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登録申請日 氏名 年代 性別 移動手段 活動内容 資格・特技・希望の活動・動機など 希望日時 希望地域

A97 R1 R2.3.26 ＭFさん 30代 男 調整
まちづくりイベント、高齢者、障がい者サポート、

読み聞かせ、学習支援　など
人様のお役に立ちたい、見識を広げたい 調整の上 市内全域

A78 R1 〇 R2.3.24 MKさん 30代 男 車、二輪車
環境保全、リサイクル活動

海辺の清掃活動への支援等
TOEIC600、TOEFL520 日曜日 市内全域

A96 R1 R2.3.11 TMさん 60代 女 車
高齢者、障がい者サポート、

読み聞かせ、学習支援　など

自身の病気入院をきっかけに、社会に役立てる

ことがあればと思い
調整の上 市内全域

A77 R1 〇 R2.3.9 SSさん 60代 男 車、バス
地域文化の保全、

芸術・スポーツ活動への支援等
歌三線 調整の上 市内全域

A95 R1 R2.3.2 SHさん 30代 男 調整
まちづくりイベント、リサイクル・清掃活動、

読み聞かせ、学習支援　など

将来を担う子供のために何かできることはないか

と考えて
時間調整できればいつでも 市内全域

A76 R1 〇 R2.2.29 YMさん 40代 男 調整

イベント・催事の当日の手伝い、イベント・催事

の準備・企画、学術・技術指導、助言、労務、

団体運営補助、撮影（動画・静止画）・記

録、広報・ウェブ、その他

何かを必要とされている方の社会資源情報収

集

簡単な料理

日曜日

(調整の上）
市内全域

A75 R1 〇 R2.2.25 TYさん 20代 女
バス、

モノレール

イベント・催事の当日の手伝い、催事の準備・

企画、学術・技術指導、助言、労務、慰問、

団体運営補助、撮影（動画・静止画）・記

録、広報・ウェブ、その他

料理、工作 調整の上 市内全域

A94 R1 R2.2.25 IMさん 50代 女 車、徒歩

留学生・外国籍の方への支援、

文化・芸術への支援、

高齢者、障がい者サポート　など

元々ボランティア活動が好き

今ボランティアをする時間がある

月～木と日曜午後

時間帯は都度相談
市内全域

A73 R1 〇 R2.2.11 TKさん 20代 男 調整
イベント・催事の当日の手伝い

学術・技術指導、助言
スポーツ、英語

昼間

調整の上
市内全域

A74 R1 〇 R2.2.11 IYさん 20代 男 調整
イベント・催事の当日の手伝い

学術・技術指導、助言
スポーツ、英語 調整の上 市内全域

A72 R1 〇 R2.2.10 HKさん 40代 男 調整
イベント・催事の当日の手伝い、催事の準備・

企画、労務、撮影（動画・静止画）・記録

希望の活動分野：

1.保健・医療・福祉、3.まちづくり、4.観光振興

5.農山漁村・中山間地域振興、7.環境保全

など

調整の上 市内全域

A93 R1 R2.1.28 ICさん 20代 女

モノレール、

バス

(土日→

車も可）

文化・芸術への支援、リサイクル・清掃活動、

読み聞かせ、学習支援など
学生時代に行っていた経験と、那覇への転居

月～金

18時～22時

土　10時～15時

バス、モノレールで

行ける範囲内

A92 R1 R2.1.20 TTさん 40代 男 調整
高齢者、障がい者サポート、

リサイクル・清掃活動　など

料理、大工

自由な時間が増えたから

月～土

11時～18時

(要相談）

市内全域

A106 R1 〇 R2.1.15 AKさん 60代 男 調整
イベント・催事の当日の手伝い、

学術・技術指導、助言、広報・ウェブ

楽器演奏(フレンチホルン)

識名園ボランティアガイド

合唱団の経験あり(テノール)

昼間

調整の上

一部地域

(真和志地区）

A105 R1 〇 R2.1.3 MKさん 10代 男 調整
イベント・催事の当日の手伝い、

催事の準備・企画、団体運営補助、その他

園児～子供の面倒見がよく慕われる。

絵が描ける。ピアノが弾ける。

木登りなどアウトドアの遊びを知っている。

調整の上 市内全域

A91 R1 R1.12.20 OKさん 80代 女 車
高齢者、障がい者サポート、読み聞かせ、

学習支援、文化・芸術への支援　など

これまでのボランティア経験をいかしてほかのこと

もやってみたい。

火、水曜日

10時～16時

(他曜日調整）

市内全域

A104 R1 〇 R1.12.18 OEさん 50代 男

二輪車、

バス、

モノレール

リサイクル・清掃活動　など 自動車運転免許、自動二輪(大型） 土・日・祝
市内全域

自宅周辺

A90 R1 R1.12.13 NCさん 20代 女
バス、

モノレール

高齢者、障がい者サポート、

リサイクル・清掃活動　など

仕事をやっていてもっと福祉について学びたいと

思いました。
調整の上

市内全域

（バス、モノレール

で行ける範囲

A89 R1 R1.12.3 YKさん 80代 女 徒歩、バス

リサイクル・清掃活動、

高齢者、障がい者サポート、

読み聞かせ、学習支援など

自分の健康のため・誰かのお役に立ちたい
木曜日以外

8時～18時頃

一部地域

(真嘉比地区）

A103 R1 〇 R1.11.28 THさん 40代 女 車
こどもの居場所、高齢者見守り

まちづくりイベント、動物愛護など
普通自動車免許、宅検、英検2級、早起き 調整の上 市内全域

A88 R1 R1.11.25 AMさん 60代 女

自転車、

バス、

モノレール

留学生・外国籍の方への支援、

文化・芸術への支援、

高齢者、障がい者サポート　など

転居してきて時間があるため。地域の方と関わり

たいと思いました。
調整の上

モノレール、バス、

自転車移動可の

所

A102 R1 〇 R1.11.23 ISさん 30代 女 調整
イベント・催事の当日の手伝い、

催事の準備・企画

希望の活動分野：

1.保健・医療・福祉、3.まちづくり、4.観光振興

6.学術・文化・芸術・スポーツの振興　など

調整の上 調整

A100 R1 〇 R1.11.21 SHさん 40代 男 調整 イベント・催事の当日の手伝い

希望の活動分野：

1.保健・医療・福祉、3.まちづくり、4.観光振興

5.農山漁村・中山間地域振興　など

昼間

調整の上
調整

A101 R1 〇 R1.11.21 TKさん 40代 男 調整 イベント・催事の当日の手伝い

希望の活動分野：

1.保健・医療・福祉、3.まちづくり、4.観光振興

6.学術・文化・芸術・スポーツの振興　など

調整の上 調整

A99 R1 〇 R1.11.19 KYさん 40代 男 調整
イベント・催事の当日の手伝い、

催事の準備・企画
車輌運転資格多数有

昼間

調整の上
調整
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A98 R1 〇 R1.11.5 MHさん 30代 女 調整

イベント・催事の当日の手伝い、

催事の準備・企画、学術・技術指導、助言、

撮影（動画・静止画）・記録

海外経験ありTOEIC965点
土日祝昼夜問わず平日

は夜の時間帯
調整

A87 R1 R1.10.31 WNさん 30代 女

徒歩、

バス、

モノレール

文化・芸術への支援、リサイクル・清掃活動、

読み聞かせ、学習支援など

自分の空いている時間で人の役に立つことがで

きれば良いと思って。
調整の上 市内全域

A86 R1 R1.8.28 NNさん 10代 女 調整

まちづくりイベント、

留学生・外国籍の方への支援、

高齢者、障がい者サポート　など

琉球舞踊、空手3級

地域のために、自分ができる事をしたいと思った

から

土・日・祝日

9時～21時

(夏休み、冬休み)

市内全域

A85 R1 R1.8.22 GSさん 40代 女 調整
高齢者、障がい者サポート、

読み聞かせ、学習支援など

「聴く」＝「人を受け止める」の訓練をさせていた

だきながら何か社会に役立てるものはないかと思

案した為

調整の上 市内全域

A84 R1 R1.8.14 OTさん 70代 男 調整 まちの美化活動への支援（蘭の栽培）

蘭の栽培

「為せば成る何事も」那覇学園の利用者へ栽

培活動を行ったときに

月・火・水・金

14時～17時頃
市内全域

A83 H31 R1.7.11 YAさん 30代 女 車

留学生・外国籍の方への支援、

文化・芸術への支援、

高齢者、障がい者サポート　など

転職の間、時間を有効に使いたい
金曜日以外

19時まで
市内全域

A82 H31 R1.6.17 HRさん 40代 女 調整

留学生・外国籍の方への支援、

文化・芸術への支援、

高齢者、障がい者サポート　など

三線、バレーボール、英会話

自分の空いた時間で人の為に何かできることを

したい

火：13～16時

木：13～16時
市内全域

A81 H31 R1.6.3 NKさん 30代 女 調整
まちづくりイベント、リサイクル・清掃活動

高齢者、障がい者サポート　など

保育士免許、図書館司書

障がい者施設で障がい者と接したこと。

月～金

14時～18時
市内全域

A80 H31 H31.4.24 SKさん 40代 女
バス、

モノレール

まちづくりイベント、文化・芸術への支援、

高齢者、障がい者サポート　など

旅行、読書

休職中の時間を生かしたい
9時～16時

公共交通機関で

行ける範囲

A79 H31 H31.4.15 FAさん 10代 女 調整
まちづくりイベント、文化・芸術への支援、

留学生・外国籍の方への支援　など

ダンス、英検2級

なは市民協働プラザに貼られているポスターをみ

てボランティアに興味を持った。

土日祝

9時～20時
市内全域


