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18:30～20:30
＊人材データバンクモデル事業＊

まちボラ受入れ連続ワークショプ
★ちょっとここをなんとかしたい！今すぐにでも取りかかりたい！という課題をお持ちの団体さま、
まちづくりボランティアの「力」を借りて解決しませんか？？魅力的な「ボランティア受入れプロ
グラム」を作成し、4 月からの活動に活かせるようにする実践的なワークショップです。
場所：なは市民活動支援センター 会議室①
講師：幸喜 穂乃（こうき すいの）氏（合同会社 Happy Joy）
ファシリテーター：宮道 喜一氏、小阪 亘氏（NPO 法人 まちなか研究所わくわく）
対象：小学校区まちづくり協議会及びその構成団体など
(自治会、学校関係、通り会など)
定員：先着 30 名

/

幸喜 穂乃 氏

参加費：無料

申込方法：【団体名】【参加者】【電話番号】をメール、FAX、TEL、もしくは直接来館しての申込
主催：なは市民活動支援センター（なは市民協働プラザ２階）
◆メール

C-KATU005@city.naha.lg.jp

～＊～＊～

/

◆FAX

那覇市銘苅 2-3-1

098-861-5029

講座の予告

/

◆TEL

098-861-5024

～＊～＊～

詳細は決まり次第お知らせいたします。

2/21(木)

19:00～21:00

テーマ：ファシリテーション
グラフィック
今回は、紙を使って手軽に議論を「見える

3/14(木)

18:30～21:00

テーマ：SDGｓ（仮）
SDGｓ（エス・ディ・ジーズ）とは･･･

化」するコツを学びます！

Sustainable Development Goals
持続可能な開発目標
2030 年に向けて世界が合意した、持続可能な世界
を実現するための 17 の「目標」です。地球上の誰
一人として取り残さないことを誓い、日本も積極的
に取り組んでいます。
昨年度のファシグラ講座（議論を「見える化」
する技術）の様子

10:00～11:00

入居審査の公開プレゼンテーション
★事務室入居希望団体の公開プレゼンテーションを行ないます！今回は３団体の応募がありました。
応募団体には「どんな活動を行なっているのか」「なぜ事務室が必要なのか」などをプレゼンで
アピールしていただきます。審査に加わることはできませんが、どなたでもご覧になることがで
きます。
場所：なは市民活動支援センター ２階 会議室①

★プレゼンテーションの順番（１団体あたり、説明 5 分、質疑応答 10 分、計 15 分）
１．沖縄インターナショナルトレーニングサイト（TACMEDA 沖縄）
２．沖縄高齢者ケア研究会
３．沖縄県難聴･中途失聴者協会
【広さ】約 2 ㎡

～支援ブース 2 次募集のお知らせ～

【付属設備】事務机(1)、

支援ブースの 2 次募集を行ないます。空きは

イス(1)、ロッカー(1)

５枠です。募集開始は２月上旬を予定しており

【金額】月額 1,500 円

ます。詳細はホームページやフェイスブック等

【利用期限】
最長３年

でお知らせいたします。

※1 年毎に更新が必要

19:00～21:00

なは市民協働大学 活動発表会
★６月から始まった「なは市民協働大学」も、いよ
いよ大詰めです！インターン先で活動した内容を
グループごとに発表し、その成果を共有する「活
動発表会」を行います。
受講生を受け入れてくださった関係者の皆さま、
面白そう！と興味を持った方、ぜひ発表会にお越
しください！！
場所：なは市民活動支援センター

2階

会議室①

2/23（土）10:00～12:00
場所：なは市民活動支援センター

2階

会議室①

昨年度の発表会の様子

1.なは市民協働大学卒業式
2.協働大使委嘱式
この日も自由に見学することができます。
お気軽にいらしてください。

(金) 12:00～15:00
フ ァ ン にち

FUN日カフェ と フードドライブ
★毎月最後の金曜日は、当センター２階で FUN 日カフェを開店
しています。100 円とマイカップ持参で、飲み物はおかわり
自由です。お菓子も準備しています。
そして今回も「フードドライブ」を同時開催します！第 2 弾
です!!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！
★例えば･･･インスタント食品、缶詰、お菓子、お米、食用油
※賞味期限が 1 ヶ月以上ある食品、常温で保存できる食品

11 月の FUN 日カフェとフードドライブ

※アルコール類は受け付けておりません

(土) 14:00～（2 時間程度）

平成 30 年度 なは市民活動支援助成事業

報告会 と 交流会
★昨年の７月に「なは市民活動支援助成事業」の公開審査を行い、10 団体への助成が決定しました。
その報告会と交流会を行ないます！素敵な団体さんと出会えますよ。お気軽にご参加ください。
場所：なは市民活動支援センター

～＊～＊～

2階

会議室①

助成決定団体（順不同）

★OPD13（沖縄写真デザイン工芸学校）
★沖縄尚学高等学校地域研究部

～＊～＊～

「国際通り周辺の休憩マップ作成事業」

「にぃにぃ･ねぇねぇと一緒にマチグヮー巡り!!」

★未来につなげるマチグヮーの文化的価値を考える会（琉球大学）
「未来につなげるマチグヮーの文化的価値：ヒアリング調査を中心として」
★なは市民協議会

「まちづくりハッピーレディオ」でまちを元気に!

★ガールスカウト沖縄県連盟
「みんなでつくる差別と暴力のない世界」VOICES AGAINST VIOLENCE 指導者研修
★人も犬も猫も幸せ!な街つくり隊 OKINAWA
「犬猫の飼い主または地域住民のマナー向上に向けての啓発活動」
★おしゃべり MUSIC オフィス
★福祉とまちづくりを考える会
★キラキラ新都心会
★チームまちなか

「玉城朝薫」がやってきた〔音楽鑑賞会〕
「小児用車いすリサイクル貸与事業」

「おもろ夜市～咲き誇れ

情熱の街

竹灯りとともに」の開催

「緑ヶ丘公園ゆいまーるプロジェクト」

市民活動のヒントに！今月紹介する本は･･･
モチベーションを高めるには→→→

『 図解 モチベーション大百科 』
池田貴将 編著

サンクチュアリ出版 刊

モチベーションはどうやって高めることができるか、モチベーションの正体を突き止
めるべく、スタンフォード、ハーバード、コロンビア大などで行われた 100 通りの心理・
行動実験を扱った内外の文献からその結果を抜粋し、ビジネスの現場に沿うように編
著者なりの解釈を加えて解説した本です。
「行動を叱り、存在をほめる」とか、「持って生まれた性格とは関係なく、役割は人間
に大きな影響を与える」、「大事なことは休憩を挟んでから決める」、「問題は他人事と
して考え、アドバイスをする」、「勧めたいものは右側に置く」、「目的を言語化して世界
を見直してみる」等々人間の内的動機（無意識）まで踏み込んだ、自己管理、モチベー
ション管理にすぐに役立つ本です。各項目が見開きで、図を多用して簡潔にわかりや
すく書かれており、見やすく、活用しやすい工夫がされています。
100 の項目の中からいくつかはすぐに活用できそうです。
By Ｙ・Ｍ

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

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

■印刷料金■

TEL：098-861-5024 / FAX：098-861-5029

※印刷用紙はご持参ください。
サイズ

金額

モノクロ

A3 以内

片面 1 枚 1 円

カラー

A3 以内

片面 1 枚 4 円

メール：C-KATU005@city.naha.lg.jp
ホームページ

Facebook

※平成 29 年 4 月料金改定

