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〒900-0004 那覇市銘苅 2-3-1
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”めかるナハセン通信“は、平成最後にして・・・
『なはセン通信』に変わります！
今後も、なは市民活動支援センターからの情報を、どんどんお知らせしていきます！

How to use なは市民活動支援センター
市民による自主的で営利を目的としない、

協働によるまちづくりのための社会貢献活動（市民活動）を行なうための
拠点施設として、市民団体の方が集まりやすく連帯しやすくすることを目的としています。
・・・とはいえ、どんなことをしているとこなの？

なは市民協働プラザ
（旧銘苅庁舎）の 2 階と
3 階にございます。

★会議室の貸出★
・大小 10 室の会議室（コイン式冷房機あり）を
貸し出ししています。
必要に応じてプロジェクターやスクリーン、
マイク等の貸し出しも行っています。

★支援事業、人材紹介★
・専門相談員による市民活動に関するアドバイスや、
各種相談を承っています。
・市民活動を行ううえで必要な事業費を支援するために、
なは市民活動支援事業を実施しています。
・ボランティアが出来る人と、求めている団体を繋ぐ
人材データバンクの登録、紹介事業を行っています。

★事務室、支援ブース等の貸出★
・那覇市を拠点とする団体及び個人に有料で
事務室、支援ブースの貸し出しを行なって
います。
・私書箱、ロッカーの貸し出し、
印刷機の利用も可能です。

★自主講座の開催★
★情報スペース、交流スペースの管理
★Fun 日カフェ（交流会）の開催

・協働によるまちづくりや、社会貢献活動のための、
市民向け、団体向けの講座を開催しています。
・なは市民協働大学、なは市民協働大学院を毎年開校

ただし、会議室や印刷機を利用する際には、団体利用登録、会議室等利用申請の必要がございます。
ご利用にあたり、ご不明な点や各種お悩み、相談事、ご不明な点がございましたらぜひお問い合わせください。
◆なは市民活動支援センター◆（水・日以外：9:00～21:00/水・日：9:00～17:00）
〒900-004 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 / mail：C-KATSU005＠city.naha.lg.jp

～お知らせ～ 第 27 回 Fun

日カフェ開催！

4/26(金)12:00～

なは市民活動支援事業助成金 公募開始！

2019 年度

◆応募方法◆

那覇市では、多様なつながりで共に助け合い、認め合う安全安心に暮らせるまちを形成
するため、本市で社会貢献活動を行う市民活動団体等へ活動資金を助成します。

応募期間：平成 31 年 4 月 26 日 ～ 令和元年 5 月 23 日
事説明会：令和元年 5 月 8 日 15 時より

申請書を入手
なは市民活動支援センター2
階窓口、または、那覇市ホー
ムページよりダウンロード

主たる活動の場が市内で、3 名以上で構成されている市民活動団体が対象

①

一般コース

NPO 法人や一般社団法人、自治会、
ボランティア団体、PTA,こども会、
その他任意団体(グループ含む)等
の一般の団体のうち規約を有して
いる団体。
1 事業あたり 50 万を上限とし、
助成率は助成対象経費の 9 割です。

②

学生コース

高校生や大学生、専門学校生等の学
生で構成され、指導教員または保護
者等がいる団体。
1 事業あたり 10 万を上限とし、
助成率は助成対象経費の 10 割です。

ご不明な点は、なは市民活動支援センター窓口へ

受講生募集
那覇市のいいところや課題を知り、知識を深め、仲間
と一緒に楽しみながらまちづくりを学びたい人を募集
します。

期間：6 月 25 日～11 月 23 日
火または土：夕方（全 8 回予定）
場所：なは市民活動支援センター
対象：市内在住、在勤、在学でまちづくりに
興味のある 18 歳以上の方
費用：500 円～1500 円（実費等）

公開審査会
6/16 各団体による
プレゼンテーション審査

助成団体
決定

お問合せください。

なは市民協働大学

申請書を提出
なは市民活動支援センター
5/23 17 時必着

利用登録更新のお願い、
ならびに支援ブース新規入居者募集
新年度となり、センターをご利用の皆さまもご多忙かと
思いますが、引き続き当センターをご利用いただくには、
更新の手続きが必要となります。
なは市民活動支援センター利用登録書に必要事項を記
入のうえ、必要書類とあわせて提出くださいますよう、よ
ろしくお願いいたします。
また、支援ブースにつきまして 5 月末頃に入居団体
の募集を予定しております。
日程等が決まりましたら市公式 HP や、センターフェ
イスブックに掲載致します。

申込み：令和元年 5 月 7 日～6 月 7 日
まちづくり協働推進課
なは市民活動支援センター2 階

ご不明な点は、なは市民活動支援センター窓口へ
お問合せください。

お礼申しあげます。
フードドライブにて『ご家庭で余っている食品』に
ついて、ご協力くださいました皆様、誠にありがと
うございました。
当センターではこれからもフード
ドライブに挑戦してまいります。
引き続き、ご協力のほどよろしく
お願いいたします。

ボランティアしたい人材と、ボランティアを求める団体をつなぎ、
市民・団体・行政が連携、協力しあい
地域や社会の課題解決に取り組む、人の顔の見える

温かい那覇市のコミュニティーつくり
まちづくり協働推進課では、「なは市民活動支援センターの
ホームページ」にボランティア情報やボランティア登録の様
式などを掲載しております。今後もボランティア登録をいた
だける方を増やしていきながら、あわせて様々なボランティ
アを求める声を掲載していきますので、ぜひご覧ください。
なは市民活動支援センターまで。
ＴＥＬ ： 098-861-5024
ＦＡＸ ： 098-861-5029
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季節のお飾り♪

4 月に入り、センターにも新しいスタッフがやってま

エコットの宮島さまから、5 月にふさわしい作品が届き

いりました！

ました！太い眉毛がとてもチャーミングな金太郎とク

慣れないことも多く、皆様にご指導いただかなければ

マ。そして、立派な兜に、柏もち、こいのぼり・・・細

ならないこともありますが、明るく元気いっぱいの頑

部まで素晴らしい作品。

張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。

ま～さかり か～ついだ き～んたろぉ～♪
子どもたちには元気に走り回って、思いやりのある人に
津波 優子

上條 亜弓

育ってほしいですね。そう、金太郎のように・・・
って、そういえば『金太郎』って・・・
どんなお話しでしたっけ？（汗）
・・・令和になる前に読んでみます。

市民活動推進員
西島千賀子

市民活動推進員
前泊 千尋

市民活動推進員
内原 英就

他、補助員として、岩崎苗美、下地麗奈
計 7 名が NewFace です！

この作品は、2 階のカウンターに
展示しておりますので皆様、是非ご覧ください！

『公益財団法人 日本生命財団 2018 年度ニッセイ財団

高齢社会助成』

募集期間：①地域福祉社会チャレンジ活動助成 2019 年５月 31 日（金）消印有効
②実践的研究助成 2019 年 6 月 15 日（土）消印有効
募集概要：①【地域包括ケアシステムの展開、そして深化につながる 4 つのテーマ】のい
ずれかに該当する活動
②【実践的研究助成対象分野・テーマ】に対する課題を明確にした実践的研究
助 成 金：最大 400 万円（1 年間最大 200 万円）
【問い合わせ先】日本生命財団 高齢社会助成 事務局

ＴＥＬ：06-6204-4013

『公益財団法人 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団

高齢社会助成』

申請団体：①マリンスポーツや環境学習等を推進する自治体・民間団体
②現時点で B&G 海洋クラブを有していない全ての B&G 海洋センターまたは
海洋センター所在自治体
申請期間： 2019 年５月 31 日（金）消印有効
【問い合わせ先】B&G 財団事業部海洋センター・クラブ課

ＴＥＬ：03-6402-5314

※最新の情報や詳細は、各お問合せ先の応募要項を必ずご確認ください。

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■

お問合わせ なは市民活動支援センター

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

〒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

※印刷用紙は必ずご持参ください。

メール：C-KATU005@city.naha.lg.jp

