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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

A183 R2 〇 R3.3.17 ANさん 20代 女 車 障がい者(児）福祉、保健・医療、教育
将来看護師になる者として、多くの人とふれあい、人

と関わる大切さについて学びたいから。
調整の上 調整の上

A182 R2 〇 R3.3.16 YAさん 50代 女 車 子ども食堂調理、母親応援(ネイル）、傾聴活動

ネイル、マッサージ明るい性格

介護ヘルパー2級  視覚障害者ガイドペルパー

着付け講師

平日16時から21時

土曜日午前中
市内全域

A181 R2 〇 R3.3.11 MYさん 30代 女

バス、モノ

レール、その

他

読み聞かせ、母子家庭の自立支援、障がい児保育

など

ヨガ　ダンス　簡易的な英会話

JADP認定メンタル心理カウンセラー
調整の上 調整の上

A180 R2 R3.3.8 ORさん 50代 女 車
母子家庭の自立支援、育児サポート、社会教育・

生涯学習活動など

経験を生かして社会貢献したい。

【ボランティア経験】子ども食堂、放課後見守り事

業、フードバンクのお手伝い

不定期

(シフト制の為）
市内全域

A179 R2 〇 R3.3.3 SYさん 40代 女
バス、モノ

レール

海、川のクリーン活動、地域生態系の調査・研究、

食料支援など
人の為に何かしたいので。 土日、平日19時～21時

一部地域

（久米地区）

A178 R2 〇 R3.3.2 SMさん 10代 女 モノレール まちづくりイベント、環境保全活動、子ども食堂など

なにか人の役に立つことをしたいと思い志望しました。

那覇をもっと住みやすく豊かな場所にしたいと思ってい

ます。

土日、平日午前 市内全域

A177 R2 〇 R3.3.2 KHさん 20代 女

バス、モノ

レール、その

他

学習支援、児童・母子福祉、平和推進など

子供の頃、ガールスカウトに所属していました。社会

人生活にも慣れ、何か新しいことに挑戦したいという

気持ちがあります。幼少期の頃培ってきたボランティア

活動をふと思い出し、誰かのために何かをしたいと

思ったことがきっかけです。

調整の上
一部地域

（久茂地地区）

A176 R2 〇 R3.2.20 MHさん 10代 女
バス、モノ

レール

国際交流、留学生・外国籍の方への支援、

子ども食堂など

もともと英語コミュニケーションに強く関心があり、自身

のスキル向上と共にボランティアとして地域貢献できる

機会があるならぜひ参加したいと考えたから。また、警

察官という将来の夢のために役に立つ経験がしたいと

思ったため。

調整の上 市内全域

A175 R2 〇 R3.2.20 KTさん 40代 男
車、バス、モ

ノレール

留学生・外国籍の方への支援、

まちづくりイベントなど

元々不定期にボランティアをしており、人材支援など

に興味があります。

平日18時以降

土日祝祭日
市内全域

A174 R2 R3.2.9 YSさん 30代 男 車、二輪車 防火防災活動

災害に強いまち・ひとをつくる目的で活動しています。

常識にとらわれず、いいものを活用しながら、官民が

一体となって災害に強いまち・ひとを作っていけたらと

考えております。

調整の上 市内全域

A173 R2 〇 R3.2.8 TAさん 50代 女
バス、

モノレール

海・川のクリーン活動、リサイクル活動、

フードバンクなど
沖縄のために社会貢献できることをやりたい。

平日13:00～17:00

午前も早めに分かれば可能
市内全域

A172 R2 R3.2.4 HKさん 70代 男
バス、

モノレール
傾聴活動

生活の中にもう少しメリハリと緊張感が欲しかっ

たからです。

土・日

10時～15時
市内全域

A171 R2 〇 R3.2.3 IFさん 30代 男
車、バス、

モノレール

まちづくりイベント、留学生・外国籍の方への支

援、男女共同参画など

仕事の都合で出身地の神奈川から引っ越して

きておよそ4年経ち、沖縄、那覇市がすっかり好

きになりました。これからずっとここで暮らしていき

たいと思っています。第二の故郷とも思える那

覇のために何かできることはないかと思い、ボラン

ティア活動をしてみようと考えました。

平日全日 市内全域

A170 R2 R3.2.2 HYさん 30代 女
車、二輪

車
海・川のクリーン活動、道路清掃 健康のための運動代わり 調整の上 市内全域

A169 R2 R3.2.2 TNさん 30代 女 車
クリーン活動、まちづくりイベント、

子ども食堂など

クリーン活動を通してごみが落ちているのを当た

り前じゃない環境を整えたい

みんなで考えて、ごみを捨てる側の手を止めた

い

調整の上 相談

A168 R2 〇 R3.1.30 HSさん 40代 男

車、バス、

モノレール、

その他

緑化活動、リサイクル活動、

まちづくりイベントなど

空き時間が増え飲み食いする事しかないので

体を動かしたり人との交流したい

平日祝祭日シフト勤務なの

で予定が合えば休日日中

か午後2時後～

市内全域

A167 R2 〇 R3.1.29 TRさん 20代 女 車
留学生・外国籍の方への支援、

食料支援、学習支援　など

自分自身の視野を広げ、地域に貢献したいと

思ったからです
いつでも参加可能です 相談

A166 R2 〇 R3.1.11 NTさん 20代 男
車、

モノレール
全般

普通運転免許、行政書士、コツコツと何かをす

ることが得意です。
平日の夜、土日祝日の昼

一部地域

（栄町近辺）

A165 R2 〇 R3.1.7 MAさん 20代 女 バス 子ども支援
普通免許、学童でアルバイト中。子どもと関わ

る活動希望
平日の夜、土日祝の昼・夜

一部地域

(真和志地区）

A164 R2 〇 R2.12.27 MSさん 30代 男
車、二輪

車
労務 フォークリフト 土日祝の昼 市内全域

A163 R2 〇 R2.12.26 SJさん 40代 男
バス、

モノレール
学術・技術指導、助言、慰問 茶道教授 平日の夜、土日祝の昼 市内全域

A162 R2 〇 R2.12.20 KFさん 70代 男
車、二輪

車
学術・技術指導、助言、慰問

普通自動車・自動二輪運転免許、電気工事

士、第二級アマ無線免許、電子楽器（テルミ

ン）演奏、防災講話、東日本大震災ボラン

ティア活動

調整のうえ 市内全域

A161 R2 R2.12.24 OTさん 60代 女 車 子ども支援 自分ができることは何でもやりたい。 調整のうえ
一部地域

（小禄地区）

【人材データバンク　ボランティア人材（個人）登録台帳（公開用） 】
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A160 R2 〇 R2.12.17 YYさん 40代 男 車 イベント、学術・技術指導、助言

英検2級、こども食堂（食事提供や学習支

援）や福祉施設での傾聴のボランティアにも参

加したい。教員を目指していたので教え方はわ

かりやすく伝えるのが得意。水泳のコーチなど経

験あり。人と会話して聴くのが好き。

平日の夜、土日祝の昼夜
一部地域

（新都心地区）

A159 R2 R2.12.11 HMさん 20代 女 車 子ども健全育成、障がい者福祉など

医療通訳ボランティア（スペイン語）、

IELTS6.0（英語）、国際交流、自然、子ど

も

調整のうえ 市内全域

A158 R2 〇 R2.12.9 ECさん 30代 女 車 イベント 体力、コミュニケーション力 平日の夜、土日祝の昼夜 市内全域

A157 R2 〇 R2.8.21 BMさん 20代 女 調整 学術・技術指導、助言

筑波大学学生。夏休み等を利用し子供たちの

支援に関わるボランティアをしたい。中高の国語

教員免許取得中、英検2級。

平日の夜の日 市内全域

A156 R2 〇 R2.11.27 KAさん 40代 女 車、バス イベント、準備・企画

介護福祉士取得、社会福祉士予定　孤児、

児童福祉に関心がある。道路環境美化も行い

ます

平日の昼土日祝の昼
市内全域

自宅周辺

A155 R2 〇 R2.11.24 KYさん 20代 女
バス、

モノレール
学習支援

中高英語教員免許取得・就職に向けて勉強

中。学習支援のボランティア希望です。大学在

学中に留学の経験あり。

平日昼夜、土日祝の昼夜 市内全域

A154 R2 〇 R2.11.10 AKさん 20代 女 二輪車
イベント、学術・技術指導、労務、慰問、

団体運営補助など
過去に塾講師の経験あり。

平日の昼夜

土日祝の昼夜
市内全域

A153 R2 〇 R2.11.8 MKさん 10代 男 二輪車
イベント、学術・技術指導、労務、慰問、

団体運営補助など

県外の大学で社会福祉・地域活動の勉強

中。

ヘルパー2級。コロナ渦で少しでも地域のために

頑張りたい。

平日の昼土日祝の昼 市内全域

A152 R2 〇 R2.10.29 AKさん 50代 男 車 イベント 沖縄DEAFシーサー 土日祝の昼 市内全域

A151 R2 〇 R2.10.29 SSさん 70代 男 車 イベント 沖縄DEAFシーサー 土日祝の昼 市内全域

A150 R2 〇 R2.10.29 KSさん 50代 男
車、二輪

車
イベント 沖縄DEAFシーサー 土日祝の昼 市内北部

A149 R2 〇 R2.10.29 SKさん 50代 男 二輪車
イベント、学術・技術指導、労務、慰問、

団体運営補助など
沖縄DEAFシーサー 調整のうえ 市内全域

A148 R2 〇 R2.10.28 HHさん 20代 女 車 イベント、食材・物資の提供
自分に出来ることがあれば、何でも楽しくやりま

す。
昼 市内全域

A147 R2 〇 R2.10.27 KAさん 40代 女
バス、

モノレール

イベント、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

学生時代からボランティア経験あり。コロナ禍の

なかで社会の力になりたい。Word、Excel、1

級 PowerPoint医療関係に従事経験あり。

土日祝の昼
一部地域

(真和志地区）

A146 R2 〇 R2.10.27 HTさん 30代 男
バス、

モノレール
全般 まちづくりに興味があります。 土日祝の昼 市内全域

A145 R2 〇 R2.10.26 TMさん 50代 女
車、バス、

モノレール
子ども支援、イベント、食材・物資の提供

困っている人の役にたちたい。話やすいと言われ

るので話し相手になること。
土日祝の昼 市内全域

A144 R2 〇 R2.10.23 WRさん 40代 男 調整 全般 ごみ拾いには自信があります。 土日祝の昼 市内全域

A143 R2 〇 R2.10.16 TYさん 40代 男 車 全般 土いじりや作業 土日祝の昼 一部地域

A142 R2 〇 R2.10.14 TTさん 50代 男 調整 団体運営補助 料理 土日祝の昼
一部地域

（本庁地区）

A141 R2 〇 R2.10.14 HAさん 30代 男 調整 全般 普通自動車免許、パソコン全般使えます。 平日昼 市内全域

A140 R2 〇 R2.10.14 KHさん 50代 男 車 全般 ゴミ拾い、カウンセリング 平日夜間
一部地域

(小禄地区）

A139 R2 〇 R2.10.1 HCさん 40代 女 調整 全般

ハビタット・フォ-・ヒューマニティやアニマルシェル

ターでの経験あり。海外経験あり。コミュニケー

ション能力には自信あり。

調整 市内全域

A138 R2 R2.10.11 INさん 40代 女 車 子ども、環境関係
主婦。一度ボランティアをやってみたかったのでよ

ろしくお願いします。
調整 市内全域

A137 R2 R2.10.7 HKさん 70代 女 モノレール 子ども支援 宿題のお手伝い 木曜午後 市内全域

A136 R2 R2.10.5 OKさん 30代 男 二輪車 全般 できる事は何でもしたい。PC入力作業など 調整
一部地域

(真和志地区）

A135 R2 R2.10.3 YRさん 40代 女 車 全般

小学校教諭免許あり、社会教育主事、生涯

学習コーディネーター（一般財団法人社会通

信教育）、ピアノ

調整
一部地域

(小禄地区）

A134 R2 R2.9.27 UHさん 20代 男 モノレール 全般
貧困問題に関心があり、困窮者を支援する活

動をしたいです。
調整 市内全域



A133 R2 R2.9.17 HYさん 70代 男 車 全般 配達や掃除など、できるころは何でもやります。 調整 市内全域

A132 R2 R2.9.3 KCさん 50代 女 車 全般 中心市街合活性化に関することをやりたいです 10時から18時 市内全域

A131 R2 〇 R2.8.28 KIさん 30代 男 調整 全般

中国語の通訳、外国人向けの日本語教育、

料理、家具などの組み立てる作業、園芸、自

動車運転免許有

昼 市内全域

A130 R2 〇 R2.8.26 NYさん 10代 男 調整 全般 何にでも一生懸命取り組みます。 土日祝の昼 市内全域

A129 R2 〇 R2.8.17 OHさん 60代 女 調整 労務 ボランティア全般できることをやりたいです 調整
一部地域

（首里地区）

A128 R2 〇 R2.8.17 NAさん 50代 女 調整 イベント・慰問・団体運営補助・広報 介護の経験あり。環境美化にも興味あります。 昼 市内全域

A127 R2 〇 R2.8.11 TIさん 50代 男 調整 慰問、腹話術、朗読劇等

劇団　人間各赫　（げきだん　にんげんかくか

く）対馬丸記念館の依頼で、朗読（紙芝居

の声付け）活動を行った。

調整 市内全域

A126 R2 〇 R2.8.10 MSさん 20代 女 調整 イベント

子どもと関わることが好きです。またFPや簿記、

秘書検定を取得しているので、事務作業系も

得意です。運転免許あり。整理整頓が得意。

昼 市内全域

A125 R2 〇 R2.8.6 HKさん 50代 男 調整 イベント
経営、マーケティング、ビジネス英語

（TOEIC800程度）、経営者
土日祝の昼 市内全域

A124 R2 〇 R2.8.3 NTさん 60代 男 調整 学術・技術指導、助言

①中学生、高校生の数学が苦手な生徒への

数学指導②数学の受験指導③大学院にて臨

床心理学修了、ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ実施訓練、事例担

当、研究等の実績あり　中高大学生、社会人

への相談担当、外部機関への連携等

調整 市内全域

A123 R2 R2.7.3 KYさん 50代 男 調整 子ども支援 子どもの支援をしたい。体力に自信あり。 9時～16時 市内全域

A122 R2 〇 R2.7.9 UAさん 30代 女 調整 イベント・慰問・広報
計算が得意。誰とでも親交を深めることができ

る。
昼 一部地域

A121 R2 〇 R2.6.28 MEさん 20代 女 調整 イベント・団体運営補助 英検準2級(日常会話程度の英語) 昼 一部地域

A120 R2 〇 R2.6.23 FKさん 30代 女 調整 こども食堂でのボランティア

老若男女問わず孤食で悩む人の場所を作りた

い。

特技：料理・会話

興味があること：アウトドア・農業・沖縄文化

調整 市内全域

A119 R2 〇 R2.5.22 KRさん 30代 女 車 こども支援ほか全般 英語、調理 土日祝の昼 市内全域

A118 R2 〇 R2.5.16 MTさん 60代 女 調整 洋裁全般
洋裁店を営んでおり、コロナ禍で不足したマスク

を製作し、市に提供した。
調整 市内全域

A117 R2 〇 R2.5.16 MTさん 60代 男 車 おもちゃドクター

地域において壊れたおもちゃを修理し、新しい

生命を与えることに生きがいを感じる。こども、

環境

調整 市内全域

A116 R2 〇 R2.5.5 HMさん 10代 女 調整 環境、まちづくりイベント、国際交流
コロナ禍で困っている人がたくさんおり、助けにな

りたい。
水19時以降、日

一部地域

（新都心地区）

A115 R2 〇 R2.5.2 STさん 30代 女 調整 イベント、技術指導、労務、団体運営補助

産業カウンセラー養成講座終了。

就職コーディネーターとしてのスキルアップを目指

し中

土日祝の昼 市内全域

A114 R2 〇 R2.5.1 YTさん 50代 男 車 イベント、技術指導、労務、団体運営補助 まちづくり全般、社会貢献したいです。 土日祝の昼 市内全域

A113 R2 〇 R2.4.29 MMさん 10代 女 調整 全般
料理、スポーツ、普通自動車免許、大学生な

ので学業と両立できるボランティア希望
調整 市内全域

A112 R2 〇 R2.4.29 MNさん 10代 女 車 全般
書道、普通自動車免許、大学生なので学業

と両立できるボランティア希望
調整 市内全域

A111 R2 〇 R2.4.23 HYさん 20代 男 調整 学術・技術指導、広報など

インターネットを用いた集客方法のレクチャー、

広告動画の作成、小学校教諭臨時免許あ

り、中学校・高校教諭免許あり（理科）、

日本語教師　福岡在住

調整 市内全域

A110 R2 〇 R2.4.22 AMさん 30代 女 車 イベント、広報、食材等の提供
語学が得意。勤める企業のCSRにもつながる

ので個人でもボランティアをしたい。
調整 市内全域

A109 R2 〇 R2.4.9 FYさん 30代 男 調整 子ども支援、イベント、技術指導、労務、慰問 琉球民謡師範免許、簡単なギター
平日、土の10時～15時

（調整の上）

一部地域

（首里地区）

A108 R2 〇 R2.4.4 THさん 50代 女 車 傾聴活動 介護施設での傾聴活動を希望します 調整 市内全域



A107 R2 〇 R2.4.1 TSさん 40代 女 調整 全般 イベントなどのお手伝いをしたい。 土日祝の昼 市内全域










