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今後のグループワークに必要な「ファシリテーション
スキル」。このスキルを身に着けるため、宮道喜一さん
を講師に講座を開催しました。グループワークと座学を
中心とした講座に受講生からは
◎宮道さんの「会議のすすめ方講座 etc.」はまとまって
いて為になった。実践で活用したい。
◎今日だけでは理解は難しいと思いますがファシリテー
ターとして少しでも役に立てるようやってみたいで
す。
◎グループワークのすすめ方についてポイントを学ぶこ

宮道 喜一さん
（NPO 法人まちなか研究所わくわく事務局長）

とができてよかった。緊張せずにワーク参加できた。
といった感想がありました。
最後は、「曙小学校区」の地域特性・課題で関心があることを共有し、グループとして取り組む
テーマと提案先について話し合い、今後の活動へと繋げました。

9/9 は、曙小学校区地域のフィールドワークを行いました。
心配だった天気にも恵まれ、曙沖商タワーからはまちを一望することが
できました。恵比寿神社でまちの成り立ちを聴いたり、曙公園のパーラー
公民館で課題解決の取り組みを学んだり･･･と暑い中大変だったと思いま
すが、「歩いてみないとわからない事が多い」「実際にフィールドワーク
することで、曙の歴史をイメージする事ができました」といった感想をい
ただきました。曙地域の資源や人を知るにつれ、地域の課題や、もっと良
くするには･･･といったアイディアも湧いてきたのでは、と思います！今
後はいよいよグループでの自主ゼミ活動に入っていきます！！

パーラー
公民館

曙沖商タワーの展望台

恵比寿神社

たたんでそのまま移動できる
「ZINE KIOSK」

10/7

地域課題を中心に据えた、小学校区まちづくり協議会に

（日）

おける自治や協働の仕組みづくり

講

師：石原

達也 氏（NPO 法人岡山 NPO センター代表理事）

時

間：15：00～17：00（受付 14：30～）

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～
岡山の事例を通じて、地域組織による課題解決の取り組みやその方法、組織運営について
学び、小学校区まちづくり協議会の地域における自治や協働の仕組みづくりを考えます。

10/20 地域づくりを統治する地域組織の創造
（土） ~地縁と志縁でつなぐ事業主体へ~
講

師：高橋

由和 氏（NPO 法人きらりよしじまネットワーク）

時

間：10：00～12：30（受付９：30～）

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～
山形県川西町の財政危機から、住民主体の新しい地域システムづくりに挑んでいます。
住民が求める本当に必要なものは何か、持続可能なまちづくりについて考えます。

会

場：なは市民協働プラザ２F

参 加 費：無料

／

那覇市銘苅 2-3-1

定員：80 名

申込方法：お名前・ご所属、メールアドレス、本講座に期待する事・得たい事を記入の上、メール
又は FAX でお申し込みください。

【E-mail】10000idobata@gmail.com
問い合わせ先：TEL 090-9499-2774

／

【FAX】098-993-5357

NPO 法人 1 万人井戸端会議（担当：南、西平）

月に１度の Fun 日カフェやってます！
毎月最後の金曜日に「Fun 日カフェ」を開いています。
入居団体やセンター職員も参加する、情報交換のでき
る場です。時間は 12 時から 15 時まで。100 円で飲み
物のおかわりは自由、お菓子もございます！
コーヒーを飲みに、おしゃべりをしに、イベントの紹介に･･･など
マイカップ持参で気軽に足を運んでみてください！

内

容：サンライズマーケットの補助（会場設営、撤去、清掃、
来場者の案内、交通整理、託児、読み聞かせ…等）

実施日：10/7（日）、11/4（日）、12/9（日）
※毎月１回 日曜日に開催
場

所：サンライズなは商店街

那覇市壺屋 1-6-21

：なは市民活動支援センター
【TEL】098-861-5024/【FAX】098-861-5029
【E-mail】C-KATU005@city.naha.lg.jp
サンライズマーケットは農産物や加工品、パン、スイーツ、ク
ラフト、雑貨、屋台、キッチンカーなど沖縄の魅力が詰まった
マルシェです。（サンライズマーケットのチラシより）
ボランティアの参加時間や内容は個別相談になります！
まずはお気軽にお問い合わせください！

一般財団法人コザしん地域振興基金
募集期間：毎年 10 月１日～翌年１月 4 日
対象事業：沖縄県内において、公益的な地域貢献活動をしている個人・団体を応援しま
す。詳細はホームページか、最寄の各営業店にお問い合わせください。
申 込 先：一般財団法人コザしん地域振興基金 事務局
【電話】098-933-1137

【FAX】098-982-2200

2019 年度 JT NPO 助成事業～地域コミュニティの再生と活性化にむけて～
募集期間：2018 年 9 月 20 日～2018 年 10 月 31 日（必着）
対象事業：日本国内において、地域社会と一体となって実施する「地域コミュニティの
再生と活性化」につながる事業を対象とします。
活動分野は問いませんが、以下の事業を優先します。
■近年の大規模自然災害に起因して発生した地域社会の課題に取り組む事業
■新規性が高く先駆的な事業
助成金額：年額最高 150 万円/件
助成件数：45 件程度
応 募 先：日本たばこ産業株式会社 CSR 推進部 JT NPO 助成事業事務局
〒105-8422

東京都港区虎ノ門 2-2-1

【TEL】03-5572-4290

JT ビル

【メールアドレス】npo.support@jt.com

◆講座のお知らせ◆
NPO 法人会計基準講座＆税理士個別相談会
NPO 法人会計基準の基礎知識や決算書の作成等について学び、演習を通して決算書を
作成する力をつけます。また、同日税理士による個別相談会も県内４ヶ所にて開催い
たします。
※うるま市、石垣市、宮古島市での開催については問い合わせ先のホームページ等でご確認ください。

参加対象：県内 NPO 法人、市民活動団体、県内の市民活動支援団体、税理士等 NPO 法
人会計に関心のある方
開 催 日：10 月 30 日（火）【那覇市】
プログラム：10：00～13：00
14：00～17：00
会

NPO 法人会計基準講座
税理士個別相談会

場：沖縄県総合福祉センター 西棟 ４階 第７会議室
（那覇市首里石嶺町 4-373-1）

講座定員：70 名

／

個別相談定員：６団体

税理士講師：相浦圭太 氏

相談員：相浦圭太 氏、緑間優 氏

申込方法：所定の申込フォーム、メール、FAX で申し込みできます。詳細は問い合わ
せ先のホームページをご確認ください。
問い合わせ：NPO 法人まちなか研究所わくわく
【TEL&FAX】098-861-1469

【メールアドレス】office@machiwaku.com

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

