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A268 R3 〇 R4.3.28 TMさん 20代 女性
バス

モノレール

高齢者福祉、障がい者(児)福祉

社会福祉一般

人のためになにかしたい、たくさんの人たち

から学びたい、経験値を上げたいと思い申

請致しました。

(誰とでもすぐ仲良くなれる)

平日19時以降

A267 R3 0 R4.3.24 TKさん 10代 女性 車
環境保全・動物愛護、保健・医療

高齢者福祉

いろいろな社会問題がある中で私も解決

のお手伝いができたらなと思ったから
日曜日

A266 R3 0 R4.3.24 KMさん 10代 女性 バス 学術・文化・芸術、国際交流、まちづくり

地域の振興や人助けなどをして役に立ちた

い。またボランティア活動を通じて、自分自

身の視野を広げたり、社交的な部分を成

長させたい。

(水泳)

土日祝

A265 R3 〇 R4.3.22 HTさん 60代 男性

車

二輪車

モノレール

学術・文化・芸術、まちづくり
経験を役立てたい

(医療経営士、ギター)
要相談

A264 R3 0 R4.3.17 RKさん 20代 女性 二輪車 保健・医療、外国人支援、まちづくり

助けを必要とする人を助けることが喜びで

す。

人類はみな一つと信じています。

(二輪免許)

要相談

A263 R3 0 R4.3.17 KSさん 20代 女性 二輪車 保健・医療、外国人支援、まちづくり
困っている人を手伝ってうれしいです。

(二輪免許)
要相談

A262 R3 〇 R4.3.15 KAさん 40代 女性 車 社会福祉一般
地域支援できることのお手伝いをしたい

(介護福祉士、アロマアドバイザー)
14時～19時

A261 R3 0 R4.3.4 SEさん 40代 女性
バス

モノレール

国際交流、児童・母子福祉

環境保全・動物愛護
興味があるので

週3日

2～3時間ほど

A260 R3 0 R4.2.28 NCさん 30代 女性 車
環境保全・動物愛護、まちづくり

児童・母子福祉
助けを求めている人の力になりたい 要相談

A259 R3 0 R4.2.28 TMさん 30代 女性
バス

モノレール

人権擁護・平和推進

まちづくり、健全育成

人の為、子どもの為、動物の為、地球の

為できることをしていきたい
要相談

A258 R3 〇 R4.2.26 TNさん 40代 女性
バス

モノレール

高齢者福祉、障がい者(児)福祉

児童・母子福祉

社会貢献

(書道準師範（民間））
週一、午前中

A257 R3 〇 R4.2.22 MKさん 50代 女性 車
社会福祉一般、児童・母子福祉

健全育成

自分にも何かお役に立てる事があれば、さ

せていただきたい。

(中型免許、産業心理カウンセラー等)

土日午前中
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A256 R3 〇 R4.2.4 KEさん 20代 男性 二輪車 環境保全、国際交流、教育

自分に何か社会に貢献出来ると事はない

かと思い希望しました。

(自動車運転免許)

平日朝7時から9時

A255 R3 〇 R4.1.29 NKさん 20代 男性 車 児童・母子福祉 時間があるため 要相談

A254 R3 〇 R4.1.20 KKさん 60代 男性 車 児童・母子福祉
元気をもらえるから

(昆虫植物に詳しい)
土曜日

A253 R3 〇 R4.1.11 KYさん 20代 女性
車

モノレール
健康づくり、健全育成

私自身、食べることが好きで食を通して楽

しさや健康を伝えていきたいなと思います。

人と関わることが好きなので、ボランティアを

通して色んな方とコミュニケーションとりたい

です。

(管理栄養士)

基本土日

(仕事のある日は不

可)

A252 R3 〇 R4.1.9 IEさん 60代 女性
バス

モノレール
社会福祉一般、子育て、児童・母児福祉

退職し何か自分にできることをしていきたい

と思っています。去年の4月に転居して地

縁なく、人との関わりもしていきたいと思って

います。

(介護福祉士、社会福祉士、保育士、主

任介護支援専門員)

平日、土日

午前から午後3時ま

で

A251 R3 〇 R4.1.6 NMさん 10代 女性
バス

モノレール
環境保全、まちづくり、児童・母子福祉

学校での探求授業を通じて、沖縄県が抱

える様々な問題を知り、その解決のために

私ができることは沢山あることを知りました。

私が必要とされる場所は沢山あることも知

りました。そういった所で、地域のために少し

でも貢献したいと思いました。

(社交的、体力に自信あり)

土日祝日

A250 R3 〇 R3.12.23 KHさん 60代 男性

車、モノ

レール

その他

その他 障害者の親睦と福祉の向上

A249 R3 〇 R3.12.23 SMさん 50代 女性
車、バス

モノレール
障がい者(児)福祉、環境保全、国際交流

SNS等で国際・日本手話教室、ビーチグ

リーン参加を呼びかけるメッセージを配信す

る等…。

(盲ろう者通訳・介護員手話養成講座)

土曜日、日曜日

公休日

A248 R3 〇 R3.12.22 SHさん 50代 男性 車、その他 障がい者(児)福祉

ろう文化や障害者活動の視野を広めたい

と思います。

(歯科技工士免許)

0

A247 R3 〇 R3.12.22 AAさん 40代 女性 車 環境保全、まちづくり、障がい者(児)福祉
いろいろな人と交流できる為

(几帳面)
土曜日午前など

A246 R3 〇 R3.12.22 AMさん 40代 男性 車 環境保全、まちづくり、障がい者(児)福祉
いろいろな人と交流出来る為

(社交的)
土曜日　午前など

A245 R3 〇 R3.12.21 KHさん 50代 女性 車
スポーツ、障がい者(児)福祉

男女共同参画

ボランティア活動者とのコミュニケーション簡

単な手話を指導したい

(日本手話、国際手話)

何でもかまわない

A244 R3 〇 R3.12.17 KRさん 20代 女性
車、バス

モノレール
まちづくり、教育、環境保全

私は将来、まちづくりに携わりたいと考えて

います。そこで、ボランティア活動を通して地

域の現状や課題を知り、自分の視野を広

げたいと考え参加を希望しました。また、以

前、半年間にわたる不登校児童に対する

学習支援ボランティアに参加した経験があ

るので、その経験を活かした新たな活動に

参加することで地域に貢献したいと考えま

した。

(バスクラリネットの演奏、努力家)

木曜日以外

（令和4年3月ま

で）土日祝日のみ

（令和4年4月以

降）

A243 R3 0 R3.12.15 KAさん 40代 女性 車 健全育成 人の役に立ちたいから 0

A242 R3 0 R3.12.15 NMさん 20代 女性 車 環境保全・動物愛護、国際交流 少しでも役に立てればと思いました
金・日

時間帯相談



A241 R3 〇 R3.12.10 KCさん 20代 女性
バス

モノレール
健全育成、環境保全、学術・文化・芸術

学校の授業の一環でボランティア活動を行

う必要があるため。(英検2級)

月曜日午前、

土曜、日曜

A240 R3 〇 R3.12.9 YKさん 40代 女性 車 児童・母子福祉、健全育成、外国人支援
沖縄の貧困問題などの解決に向けて取り

組みたい(特技：中国語)
土曜日

A239 R3 〇 R3.11.30 YNさん 20代 男性二輪車、モノレール 児童・母子福祉

大学の授業の一環でボランティアをするた

め

(普通運転免許)

要相談

A238 R3 〇 R3.11.28 SSさん 20代 男性
車

二輪車
高齢者福祉、国際交流

『ヘルプマン』という漫画を読んで、日本の

高齢者問題の改善のためにアクションを起

こしたいと思った。

(人の話を聞くのが好き)

平日19時以降、土

日なら何時でも可。

週一程度で考えてい

る。

A237 R3 0 R3.11.25 AUさん 20代 女性
バス

モノレール
国際協力、環境保全・動物愛護、教育

ボランティア活動にもともと興味があったか

ら。

ボランティアの内容が多種多様で興味深い

し、ボランティアの現状がどうなっているか自

分の目で確認したいと思ったから。

(漢検2級、読書)

火・水・金

A236 R3 〇 R3.11.19 RFさん 10代 男性

二輪車、

バス

モノレール

スポーツ、まちづくり、教育

社会奉仕活動を通して、自分を成長させ

たいです。

(漢検準2級、数検2級)

平日19～21時、土

日祭日等

A235 R3 〇 R3.11.18 STさん 40代 男性 車 環境保全、教育、まちづくり

損得のない社会貢献で何かできることをし

たい

(宅地建物取引士、It系)

土曜日午前

A234 R3 〇 R3.11.12 NMさん 40代 男性 二輪車 その他 何か役に立ちたいと思い 要相談

A233 R3 〇 R3.11.7 TKさん 40代 女性 車 障がい者(児)福祉、災害時の救援

普段は介護施設で日勤のみ仕事をしてお

ります。高齢者の現場を離れて、何か視

覚障害者の方の力になりたくて希望いたし

ました。また、今年３月に視覚障害者の

講習を受講し修了書あります。どうぞ宜しく

お願い致します。

(介護福祉国家資格、普通運転免許)

要相談

A232 R3 〇 R3.11.6 MTさん 10代 女性
車、バス

モノレール
障がい者(児)福祉、保健・医療・子育て

とにかく誰かの役に立ちたいと思ったからで

す。友達に紹介してもらい、このサイトを教

えてもらいました。

(誰とでも明るく話せる)

土日であれば大丈

夫です

A231 R3 〇 R3.11.3 RTさん 40代 男性 二輪車 児童・母子福祉

昨年、那覇市社会福祉協議会様にボラ

ンティアをご紹介いただきとても有意義な経

験ができました。今年も子供たちのお役に

立てるようなボランティアをしたいと思い応

募しました。

(英検2級、航空機運行管理者技術検

定、水泳)

平日17時～21時、

土日午前

A230 R3 0 R3.11.1 MTさん 20代 女性
車、バス

モノレール
教育、健全育成、高齢者福祉

現在受講している講義の中で、ボランティ

ア活動を経験する取り組みがある為。今ま

でボランティア活動を行ったことがあまりない

のでボランティア活動を通して様々な人と

出会ったりいろいろな経験をしてみたいと

思ったから

(英検2級、ピアノ)

毎週月・水・金～日

A229 R3 0 R3.10.28 YKさん 20代 女性 車 教育、国際交流
子どもの支援に携わりたいから

(普通運転免許、ピアノ、バドミントン)
11月～12月

A228 R3 0 R3.10.28 ESさん 20代 女性 車 健全育成、国際交流、まちづくり

ボランティアを通じて社会とのつながりを持っ

てみたいと感じたから。

(普通運転免許、カメラ）

11月～12月

A227 R3 0 R3.10.28 KHさん 20代 女性 車 国際交流、教育、人権擁護・平和推進

ボランティア活動に以前から興味があり、自

分に何ができるのか、どんな社会で生活し

ているのか考えるきっかけにしたいと感じたた

め。

(普通運転免許、三線、琉球舞踊など)

11月以降



A226 R3 〇 R3.10.25 MMさん 20代 女性

二輪車、

バス

その他

教育

少しでも教育の分野に携わりたいと思い応

募しました。

(漢検・英検2級、国語(現代文、漢文))

平日16:00～

19:30

A225 R3 〇 R3.10.24 KOさん 10代 男性 車 環境保全・動物愛護、教育

自分がボランティアを通してどういうことが得

意でどういうことが不得意なのか再確認し

たくて応募しました。

(英検2級、TOEIC790)

まずは受け入れ先の

方の予定を確認して

みたいです。

A224 R3 0 R3.10.22 NSさん 20代 女性 車 子育て、地域安全活動、国際交流

普段アルバイトばかりやっているので。それ

だけでは得られない特別な機会や経験を

したいと考えたから

(英検準2級)

いつでもOK

A223 R3 0 R3.10.22 RUさん 20代 女性 車 子育て、地域安全活動、保健・医療

コロナ禍の中、できることが限られてきて、い

ろんなことに挑戦したいと思ったから。

(英検2級)

月、木(全日)

火、水、金(朝～16

時まで)

A222 R3 0 R3.10.21 MYさん 20代 女性 車 教育、障がい者(児)福祉、子育て
人の役に立ちたいから

(英検2級、普通運転免許)
要相談

A221 R3 〇 R3.10.13 NKさん 20代 女性 車 児童・母子福祉、教育、子育て

子どもに携わるボランティアに興味があった

から。

(自動車運転免許証.簿記三級.ビジネス

計算二級.電卓検定二級.）

要相談

A220 R3 〇 R3.10.7 KMさん 20代 女性 車
健全育成(子ども食堂)、社会福祉一般

(食事配布)、児童・母子福祉

大学からの課題で那覇市内を調べていた

ところ楽しそうな居場所さんがありボランティ

アに参加してみたいと思いました。

(保育士免許、幼稚園教諭二種免許)

水曜日15:00～

20:00

A219 R3 〇 R3.9.27 ITさん 20代 男性 二輪車 まちづくり

学校の必須課題としてボランティア体験が

必要であるため。また、今までボランティアを

経験をしたことがないのでこれを機に体験し

たいため。

(特技:スポーツ全般 長所:気配り)

土日午前

A218 R3 〇 R3.9.18 NTさん 50代 女性 車、その他 小中学生の学習支援

学習塾の講師をしていましたので、経験を

生かした支援に協力できればと思います。

(薬剤師、簿記2級)

平日：18時30分

～22時

土日祝：終日

A217 R3 R3.9.17 NCさん 40代 女性
車、バス

モノレール
困窮者支援

テレビや新聞で活動を知り、できることがあ

るのではと思いました。
要相談

A216 R3 〇 R3.9.5 OMさん 40代 男性

バス、モノ

レール、

その他

児童・母子福祉

障がい者(児)福祉、子育て

時間ができ、子供に対するボランティア活

動をしたいと思ったため

(パソコンスキル、デザイン)

平日の空き時間

土日

A215 R3 〇 R3.9.1 UMさん 20代 女性 車 まちづくり、環境保全、児童・母子福祉

将来まちづくりに携わりたいと考えているた

め、ボランティアを通して地域をより良くして

いくとともに、地域の現状や課題を知り、将

来の仕事に活かしたいと考えたから。

(英検準2級、楽器の演奏)

土日

A214 R3 〇 R3.8.30 ZSさん 20代 女性 バス 教育、社会福祉一般
貧困家庭への支援に携わりたい

(幼稚園教諭、保育士資格)

平日17時後

土日可

A213 R3 〇 R3.8.20 PKさん 20代 男性 バス 環境保全、健全育成 人生経験の積む 要相談

A212 R3 〇 R3.8.17 SRさん 20代 男性 車 保健・医療、社会福祉一般

キャリア展開を図る上で、ボランティア活動

を通じて得られる経験が重要であると考え

たため。

(臨床検査技師取得見込み)

ボランティア実施団体

との合議にて決定す

ることを希望



A211 R3 〇 R3.8.4 HYさん 10代 男性
車、バス

モノレール
まちづくり、外国人支援

以前からまちづくりや外国人支援、環境保

全に興味があったから。

(空手1級、英検準2級、絵を描くこと)

火、金曜日以外全部

A210 R3 〇 R3.7.30 UYさん 20代 女性
バス、モノ

レール
まちづくり、教育、学術・文化・芸術

ボランティア活動に積極的な友人の姿を見

て、自分も地域貢献がしたいと思ったから

でせ。また、ボランティア活動を通じて、自

分の視野を広げ、看護の勉強に活かせる

ものがあると思い、応募させて頂きました。

(看護師・保健師免許取得見込み、イラ

スト)

土日

A209 R3 〇 R3.7.29 YKさん 50代 女性
バス、モノ

レール
障がい者(児)福祉、社会福祉一般

福祉に関わることがしたくてボランティア活

動したいと思いました｡社会で生きづらいと

感じられている方の力になりたいです｡

調整可能

A208 R3 〇 R3.7.27 ASさん 20代 女性 車 児童・母子福祉

自分にできることを何かしてみたいと思った

から。また将来の自分につながると考えたた

め。

(看護師・保健師免許取得見込み)

要相談

A207 R3 〇 R3.7.13 KMさん 10代 女性 モノレール 教育(学習支援)、障がい者(児)福祉

人の役に立ちたく、コミュニケーション能力も

高めたいため。

(英検2級)

平日で時間は

何時からでも

A206 R3 〇 R3.7.8 OAさん 10代 女性
バス、

モノレール

児童・母子福祉

(弁当配布、学習支援等)

中学生の頃に学習支援ボランティアを行

い、自分の将来の夢に繋がる大きな経験

になったから。

(英検2級、空手2段)

平日

18:30~20:00

土曜日

15:00~18:00

A205 R3 R3.7.3 MMさん 60代 女性 車 子育て、傾聴ボランティア、高齢者福祉

子育ても終わり、今後も地域や社会とつな

がることで、前向きに自分の人生を活か

し、社会に貢献できるよう関わっていきた

い。

週1

(基本水曜日AM)

A204 R3 R3.6.30 HYさん 30代 男性 車 健全育成、まちづくり、環境保全
ローカルヒーロー立ち上げに伴い何か役に

立てることがないかと思いました。
要相談

A203 R3 R3.6.21 YSさん 40代 男性 車 健全育成、児童・母子福祉

現在、心理学と精神保健福祉士の免許

取得の勉強をしています。これまでも何度

か支援に関わる仕事をしており、その経験

を生かしたいと思い志望いたしました。

(社会福祉士、小中高教諭免許)

要相談

A202 R3 〇 R3.6.15 TEさん 10代 女性
車、バス

モノレール

児童・母子福祉、保健・医療、

社会福祉一般

将来助産師になりたいと思っていて、そして

自分がやりたいと思っているものが沢山あっ

たから。そして経験して何でも吸収して経

験したことを将来生きていくうえで役立つか

ら。今自分自身ができる事をやって何かお

手伝いしたいから

(暗算9段)

土日や夏休み期間

中

A201 R3 〇 R3.6.6 KNさん 10代 女性
車、

二輪車
まちづくり、国際交流、環境保全

部活動でインターアクト部に所属していま

すが、新型コロナウイルスの影響で活動出

来ません。待っているたけでなく自ら行動を

起こしたいと思い、ボランティアマッチングに

登録しました。

(英検準１級)

土日や夏休み期間

中

A200 R3 〇 R3.6.4 SMさん 20代 女性
二輪車、

モノレール

教育(学習支援)、健全育成(子ども食

堂)、学術・文化・芸術

コロナのために勉強が学校に追いついてな

い子どもたちや、食事が十分にとれていな

い子どもたちのために何かしたいと考えた。

(幼・小中高教諭免許、英検準1級)

月・水・木曜日

19:00-21:00

金曜日

17:00-21:00



A199 R3 〇 R3.6.4 GTさん 10代 男性

二輪車、

バス、モノ

レール

まちづくり(緑化活動、清掃活動、地域おこ

し等)、国際交流(国際文化交流等)、健

全育成(子ども食堂、読み聞かせ等)

ボランティア活動を通して、自分のコミュニ

ケーション能力やその他のスキルを伸ばして

いきたい。また、自分も交流の中に入り、

人のために何かをしたい。大学生活を充実

できるよう、また様々な経験を積めるように

ボランティア活動をしていきたい。

土日14時~

月曜日8時~13時

火曜日14時~

金曜日12時~

A198 R3 〇 R3.6.2 TAさん 30代 女性
バス、モノ

レール

環境保全(海、川のクリーン活動)、

差別撤廃活動、男女共同参画

今まではボランティアにあまり興味を抱かな

かったが、小さな事でも良いので人の役に

たちたいと最近になって考えるようになったた

め。少しでも苦しんでいる人が減る社会や

不平等じゃない世界を作りたいです。

シフト制の勤務のた

め不定期

A197 R3 0 R3.5.31 ITさん 20代 男性 車 教育(学習支援)、まちづくり(清掃活動) 勉強を教える、清掃 土、日



A196 R3 0 R3.5.31 OTさん 20代 男性 車 教育(学習支援)、まちづくり(清掃活動) 運動、子どもの世話、学習指導 土、日

A195 R3 0 R3.5.31 SKさん 20代 男性 車 教育(学習支援)、まちづくり(清掃活動)
授業の一環としてボランティア活動を体験

してみたい(4時間程度、1日）
土、日

A194 R3 〇 R3.5.27 OYさん 40代 男性
車、モノ

レール
傾聴ボランティア

人の話を聞くのが好きで、自分を活かして

生活したいと考えているから。

(NLPマスタープラクティショナー)

平日19時～21時、

土日10時以降

A193 R3 〇 R3.5.18 KSさん 60代 男性
車、バス、

モノレール

国際協力(通訳ボランティア、外国語講

座、国際医療協力）内部統制研修、リス

ク評価研修、貿易実務ノウハウ研修

長年実務で培ってきたキャリアを社会に役

立てたいと思って。

(海外駐在13年 他)

随時

A192 R3 〇 R3.5.14 OMさん 20代 女性
車、モノ

レール
ホームレス支援、まちづくり、社会福祉

自身の経験から、路上生活者や、がん治

療中の方などの支援に耳を傾ける事が必

要と感じました。

要相談

A191 R3 〇 R3.5.13 HEさん 30代 女性 車

子育て、環境保全(ごみ拾い等）、

障がい者(児)福祉(習字の楽しみを教え

る）

自分のできる範囲で、誰かの役に立てたら

いいなとおもったので。

(習字準2段)

要相談

A190 R3 0 R3.5.13 TKさん 40代 男性 モノレール 全般

時間を有意義に使いたいため、休業中に

地域貢献ができればと思います。

(英語・中国語可能、教育心理学修士

卒)

相談

(仕事のシフトが入っ

てない時間であれば

OK）

A189 R3 〇 R3.4.27 GYさん 30代 女性 車 教育

沖縄県の貧困をどうにかしたい。お金の勉

強をすることで、自分が何をするべきかわか

ります。正しい知識を持って豊かな人生を

送る人が1人でも増えるようにこの活動を

広めていきたいです。

(ライフコンサルタント)

平日10:00～

15:00 土日や夕方

も相談に乗ります。

A188 R3 R3.4.27 MSさん 70代 男性
車

モノレール
まちづくり、災害時の救援、子育て

社会貢献の為

7年ほど交通安全立哨運動経験あり

(土木設計)

週2～3回

夕方以外OK

A187 R3 〇 R3.4.24 YMさん 20代 女性
バス

モノレール

国際協力、児童・母子福祉、

人権擁護・平和推進

個人でもSDGsのコミュニティを運営し活動

を行なっており、もっと身近にある問題や社

会に触れて現状をこの目でみて、生の声を

聴いて、そこから自分に出来る事をしっかり

考え活動幅を増やしていきたい。これが動

機です。

珠算2段　英検準2  情報処理準2

8～17時

木曜はフリー

A186 R3 〇 R3.4.24 SYさん 50代 男性
車

モノレール
紙芝居づくり、実演の指導

「紙芝居」を創って、口演する楽しさを伝え

たい。

(介護職員 初任者研修修了)

平日、土日対応可

能（日時は要調

整）

A185 R3 〇 R3.4.10 TRさん 10代 女性 車 児童・母子福祉、社会福祉一般、教育

困っている人を助けたい、ボランティアをする

ことで今起きてる現状を知ることができる、

沖縄の子供のこと、高齢者のことを知りた

い。

(英検2級　珠算9段　暗算10段)

平日16時～22時

土日13時～21時

A184 R3 〇 R3.4.10 NOさん 10代 女性 車 児童・母子福祉、社会福祉一般、教育

社会福祉を学んでいく上で実際に現場を

経験したいと思ったから

(書道初等科師範)

平日17時～22時

土日14時まで


