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第 5 回市民活動応援講座

3/14
（木）

SDGｓ（エス・ディ・ジーズ）とは･･･
Sustainable Development Goals
持続可能な開発目標
2030 年に向けて国連加盟 193 ヶ国が合意した、持続可能な世界を実現するための 17 の
「目標」の事です。地球上の誰一人として取り残さないことを誓っています。
貧困などの途上国の問題だけでなく、働きがいやまちづくり、自然の豊かさを守る事など、
先進国にも共通する社会課題の解決についての目標も含まれています。

今回は、SDGs という言葉を聞いたことがない人でも、紙のカードを使ったゲームを楽しみ
ながら学び、すでに SDGs を知っている人は、目標を達成するためのアクションの具体的なイ
メージを持ちやすくなる講座となっています。
------------------------------------------------------------------------------------------日時：平成 31 年 3 月 14 日（木）
18：30～21：00（18：15 から受付）
講師：當銘 大樹 氏
（一般社団法人 大学コンソーシアム沖縄 地域連携コーディネーター）
場所：なは市民活動支援センター
定員：20 名

会議室①

※要予約、参加費無料

対象：市民活動団体、NPO、自治会、その他関心のある方
問い合わせ：

當銘 大樹 氏

なは市民活動支援センター（なは市民協働プラザ２F）
TEL 098-861-5024

/

【17 の国際目標】
3 保健
（すべての人に健康と福祉を）
6 水・衛生
（安全な水とトイレを世界中に）
9 イノベーション
（産業と技術革新の基盤を
つくろう）
12 生産・消費
（つくる責任 つかう責任）
15 陸上資源
（陸の豊かさも守ろう）

FAX 098-861-5029

/

C-KATU005@city.naha.lg.jp

1 貧困
（貧困をなくそう）
4 教育
（質の高い教育をみんなに）
7 エネルギー
（エネルギーをみんなに そして
クリーンに）

2 飢餓
（飢餓をゼロに）
5 ジェンダー
（ジェンダー平等を実現しよう）

10 不平等
（人や国の不平等をなくそう）

11 都市
（住み続けられるまちづくりを）

13 気候変動
（気候変動に具体的な対策を）

14 海洋資源
（海の豊かさを守ろう）
17 実施手段
（パートナーシップで目標を
達成しよう）

16 平和
（平和と公正をすべての人に）

8 成長・雇用
（働きがいも 経済成長も）

センターからのお知らせ
アンケートと更新書類を送付します！
センターに利用登録をされている皆さまに、アンケートと次年度用の更新書類を送付しま
す。
※今回から更新書類の様式を変更しました。今までとは異なりますのでご注意ください。
センターの登録は年度更新のため、利用許可の期限はすべて 3 月 31 日までとなっており

ます。４月以降も引き続き利用される場合は、更新書類（原本）の提出が必要ですので、よ
ろしくお願いします。
また、アンケートも同封しております。センターをより良くしていくためにも、皆さまの
「声」や「想い」をお待ちしております。ぜひ、こちらもご返送お願いします！
市民活動推進補助員募集中！！

【職名及び採用予定人数】
市民活動推進補助員（非常勤職員）２名

募集締切：3/11（月）※17 時必着
申込先：なは市民活動支援センター

【勤務時間】
月～日のうち２日勤務（勤務時間は１日４時間）

2019 年 4 月から一緒に働いてくれる非常勤

・朝番：午前９時～午後１時

職員を募集しています。詳細は、センターの

・昼番：午後１時～午後５時

ホームページ、FB でご確認ください。
ホームページ

・夜番：午後５時～午後９時

Facebook

休日：慰霊の日・年末年始
【必要とするスキル、年齢制限など】
・パソコン（ワード、エクセル等）の基本操作
・原則 65 歳未満の方を対象(那覇市非常勤要綱に基づく)

次回の FUN 日カフェは･･･

3/22（金）12：00～15：00 です！

フードドライブにご協力いただき
ありがとうございました!!

場所：なは市民活動支援センター

毎月、第４金曜日に協働プラザの交流の場として、
FUN 日（ふぁんにち）カフェを開いています。美味し
いコーヒーとお菓子を準備していますので、100 円と
マイカップを持参してセンターへお越しください！
次回、3/22 もフードドライブ（9 時～21 時）を開催
します。

ご家庭で余っている食品、賞味期限までに食べ切れそ

2/22（金）に「フードドライブ」を開
催しました。
今回も缶詰、インスタント食品、お茶、

お菓子やそうめんなど、たくさんの食品を

うにない食品がありましたら、ぜひお持ちください。

いただきました。３月上旬までに那覇市上

※賞味期限が明記され、かつ 1 ヶ月以上あるもの

間にある NPO 法人「フードバンクセカン

※常温で保存可能なもの
※未開封で、中身に問題がないもの
※お米は精米から１年以内のもの
※アルコール類は受付しておりません

ドハーベスト」さんに持って行き、その
後、必要とする福祉団体や施設等に提供さ
れます。
今回も多くの方に協力していただき、心
より感謝申し上げます。

平成 30 年度

なは市民活動支援助成事業 報告
７月に「平成 30 年度なは市民活動支援助成事業」の助成団体が決定しました。
その中から今回は２件、成果物の報告をします。
下記の『とぅるばい MAP』と「小児用車いすリサイクル貸与事業」のチラシは、
なは市民活動支援センターでも配布しています。
OPD13（沖縄写真デザイン工芸学校）
福祉とまちづくりを考える会

「国際通り周辺の休憩マップ作成事業」

「小児用車いすリサイクル貸与事業」

（表紙）

エリアを A.B.C の３つに分け、国際通り周辺
にある「休憩所」と「トイレ」の場所をコンパ
クトにまとめています。

体重９Kg 以上のお子さん向けに、小児用車

その名も『とぅるばい MAP』。持ち歩きやす
い B６サイズ、表紙の猫の背中が目印です。
【A.バスターミナル～一銀通り】

【B.一銀通り～さいおんスクエア】

いすとバギーの貸出を行なっています。
サイズ・形状等種類がありますので、詳細
は下記メールアドレスまで。
fukumura2967@hi.enjoy.ne.jp(福村)

【C.壺屋】

＊～＊～第４回 市民活動応援講座を開催しました！～＊～＊
2/21（木）に「A4 用紙を使ったより良い話し合いの進め
方講座」を開催しました。
講師は、なは市民協議会の平中晴朗氏で、参加者は 16 名

でした。30 分の座学の後、５つのグループに分かれて４つ
のテーマについて話し合いをし、グループの意見を 1 つに決
めていただきました。
参加者からは「他の人の進め方を見て勉強になりました」
「見える化で自分のクセとか気づきがありました」という感
想や、今後の改善点の参考となる意見をいただきました。
参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

市民活動のヒントに！今月の本の紹介
世界を正しく見るためのスキル
『 FACT

FULNESS(ファクト フルネス) 』

10 の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣

ハンス・ロスリング著

日経ＢＰ社 出版

「名作中の名作。世界を正しく見るために欠かせない一冊だ」
とビル・ゲイツが、2018 年にアメリカの大学を卒業した学生の希望者全員に
この本をプレゼントしたといわれる本です。
賢い人ほどとらわれる 10 の思い込みから解放されれば癒され、世界を正し
く見るスキルが身につくと謳っています。
思い込みの原因として、分断本能、ネガティブ本能、直線本能、恐怖本能、
過大視本能、パターン化本能、宿命本能、単純化本能、犯人捜し本能、焦り本
能が指摘されており、それぞれに対しての対処法が示されています。
教育、貧困、環境、エネルギー、医療、人口問題などをテーマに、世界の正
しい見方をわかりやすく紹介した本です。400 ページもありますが、読みやすい
本ですので、ぜひ、読んでみてはいかがでしょうか。
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

■印刷料金■

※印刷用紙はご持参ください。

〒900-0004 那覇市銘苅 2-3-1 なは市民協働プラザ２階

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

TEL：098-861-5024 / FAX：098-861-5029
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

