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去る 11 月 11 日センター講座『手書きチラシ作成講
座』を開催しました。コトバを可視化するグラフィック
レコーディングとして、会議や講座などの様々な場所で
活躍する、コトバグラフィッカーちょこ（室伏

長子）

さんを講師に迎え、「きれいにかく」ではなく「届けた
い人に伝わる」手書きのチラシ作成方法を学びました。
チラシを作成するときは「どんな人に」「何を」「何
のために」という３つの視点を意識する、とのレクチャ
ーを受け、実際のチラシを分析するワークを行いまし
た。３つの視点を意識しながらの分析作業は、受講生に
とって新しい気づきや発見が多く、「別の角度からの視
点から学習できた。」との声も寄せられました。講座を
通して得た今回の学びは、個々の活躍する分野に持ち帰
り、活かせる要素がちりばめられた内容でした。

センターからのお知らせ☺
▽▲▽年末年始、センター休館について▽▲▽
12 月 29 日(金)～1 月 3 日(水)までセンターは休館となります。また、12 月 28 日（木）
はセンター整理日（大掃除等）のため 17 時閉館とさせていただきます。会議室等は、ご利用
できませんのでご了承ください。ご協力よろしくお願いいたします。

☆イベント情報☆

環境の杜ウォーキング協会第 8 弾！！

『首里汀良・久場川・上儀保史跡めぐりウォーク

（約 7 キロコース）

』

環境の杜周辺の史跡・歴史を学びながら、楽しく健康にウォーキングしませんか？
知識豊富なガイドの歴史案内を聞きながら、日ごろの運動不足も解消できちゃいます！

日時：12 月 10 日(日) 9：30 集合 10 時スタート
参加費：300 円 定員：50 名(要申込)
対象：お子様からご年配の方まで、どなたでもご参加ください(2 時間程度のウォーキング可能な方)
主催：環境の杜ふれあい 共済：NPO 法人那覇市街角ガイド（ガイド派遣）

■問い合わせ先■
環境の杜ふれあい TEL:098-882-6117

『イリュージガマ クリーンアップ活動 （戦跡の保全活動、入壕体験） 』
かつての激戦地、八重瀬町・具志頭で戦跡の保全活動を開催！
【イリュージガマ（西興儀壕）
】日本軍歩兵第 89 連隊第 5 中隊の本部として利用された自然洞窟。
現在では町内でも知っている人は減り、不法投棄のゴミに埋もれています。証言と記録を伝える、貴重な
地域の戦跡を守るためクリーンアップを行います。

※清掃活動後、入壕体験を予定しています。

日時：①2017 年 12 月 16 日(土) 9：30～11:30

②2018

年 1 月 27 日(土)

9：30～11：30

※申込期限：開催日 3 日前まで（期日を過ぎた場合でも一度ご連絡ください）
参加費：300 円（具志頭在住もしくは通勤、通学の方は参加費無料）
定員：先着 20 名 対象：小学校 5 年生以上
集合場所：ぷらっとやえせ（具志頭農村改善センター隣） 主催：NPO 法人 自然体験学校

■問い合わせ先■
NPO 法人 自然体験学校 TEL：098-998-0330

♪「エコット」からのお届け物♪
健康からエコを考える会、「エコット」の
宮島さんから、今月も素敵な作品が
センターに届きました♪
クリスマスをテーマに、ツリーやケーキ、
可愛らしいキャラクターのリースなど、
クリスマスシーズンを盛り上げてくれています。
センター窓口にて、利用者の皆さまを
お迎えしております(*^。^*)☆

～助成金情報～
『全日本社会貢献団体機構』
締切 平成 29 年 12 月 15 日 （金） 【17 時必着】

■助成対象活動■
1.子どもの健全育成支援
①子どもの情操発達支援 ②子どもの体力向上支援 ③子どもの国際交流 ④子供の異年齢・異世代の交流
⑤子どもの伝統文化継承 ⑥子どもの療育支援 ⑦障がい児と健常児の交流 ⑧親と子の絆を育む ⑨母親の育児支援
⑩その他子どもの健やかな成長を支援する

2.災害復興コミュニティ支援（東日本大震災、熊本地震、九州北部豪雨を対象とする）
①地域の人々と共に取り組むコミュニティの復興・再生・活性化 ②被災者の生きがいを支援するコミュニティの
復興・再生・活性化 ③被災した子どもたちを元気にするコミュニティの復興・再生・活性化 ④その他被災者を支援する
コミュニティの復興・再生・活性化

■助成対象団体■
●民間の非営利組織であること（法人格の有無や種類を問わない） ●日本国内に事務所・連絡先がある事
●政治、宗教活動を目的とせず、また、反社会的勢力とは一切関わりがないこと ●金融機関に申請団体名義の口座があること

■助成金額■

■問い合わせ先■
全日本社会貢献団体機構 事務局
TEL：03-5227-1047（平日 10:15～17：30）
E‐MAIL：josei-jigyo@ajosc.org

１件当たりの上限額：300 万円

『公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団』
締切 平成 29 年 12 月 20 日 （水） 【当日消印有効】

■助成対象活動■
青少年スポーツの振興に関する諸般の事業の推進を図り、心身ともに健全な青少年を育成し、もって明るく豊かで
活力に満ちた社会の実現に寄与することを目的とします。この目的を達成するために次の事業を行います。
（1）スポーツ団体が行う、青少年のスポーツの振興に関する事業に対する助成
（2）体育学等専攻の学生、その他スポーツを積極的に行う学生に対する奨学金の給与
（3）海外からの体育学等専攻の留学生に対する奨学金の給与
（4）青少年スポーツの振興に関して貢献のあった個人及び団体に対する表彰
（5）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

■助成対象団体■
青少年スポーツの振興に関する事業を積極的に行い、奨励し、または自ら行い、かつ 3 年以上継続して活動している
団体。また、その他にも要件を満たす必要あり。

■助成金額■
対象事業期間内に予定する一つの事業予算の
2 分の 1（上限 100 万円）以内。

■問い合わせ先■
公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団 事務局
TEL：03-3839-7195
E‐MAIL：zaidan@yonex.co.jp

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♪
『決算書はここだけ読め！』
著者： 前川 修満

講談社現代新書

●複式簿記、借方、貸方、あんなに理解に苦しんでいた疑問
がうそのように氷解。
負債、資本、収益、資産、費用の意味。貸借対照表と損益
計算書の成り立ちもすっきり。
「作る立場」ではなく「読む人」の立場で決算書をみていくとこんなにもわかりやすくな
るのか。目からうろこの感動ものの書です。
これを読んでから簿記検定の本を読めば、もっと理解がスムーズになったのにと思わざ
るを得ません。
決算書を読むための本。もっと、早く出会いたかった本です。
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

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

