活動
②構成員だけでなく、地域の高齢者の参加が可能な活動
③日本国内で行う活動

■助成概要■
1 団体あたり上限額 12 万円（助成総額最大 500 万円）

■問い合わせ先■
生命保険協会 広報部内「元気シニア応援活動」事務局
TEL:03-3286-2643

市民活動のヒントに！ 今月の本☺
センターからの今月の一冊はこちら♪

『道は開ける』
著者：Ｄ・カーネギー

創元社刊

●日本で 300 万部突破。世界の歴史的ベストセラー。
人生のいろいろな場面で悩んだときに、悩みの原因を客観的
に分析し、解決していくための実践方法や心の持ちようなど、
困難を乗り切るためのエッセンスが多くの具体的逸話を伴ってちりばめられています。た
とえば、「この世の悩みの大半は、判断の根拠となる知識が十分でないのに、あえて判断
を下そうとするから生じる」「ひたすら事実の把握に努めよ。そして決断したら、ひたす
ら行動に移せ」コロンビア大学元学長の言葉など。
Google 米国本社副社長、日本法人名誉会長を務めた村上憲郎さんが数年前に沖縄県立博
物館での講演で自身の活用方法を紹介してくださいました。各部ごとに要点がまとめられ
ているので、その部分を書き写して、いつも持ち歩いているとのこと。皆さんも実践して
みてはいかがでしょう。
By 宮内
。
By 宮内
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■

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

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

※印刷用紙はご持参ください。

※平成 29 年 4 月料金改定

