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NEWS!！事務室入居団体決定！
「中村秀雄・阪子記念」俳句実行委員会
☆主な活動内容☆
・会員による俳句の勉強会 ・小学校での俳句の授業 ・
「中村秀雄・阪子記念」俳句大会
の実施

センター講座その①！

日時:10 月 7 日(土) 13:30（13:15 受付開始）
場所：なは市民活動支援センター会議室④
定員：15 名
参加費：無料
※要申込
対象：那覇市 NPO 活動支援基金助成団体・興味、関心のある方
センター講座その②！～予告～

日時:10 月 28 日(土) 13:30（13:15 受付開始）
場所：なは市民活動支援センター研修室②
定員：20 名
参加費：無料
※要申込

公開講座のお知らせ
なは市民活動支援センター なは市民協働大学院【公開講座】

（特定非営利活動法人きらりよしじまネットワーク）
今までの地域づくりのシステムを根本から見直し、住民ワークショップを取り入れた地域の合意形成を
推進。地域を経営する全世帯加入の NPO 法人として持続可能な新しい街づくりに挑む。

イベント情報

『SOS がだせる社会へ』
～助けを呼べないひとり親家庭とできること～

『優しく、温かく、心強く支える』
～生虐待の影響と必要なサポート～

政府は現在、「すくすくサポートプロジェク
ト」に基づき、相談窓口のワンステップをはじ

子どもの虐待の中でも、性虐待は実態の把握

めとした「ひとり親家庭支援」を積極的に進め

が難しいと言われています。被害を受けた子供

ています。しかしながら、困っているときに助

は深い苦しみを抱え、その影響はすぐになくせ

けを呼べず孤立してしまい、その過程の中で子

るものではありません。被害を受けた子供達の

供への虐待が行われてしまうこともあります。

心はどのようになるのか、身近な人たちにどの

「助けを呼べないひとり親家庭」の背景と、社

ような影響をもたらすのか、回復のためには何

会そして地域で暮らす私たちとの関わり方につ

が必要なのか、支援者に寄り添う支援について

いてお話頂き、いま私たちに何ができるのか、

お話頂きます。

参加者の皆さんと一緒に考えたいと思います。

講師： 山本 潤氏 （看護師・保健師）

講師： 杉山 春氏 （ジャーナリスト）

13 歳から 20 歳の 7 年間・父親から性暴力被害を受
けたサバイバー。性暴力被害者支援看護師として、
その養成にも携わる。
日時： 10 月 28 日 14:00～16:00 (会場 13：30)
会場： 健康福祉センターうるみん
（うるま市安慶名 1 丁目 8 番 1 号）
参加費： 無料
託児所： あり 要予約
（詳しくは下記へお問い合わせください）

雑誌記者を経て、フリーのルポライターとなる。著書
に、小学館ノンフィクション賞を受賞した『ネグレクト
ー育児放棄 真奈ちゃんはなぜ死んだか』（小学館）
がある。
日時： 11 月 8 日 18：30～20：30 (会場 18：00)
会場： 名護市民会館 中ホール
（名護市港 2 丁目 1 番 1 号）
参加費： 無料
託児所： あり 要予約
（詳しくは下記へお問い合わせください）

☆お申込み・お問い合わせ先☆

。

NPO 法人おきなわ CAP センター
電話：070-6591-7159（平日 9 時～17 時）
FAX：098-862-1686
メール：2013stopca@gmail.com

※FAX およびメールでお申込みの場合
①希望講座名 ②お名前（ふりがな） ③電話番号
④メールアドレス ⑤託児所の希望有無 をお知らせください

※開催日前 3 日間は、電話のみで受付

助成金情報
『スミセイ コミュニティスポーツ推進助成プログラム』
募集期間 平成 29 年 10 月 2 日～10 月 16 日【必着】

■助成対象活動■
特定課題：心身の障がいや長期療養などにより社会参加に困難を抱える人々を中心としたコミュニティスポーツの実践
一般課題：地域の暮らしの中で一人ひとりの健康問題の解決につながる先駆的で独創的なコミュニティスポーツの実践

■助成対象団体■
●民間の非営利団体、あるいは、民間の非営利団体を含む複数の主体によるチームであること
●日本国内に活動拠点があり、原則として 2 年以上の団体運営と活動実績があること
●団体またはチームの目的や活動が政治・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

■助成概要■
第一種助成：特定の地域を拠点として独自のコミュニティスポーツに取り組むもの
第二種助成：異なる地域を拠点とする複数の主体がチームを作って協働しコミュニティスポーツの
発展と展開に取り組むもの

■助成金額■

■問い合わせ先■

1 件あたり 50 万円以下（助成件数は 14 件程度）

公益財団法人住友生命健康財団 事務局（担当：谷利・天野）

１件当たり 200 万円以下（助成件数は 4 件程度）

TEL：03-5925-8660 FAX：03-3352-2021

『NPO 基盤強化資金助成 住民参加型福祉活動資金助成』
募集期間 平成 29 年 9 月 1 日～10 月 20 日 17 時【消印有効】

■助成対象活動■
地域における高齢者・障害者・子ども等に関する複合的な生活課題に、地域住民が主体となって、包括的な
支援を行う活動

■助成対象活動■（一般支援枠）
5 人以上で活動する営利を目的としない団体（法人格の有無は問わない）ただし、社会福祉法人は除く

■助成概要■
本助成対象の活動に関する人件費（助成金額の 50％を限度）・物件費
●対象になる費用（費目）
人件費、会議費、機材・什器・備品購入費、交通費・通信費、印刷費、工事改修費など

■助成金額■
1 団体 30 万円を上限とします。（総額 600 万円を予定）
■問い合わせ先■
公益財団法人損保ジャパン日本興亜損保福祉財団
TEL：03-3349-9570 FAX：03-5322-5257

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♪

『 ワークショップ・デザイン 』
知をつむぐ対話の場づくり
著者： 堀 公俊 + 加藤 彰

日本経済新聞社刊

●ワークショップを現場で実践したいという人に、ワーク
ショップを企画・設計する総合的なスキルを紹介しています。
ありとあらゆるタイプのワークショップを体験・分析し
誰もが使えるスキル（技）に体系化してあります。１．ワークショップを設計する基本的
な手順とポイントを掲載。２．ワークショップをつくるための部品が 100 以上。豊富なネ
タが例示されています。３．実践ですぐに役立つワークショップのプログラムが具体的に
提示されています。
ワークショップを運営する側のノウハウがぎゅ－－－っと詰まっていると評している人
もいました。つまり、ワークショップ実践のための全てがここにあります。
会社でも団体でも、効果的で実りある会議や研修の実現を目指す方々に、「ファシリ
テーション・グラフィック」とともに紹介します。
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
市民活動にぜひお役立てください(^O^)♪

なは市民活動支援センター

検索

たくさんのご利用、お待ちしております！

■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

