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なは市民協働大学院 公開講座を開催しました！
いし はら たつ や

たか はし よし かず

講師：石原達也 氏

講師：高橋由和 氏

(NPO 法人岡山 NPO センター代表理事)

(NPO 法人きらりよしじまネットワーク)

岡山を中心に社会課題の解決に挑む人達の支援

「地域づくりを統治する地域組織の創造～地

でご活躍されている石原達也氏を講師に、公開

縁と志縁でつなぐ事業主体～」をテーマに、那

講座を開催しました。参加者は約 100 名！

覇市の実情にあわせた小学校区まちづくり協議

「地域課題を中心に据えた、小学校区まちづ
くり協議会における自治や協働の仕組みづく
り」をテーマに、協働の必要性や地域主体の自
治力についてお話がありました。

会や、自治会等の在り方や担い手の育成につい
て、お話していただきました。
参加者からは、「組織が自立すると行政への
陳情や要望が提案や提言に変わるという言葉が

参加者からは「地域課題解決のために組織が

印象的だった」「地域内では危機感の共有はし

あるという原点回帰が必要」「無いものを作り

やすい、夢の共有は難しいという言葉が印象に

出すのではなく有るものを利用する、の考え方

残った」「何より大切なことは若い世代を含め

に思わずハッとした」といったご感想をいただ

意見を述べる場を作ることだと思った」等々、

きました。

たくさんのご意見・ご感想がありました。

パネル

ご参加ありがとうございました！

ディスカッション

そしていよいよ次回は・・・
大学院で学んできた受講生たちの集大成！！

12/8

成果発表会

9：30～12：00
場所：なは市民協働プラザ２F
なは市民協働大学院の成果発表会を当センター

（土）

で行います！曙小学校区まちづくり協議会等に
対し、防災･高齢者福祉･こどもの居場所･公園
活などのアクションプランを班毎に提案しま
す。誰でも見ることができますので、お気軽に
足をお運びください！

ファン にち

メニュー
＊おいしいコーヒー
＊紅茶 ＊緑茶 ＊お菓子
おかわりはご自由に･･･
～～～～～～～～～～～～～～
100 円とマイカップ持参で参加
できます！
おしゃべりしたり、情報交換した
り、気になってることを質問してみ
たり・・・楽しいカフェに足を運ん
でみませんか。
センターに登録している皆さま、
入居団体の皆さま、ぜひお越しくだ
さい！

日時：11 月 30 日（金）
12：00～15：00

FUN 日

場所：なは市民協働プラザ２階
（なは市民活動支援センター）
今回は、「フードドライブ」も同時開催します。
ご家庭で余っている、もしくは使わない食品がありまし
たらお持ちください。フードバンクを通じて福祉団体や
施設に届けます！
★インスタント食品、缶詰、お菓子･･･など
※賞味期限が 1 ヶ月以上ある食品
※常温で保存できる食品
※アルコール類は受け付けておりません

今年度も続々と新規の登録がありました！４～9 月までに登録をした団体を紹介します！
※登録時に公開許可のあった団体のみです。並びは登録順です。

団体名

PR メッセージ or 活動内容
・「沖縄県 女性の翼の会」海外セミナーで得た研修の成果を発表し地域に啓発
する。

那覇市女性の翼の会

・那覇市の女性リーダー・人材の育成に寄与する。
・那覇市の男女共同参画社会作り。女性の地位向上をめざす活動。
・会員相互の親睦と研鑽を図り、研修等を行う。

沖縄自治研究会
宇久増自治会
(一社)日本アンガーマネジメント
協会沖縄支部
那覇市地域包括支援センター
新都心
沖縄県サンゴ礁保全推進協議会

16 年間の活動実績を持つ、市民による自治の研究会です。
本会は、会員相互の親睦と福祉の増進を図ると共に、地域社会の発展に貢献する
ことを目的とする。
怒りの感情に焦点を当てた心理トレーニングの普及活動
新都心地区は、那覇市でも類をみない、高齢者の少ない活気のある街です。包括
支援センターとして街づくりに参加し、地域力を高めることで、誰もが住みや
すい地域にしていきたいと考えます。
沖縄にとって真に持続可能な社会を形成するために、健全なサンゴ礁を次世代に
残すことが不可欠であることを踏まえ、サンゴ礁の保全に取り組みます。
学校教育とは違い、様々な体験による教育を行っており、生きる力をはぐくむこ

(一社)ガールスカウト沖縄県連盟

とができる。学代に応じたプログラムの提供により、少女たちの達成感、自己肯
定感を養うことが出来る。自らの可能性を見つけ、考え、行動できる人になれる
ことを目標にしている。

那覇文芸協会
おしゃべり MUSIC オフィス
話しことば研究会沖縄

那覇市民の文芸作品の発表の場となっています。
音楽鑑賞会、演劇鑑賞会を地域の会場に出向いて開催
生のコミュニケーションを大切にします。適切な話しことばで、正しい敬語を
使って伝える能力を養う、そのような手助けをしていきます。
現在メンバーは６人と少数だが、(福祉関係･ファシリテーター･食分野、文化･生

チームまちなか

涯教育･商店街活性･おせっかいおばさん)とそれぞれの分野のエキスパートで構
成されており、楽しくワクワクするような活動をめざしている。

沖縄国際人権法研究会

沖縄に暮らす人々、子どもたちの人権･権利について知りましょう。
50 年余にわたり、「いつでも、どこでも器具なし筋トレ」を行ってきた効果を

ＯＰＮｔｖ

お伝えします。微力ではありますが、本当の長寿・健康作りのお手伝いをさせ
て下さい。
介護などの助けを要らずに日常生活を送れる健康寿命を延ばすことが、大切であ

沖縄県市町村職員年金者連盟

りますので、そのためには週 1 回は運動や会合などで語りあうことが必要である

那覇支部

と言われております。支部の活動を実施することにより多少はその効果があり
ますし、ひいては、医療費の抑制にも寄与していると思います。

銘苅青年会
Wake Up Okinawa

他の青年会と違い年齢を問わず活動に参加できます。
沖縄、社会をよりよくしたい、その為に自分で何かしたい、きっかけを作りた
い方を増やしたいとの思いで活動しています。
てぃーだあみは「性の多様性を尊重する都市・なは」宣言(通称：レインボーな

てぃーだあみ

は宣言/2015 年・那覇市)の理念に賛同し、誰もが安心して暮らすことのできる
まち・那覇をともに作っていきます。
沖縄県は島嶼県であり、情報が得られにくい地域です。沖縄で初めて生まれた膵

NPO パンキャンジャパン

臓がん患者・家族の支援団体として、難治性がんの啓発を行い、治療に向きあう

沖縄アフィリエート

患者さんに EBM(エビデンス)に基づく信頼できる情報を提供し、サポートしたい
と考えています。

フォト琉球の光

月 2 回の定例会・撮影会・作品講評会・年 1 回の会員写真展
“いのち”をキーワードに妊娠、出産、子育てに関する活動を発足以来 20 年継

私らしいお産を考える会

続しています。女性と子どもにとって優しい環境づくりに寄与することを目的
としています。

これからよろしくお願いいたします！

琉球銀行「りゅうぎんユイマール助成会」助成金
募集期間：2018 年 10 月 1 日～2018 年 11 月 30 日（当日消印有効）
助成対象事業：(1)沖縄県内において県民のための社会福祉活動、環境保全活動に関する独創的、先駆的
な事業・企画
(2)沖縄県内において県民のための社会福祉活動、環境保全活動を実施している団体等の
施設・機器の整備等
助成金額：1 団体原則 20 万円を限度。総額 250 万円程度の予定。
問い合わせ先：株式会社 琉球銀行 総合企画部地域貢献室内
りゅうぎんユイマール助成会事務局（宮城）

【TEL】098-860-3787

一般財団法人 沖縄しまたて協会 平成 31 年度 NPO 等活動支援の募集
募集期間：2018 年 11 月 1 日～2018 年 12 月 28 日
支援分野：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、本支援の目的を達成すると認められた事業
応募資格：特定非営利活動促進法に基づいた法人設立認証団体等（任意団体含む）で、上記支援分
野に沿った活動を沖縄県内で行っている団体
支援金額：１事業に対して 50 万円を限度
問い合わせ先：一般社団法人沖縄しまたて協会
【TEL】098-879-2087

企画部（松田泰成、川上新）

【FAX】098-874-5301

【e-mail】npo-shien@shimatate.or.jp

平成 30 年度沖縄県遊技業協同組合「沖遊協 pp 助成事業」
募集期間：2018 年 10 月 10 日～2018 年 11 月 13 日（当日消印有効）
対象事業：沖縄県内で実施する次の事業
①社会福祉活動
事業活動

②子どもの貧困対策･健全育成等支援事業

④コミュニティー(共同社会)強化支援活動

③命を大切にする研究、

⑤学術･文化の支援活動

助成金額：総額は 100 万円程度。１団体（個人）への助成金額は 10～20 万円を予定。
問い合わせ先：沖縄県遊技業協同組合
【TEL】098-874-6445

【FAX】098-942-1177

【e-mail】okinawa@zennichiyuren.or.jp

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

