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H29 なは市民協働大学院 なは市民活動支援センター公開講座

『2 枚目の名刺が社会を創り

世界を創る』

講師：米倉

誠一郎

「2 枚目の名刺」とは、本業・本職以外での活動で名刺を指します。本業とそれ以外の両方のフィールド
で活動することは、自身の価値観や思考を表現できるとともに、自身のスキルアップや社会に新しい価値を
生み出すことにつながります。今回は、企業の経営戦略や組織研究の第一人者であり、国内外で活躍されて
いる米倉誠一郎氏をお招きし、組織で働きながら地域活動を楽しむ意義と、その活動が社会貢献、地域振興
・経済発展につながっていく仕組みを学びます。

日時：平成 30 年 1 月 14 日（日）15 時～17 時
1 月 15 日（月）19 時～21 時
※申込締切：平成 30 年 1 月 10 日（水）
参加費：無料
定員：各 80 名（先着順）

場所：那覇市厚生会館 3F 多目的ホール

「地域振興・経済発展に寄与する人材育成」
「ソーシャルビジネス、企業 CSR 活動」

事務局までメール・FAX・電話にて申込み
（那覇市水道局となり：那覇市おもろまち 1-1-2）

■問い合わせ先■
那覇市まちづくり協働推進課 TEL：098-861-3846

次回センター講座

講師:沖縄ファシグラ研究会 平中 晴朗 氏
日時:1 月 11 日(木) 19：00（18:45 受付開始）
場所：なは市民活動支援センター研修室②
定員：15 名
参加費：無料
※要申込 問い合わせ先：なは市民活動支援センター TEL：098-861-5024

センター講座開催！
12 月 19 日（火）に「Word、PowerPoint で作るチラシ作成講座」を開催し
ました。Web デザイナーの西巻 那生さん（株式会社アイ・エム・ジェイ）を
講師に迎え、見た目で差がつくチラシづくりのコツを学びました。
実際にチラシをデザインしてみるワークを取り入れながら、パソコンの
使い方よりも情報整理が重要ということやターゲットに合ったデザイン
の仕方を学びました。参加者からは「自分のチラシ作成やデザインの
課題がはっきりと見つかった」等の声がありました。また今回は、なは
産業支援センター(メカルヨン_ゴ)入居企業と連携した企画となり、講座
を通して市民活動団体と企業の方との接点を作ることができた良い場となりました。

✿FUN 日カフェ開催✿
11 月 24 日に FUN 日カフェを開催しました☺
プラザ 3 階入居団体を中心に、利用団体
の方々に、参加していただきました。
利用者からの差し入れ「パプアニューギニア産」の
コーヒーがとても好評でした♪
FNU 日カフェは、毎月第 4 金曜日を予定しています。
どうぞお気軽にご参加ください☺

イベント情報(^O^)
『うちなーぐち講座 成果公演
首里桃原 普天間権現の由来記（新作・
沖縄芝居）
』
那覇市では、「うちなーぐち」の継承発展を図るため、
うちなーぐち講座を実施いたしました。
4 歳から 70 歳の受講生の中には、海外の方も参加して
おり、約３か月のうちなーぐち講座の成果発表として、
スピーチや踊り、唄、沖縄芝居の公演を行います。

日時：1 月 14 日(日)

開場/13 時半 開演/14 時
場所：那覇市ぶんかテンブス館
４F テンブスホール
参加費：無料
主催：那覇市 実施団体：那覇市文化協会
■問い合わせ先■
・那覇市文化協会

TEL:098-861-1909

・那覇市文化振興課 TEL:098-917-5082

『よみがえれ！不用品
第 41 回那覇市民バザール
～エコぬ美らさ人数ぬ備わい～』
このバザールは、那覇市と那覇市婦人連合会が協力
し、
「物の価値を見直し、限りある資源を大切にしよう」
「よみがえれ不用品」をテーマに毎年開催しています。

日時：1 月 21 日(日)

12 時～15 時
場所：牧志駅前ほしぞら公民館
さいおんスクエア３階 (モノレール牧志駅近く)
主催：那覇市 実施団体：那覇市婦人連合会
■問い合わせ先■
・那覇市婦人連合会 TEL:098-867-3569
（13 時～16 時 月・水・金のみ、祝日は除く）

助成金情報
『 ろうきん・わしたシマづくり運動基金 』
締切 平成 30 年 1 月 31 日 （水） 【当日消印有効】

■応募資格■
1. 沖縄県内で経済、福祉、環境、文化等に関わる活動に取り組む非営利団体等（法人格の有無は問いません）。
2. 宗教活動、政治活動を目的としない団体であること。
3. 沖縄県労働金庫に寄付金受取口座として応募団体名義の普通預金口座を開催しているか、
もしくは今後に開設できること。

■問い合わせ先■
沖縄県労働金庫 経営統括部
TEL：098-861-1196（平日 9:00～17：00）
E‐MAIL：keiei_toukatsu@okinawa⁻rokin.or.jp

■助成金額■
総額約 100 万円を複数団体へ寄付

『 一般社団法人 沖縄しまたて協会 』
締切 平成 30 年 1 月 31 日 （水） 【必着】

■助成団体■
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ている団体を対象とします。

■助成対象■
支援内容は NPO 等が活動の一環として実施する次の分野の事業に限ります。
①地域づくりの推進を図る事業 ②環境の保全を図る事業 ③防災及び災害救援に関係する事業
④その他、当要項の目的を達成すると認められた事業

■助成金額■
１件当たりの上限額：50 万円

■問い合わせ先■
一般社団法人 沖縄しまたて協会
TEL：098-879-2087 FAX:098-874-5301
E‐MAIL：npo-shien@shimatate.or.jp

『 地域ささえあい助成 』
締切 平成 30 年 1 月 31 日 （水） 【当日消印有効】

■助成活動■
①くらしを守り、くらしの困りごとの解決に資する ②命を守り、その人らしい生き方ができるようにする
③女性と子どもが生き生きする

■助成団体■
日本国内を主たる活動とし、生活協同組合、NPO 法人、任意団体、市民団体（今後設立予定の団体でも構いません）。
また、次のいずれかを必須とする。
①生活協同組合以外の団体が応募する場合には、活動内容が生活協同組合と協同して行うものである
②生活協同組合が応募する場合には 、生活協同組合以外の団体と協同して行うものである。

■助成金額■
１件当たりの上限額：100 万円

■助成金額■
１件当たりの上限額：50 万円

■問い合わせ先■
日本コープ共済生活協同組合連合会 渉外・広報部
地域ささえあい助成事務局 TEL：03-6836-1320（平日 10:00～17：00）
FAX：03-6836-1321E‐MAIL：contribution@coopkyosai.coop

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♪
『 非営利団体の資金調達

ハンドブック 』

著者：徳永洋子 ファンドレイジング・ラボ
時事通信社刊

●日本ファンドレイジング協会事務局長を務め、現在、理事。民間の非営利団体が
その活動資金を調達していくためのノウハウをまとめたもので、資金調達の基本と
なる「団体・個人としての準備」（第 1 章～3 章）、ファンドレイジングの考え方を
「寄付」「会員」「イベント開催」「助成金」「事業収入」（4 章～8 章）といった
具体的な資金源ごとに調達方法が詳細に解説されています。また、必要となる各種
レターやメールのひな型やチェックシートも盛り込まれ、実用にも配慮。団体の規模や分野などを超えて一般化で
きる、体系的なファンドレイジングの手法についてまとめられた本です。読みやすいです。
多くの非営利団体の資金調達は、それぞれの団体で試行錯誤を繰り返しながら、その団体なりの手法で行われて
いると思慮されますが、ファンドレイジングの知識や経験が体系的に蓄積されていないと、臨機応変に活用できな
いばかりか、スタッフ間で共有することもできないし、自分の団体に足りないものの見極めもできません。団体の
皆様の経験に加えて、本書で提示されている観点も加味しながら、戦略的なファンドレイジングに役立てていただ
きたいという著者の熱い思いが伝わってきます。

Ｂｙ

宮内

▽▲▽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。

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

