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(資格・特技)
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A269 R4 ## R4.4.3 TMさん 60代 女性 徒歩
健康づくり、公害・エネルギー

学術・文化・芸術
何か役に立ちたい 要相談

A270 R4 〇 R4.4.7 HHさん 40代 女性
環境保全・動物愛護、国際交流

学術・文化・芸術

気持ちと時間に余裕ができたから

(水泳)
要相談

A271 R4 〇 R4.4.8 ONさん 10代 女性
車、バス

その他
まちづくり、環境保全、公害・エネルギー

地域の方々と地域を良くするための活動を

してみたいと思ったから。
土日　午前・午後

A272 R4 〇 R4.4.13 YMさん 50代 女性
車、バス

モノレール

障がい者(児)福祉、保健・医療

児童・母子福祉

手話通訳奉仕員講座を終えて通訳者の

試験は今年受ける予定をしてますがろう者

のチカラになりたいと思った。医療関係の仕

事を25年程しているので何か出来ないかと

考えました。

(手話通訳者奉仕員など）

平日14時～

平日20時～

土日午後14時～

A273 R4 〇 R4.4.15 UMさん 10代 女性
バス

モノレール

児童・母子福祉

社会福祉一般、健全育成

学校での授業でフードバンクや子ども食

堂、みらいチケットについて初めて知り、興

味を持ちました。食料に困っている人がいる

という現状に驚き、何か自分にできる範囲

でボランティアをすることで誰かの為になれ

れば、と思いました。

(英検3級)

土曜午前

日曜日

A274 R4 〇 R4.4.16 HNさん 10代 女性
バス

モノレール
児童・母子福祉

将来小学校の先生になりたいと考えている

ので経験したい。自分に手伝えることがあ

ればしたい。(書道準初段)

平日18:00~21時

土日

A275 R4 〇 R4.4.16 TYさん 10代 女性 モノレール 児童・母子福祉

子供がすきで、コロナ禍により、助けをより

必要としている人が増えて来ているのを知

り、少しでも役に立てればと思いました。

(英検準2級)

土曜日午後

日曜日

A276 R4 〇 R4.4.16 SKさん 20代 男性 車、二輪車 児童・母子福祉、教育、まちづくり

自己的な都合ではありますが、テレワークで

仕事をしており、徐々に社会との繋がりが

薄れていく感覚あり地域貢献という形で社

会性の向上と充実感を得られたらと思い、

応募しました。(基本情報技術者)

土日

A277 R4 〇 R4.4.21 OMさん 10代 女性 モノレール 児童・母子福祉

将来の仕事に向けてボランティアをして学べ

ることがあると思ったから。このボランティアに

興味があったから。

(情報処理検定3級、体力自信あり)

土曜日午前

A278 R4 〇 R4.4.21 IMさん 10代 女性 モノレール 児童・母子福祉

ボランティア活動を通して地域に貢献した

いのと、将来の夢に役立てることが学べると

思ったからです。

(情報処理検定2級、コミュニケーション能

力が高い)

土曜日午前

A279 R4 ## R4.4.25 NRさん 50代 男性

バス、徒

歩

モノレール

国際交流、外国人支援
社会貢献

(中国語会話、日本語教育)
要相談

A280 R4 ## R4.4.26 KHさん 10代 女性 車、二輪車 学術・文化・芸術、国際交流、まちづくり

学校の講義でボランティアの存在を知り、

誰かに貢献したいと考えたため。また、自分

自身の成長にもつなげたい。(三線)

月、火、木、金、土

(時間要相談)

A281 R4 ## R4.4.27 GHさん 10代 女性 車 教育、健全育成

講義で興味を持ったため。

たくさんの子供たちと出会って環境とか思い

とか知りたい。(スポーツ)

土曜日

A282 R4 ## R4.4.27 MAさん 10代 女性 車 教育、健全育成
大学の授業で聞いて、興味を持ったため。

(お菓子作り)
土曜日

【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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A283 R4 〇 R4.4.27 KSさん 40代 男性 車 外国人支援、国際交流、児童・母子福祉

仕事と家の往復ばかりなので、自分が出

来ることで貢献できたらいいです。

(英会話、パソコン作業)

土日の空いている時

A284 R4 〇 R4.4.28 KTさん 30代 女性 M33.1.0 国際交流、外国人支援、子育て
もっと友達の仲間増やしたいです

(編み物、アクセサリー作り)
週末

A285 R4 〇 R4.5.1 UAさん 20代 女性 車 健康づくり、スポーツ、まちづくり
大学の講義がきっかけ

(運動、力仕事)

A286 R4 〇 R4.5.2 SAさん 10代 男性
バス

モノレール
環境保全、まちづくり、スポーツ

ボランティア活動に興味があったから

(書道、積極的)

A287 R4 〇 R4.5.2 MKさん 10代 男性 バス 環境保全、まちづくり、スポーツ

以前からボランティアに興味があり、やって

みたかったから

(バスケ)

A288 R4 ## R4.5.7 NYさん 10代 男性 バス まちづくり、教育、高齢者福祉

非営利の活動でも人の役に立つことができ

るかもしれないという新しいボランティア活動

に興味があります。大学の授業を通じて申

込みます。

(囲碁)

A289 R4 〇 R4.5.16 UYさん 30代 男性 車社会福祉一般、児童・母子福祉、学術・文化・芸術

空いた時間を有効に使い、何か役に立て

ることがあればと思い、また職場以外の団

体に所属することで自分にも良い刺激にな

るのではと思い登録を希望しました。

(介護支援専門員、介護福祉士)

A290 R4 ## R4.5.18 YAさん 10代 女性
車

モノレール
教育、地域安全活動、公害・エネルギー

大学講義を受け、ボランティアにもともと興

味があったため、子供の学習支援をしたい

です。

(書道、料理、絵を書くこと)

A291 R4 ## R4.5.18 TRさん 10代 女性
車

モノレール
教育、地域安全活動、公害・エネルギー

もともとボランティアに興味があった為。

(そろばん、歌うこと)

A292 R4 〇 R4.5.18 KYさん 40代 女性
車

モノレール
外国人支援、国際交流、国際協力

日本で働いてる外国人、または日本で働

きたい外国人の方のお手伝いがしたいと

思っています。

(日本語講師養成講座受講中)

A293 R4 〇 R4.5.19 MHさん 60代 男性

車、バス

モノレール

その他

災害時の救助、環境保全ｍ教育
那覇市の地域防災力向上、人材育成に

貢献したい。

(防災士、PCスキル)

A294 R4 〇 R4.5.20 IHさん 10代 男性 車 教育、環境保全、まちづくり

大学の講義の一環でボランティア活動をし

てみたいと思い応募しました。

(普通運転免許)

A295 R4 〇 R4.5.22 SUさん 30代 男性
バス

モノレール
まちづくり、人権擁護・平和推進、地域完全活動

地域活動に参画し、社会の一員として貢

献を行いたいため。

(第1種運転免許)

A296 R4 〇 R4.5.23 CMさん 20代 その他
モノレール

その他
教育

子供の学習支援したいという夢があるため

(国語・小論文)

A297 R4 〇 R4.5.25 TCさん 50代 女性
バス

モノレール
児童・母子福祉 役に立てたらと思い希望しました。

A298 R4 〇 R4.6.4 SRさん 20代 女性 車 スポーツ

今までとは違うコミュニティに入り人間性を

高めたいため。自分の特技や好きな事で

誰かを楽しませたいと思ったため。

(英検2級、体を動かすこと)



A299 R4 〇 R4.6.6 TMさん 10代 女性 モノレール 学術・文化・芸術、国際交流、まちづくり

小学生の頃から老人ホームで三振を弾く

ボランティアや、清掃ボランティアを行なって

きました。保育園の時から病院で聖歌隊と

して歌うことも、高校生になってからはボラン

ティア部に所属し、人のためになにが出来

るか考えて行動してきたので、社会人に

なってからも続けたいと思いました。自分の

行動が誰かのためになるってとても嬉しいこ

とだと思うので、那覇でも幅広く活動してい

きたいです。

(三線)

A300 R4 〇 R4.6.12 YRさん 20代 女性 車 社会福祉一般、環境保全、高齢者福祉

コロナ禍で苦しんでいる方、生活に支援が

必要なかたの力になりたい、環境を良くし、

暮らしやすい地域作りをしたいと感じたた

め。

(人と関わることが好き)

A301 R4 ## R4.6.13 KNさん 70代 女性

二輪車、

バス

モノレール

健全育成、教育 時間があるので

(裁縫)

A302 R4 〇 R4.6.15 MDさん 10代 男性
バス

モノレール
児童・母子福祉、国際交流、国際協力

私自身片親で、経済的に苦労することが

多かったのですが、そんな中でも、片親世

帯の支援をしてくださる団体さんの支援の

おかげで、苦しみを軽減することができ、沢

山助けられたというような経験があります。

そこで私は、されるままではなく、どうにか私

としてもできることをして、少しでも恩返しが

できないか考え、貧困層の多い沖縄の子ど

も達にすこしでも苦しみを和らげることがで

きる活動に従事したく、このボランティアを希

望しております。

(ダンス)

A303 R4 〇 R4.6.25 TKさん 30代 男性 M33.1.0
教育、公害・エネルギー

人権擁護・平和推進

社会参加

（ITパスポート、日商簿記2級など）
要相談

A304 R4 〇 R4.6.27 ISさん 20代 男性 二輪車 教育、健全育成、高齢者福祉
地域貢献と大学の授業の一環として

(日商簿記2級)

火，水

16:00-20:00

A305 R4 〇 R4.7.11 NAさん 10代 女性
バス

モノレール
教育(学習支援、調理支援)

学校のボランティア活動の一環

(英検2級)
M33.1.0

A306 R4 〇 R4.7.11 GRさん 10代 女性 バス 教育(学習支援、調理支援)
学校のボランティア活動の一環

(英検2級)
M33.1.0

A307 R4 ## R4.7.20 UNさん 50代 女性 車、二輪車 健全育成、高齢者福祉、社会福祉
子育ても落ち着き、地域活動をしたいと

思った
土・日・祝

A308 R4 〇 R4.7.23 ITさん 10代 男性
車、バス

モノレール
健全育成、教育

人見知りな性格なのでこども食堂や学童

等での関わりの中で自立支援ができたらと

思い参加希望しました。

(数検2級)

土日

A309 R4 〇 R4.8.4 TSさん 40代 男性 車 まちづくり、その他

少し自由な時間ができたので人と関わりな

がら何か貢献できたらなと思い登録しまし

た。

（教員免許 数学）

平日（木曜除く）

10～15時

A310 R4 〇 R4.8.14 NTさん 10代 男性

バス

モノレール

二輪車

環境保全・動物愛護 地域貢献のため 平日

A311 R4 〇 R4.8.14 OTさん 10代 男性 バス まちづくり、子育て支援 ビーチクリーンに参加してみたい。 相談

A312 R4 〇 R4.8.16 HRさん 10代 女性 車 健全育成、社会福祉一般

現在大学で社会福祉士を目指して勉強

しており、夏季休暇を利用して社会福祉

現場について理解を深めたいと考えている

ため。

（バスケ、お菓子作り）

相談

A313 R4 〇 R4.8.19 GSさん 10代 男性 車、バス 教育、健全育成、外国人支援
那覇市の力になりたいと思ったため

（コミュニケーション能力）
土日祝日



A314 R4 〇 R4.8.20 TRさん 20代 女性 車 子育て支援、スポーツ
誰かの役に立つことがしたい！

（コミュニケーション能力）

平日19～22時

土日午前中

A315 R4 〇 R4.8.25 YTさん 20代 男性 車
教育、環境保全・動物愛護

社会福祉一般

自分ができることで誰かの役に立つことをし

たいと考えたことや、ボランティアの経験があ

まり無いなので興味があったから。

（漢検・英検２級、運転免許）

平日午後

適宜相談

A316 R4 〇 R4.8.26 MMさん 20代 女性 車 教育

小学生や中学生と勉強することを通して、

勉強の楽しさを伝えたい

誰かのためになることをしたい

（英検準１級）

土曜日

A317 R4 ## R4.8.26 ONさん 10代 女性 車 教育
大学の授業きっかけ

（スポーツ）
～16：00

A318 R4 ## R4.8.26 OMさん 10代 女性 バス 教育
大学の授業きっかけ

（バスケ、絵を描くこと）
土日

A319 R4 ## R4.9.6 IRさん 30代 男性 二輪車 健全育成、社会福祉一般

バイクに乗れるので子ども食堂からの弁当

配達や高齢者への配達をしたい。

（空手、バスケ）

いつでも可

A320 R4 R4.9.20 OYさん 50代 男性 車 健全育成

地元の後輩の皆様や

困っている方の手助けを希望します。

（運転免許）

月曜日以外

適宜相談可能

A321 R4 〇 R4.9.20 NRさん 10代 女性 その他 教育

将来、教師になりたいと思っているため、

子供と教育の面で関わって、色々学びたい

からです。

（日本習字）

長期休み

A322 R4 〇 R4.10.15 KYさん 60代 男性 車 まちづくり、社会福祉一般、消費者保護

地域や社会の問題を実際に体験して、そ

の先に自分に出来る地域・社会貢献を模

索したい。

（運転免許、コミュニケーション能力）

水・金・土・日

A323 R4 〇 R4.10.17 MSさん 10代 女性 車;その他 教育、健全育成

子ども居場所作り、学習支援に興味があ

るから

（英検準1級、HSK4級）

適宜相談

A324 R4 〇 R4.10.18 NMさん 40代 女性
モノレール

バス

読み聞かせ、育児サークル、

職業能力の開発・雇用機会の充実支援

地域貢献のため

（読み聞かせ養成講座修了）
適宜相談

A325 R4 〇 R4.10.20 YMさん 20代 女性 その他 学習支援

教員になりたいので子どもたちともっと関わり

たい！

（運転免許）

金曜日

A326 R4 〇 R4.10.28 SYさん 10代 女性
モノレール

バス
まちづくり、公害・エネルギー、男女共同参画

地域貢献、社会経験のため。また、授業

単位のため。

（資料作成 Word,pptなど）

土日

A327 R4 〇 R4.10.31 KMさん 30代 女性 車 健全育成、高齢者福祉、社会福祉

ボランティア活動を通して自身の勉強や心

の成長をするため。

（看護助手）

平日

19:00~21:00

A328 R4 〇 R4.11.1 OKさん 20代 女性 車 まちづくり、健全育成、動物愛護

地域活動の様子を実際に輪に入りながら

見てみたい。また、動物や環境に関するボ

ランティアはやったことがないが、実際の活

動を経験して新しい学びが得られると思っ

たから。

（英検準1級）

月曜: 午前

木曜:16時～21時

金曜、土曜、日曜

何時でも可能

A329 R4 〇 R4.11.22 UYさん 20代 男性 車 食料支援
大学の講義での課外活動として

（調理経験あり）

月、水：自由

火、木、金：要相談

土日：要相談



A330 R4 〇 R4.11.23 HMさん 20代 女性 車 食料支援

授業で公的扶助について学んでおり、実

際の支援の現場を見て学びたいから。

（運転免許）

平日18時～

土日午前中

適宜相談

A331 R4 〇 R4.11.23 MAさん 20代 女性
バス

モノレール
児童・母子福祉、環境保全・動物愛護

大学の授業のため

（愛玩動物飼養管理士二級）
適宜相談

A332 R4 〇 R4.11.24 NAさん 30代 女性
車、バス

モノレール
児童・母子福祉、健全育成

地域貢献のため

（粘り強さ）
適時相談

A333 R4 〇 R4.11.25 KSさん 20代 男性 M33.1.0 健全育成
講義の一貫として

（運転免許）
平日午前中

A334 R4 〇 R4.11.30 OYさん 10代 男性 車 教育、人権擁護・平和推進
地域貢献の為

（英語、体を動かす）
土曜日または日曜日

A335 R4 〇 R4.12.11 SIさん 50代 女性 車 高齢者福祉
地域貢献

（運転免許）
土日午後

A336 R4 ## R4.12.14 SGさん 10代 男性
車、バス

モノレール
教育、健全育成、美化活動

ボランティアをすることにやりがいを感じ参加

することで社会貢献をするとともに、自分自

身の成長へとつながり様々な経験ができる

と感じたため

（スポーツ、英語）

休日、要相談

A337 R4 〇 R4.12.14 SYさん 40代 女性
その他

モノレール
教育、児童・母子福祉、社会福祉一般

沖縄の現状を実際に見聞きしたいです。

それらを少しでも知ったうえで、これからの仕

事に活かしてみたいです。

誰かの人生のきっかけになるような時間を

生み出したいです。

（放課後児童支援員、不登校訪問専

門員、自閉症スペクトラムサポーター）

適宜相談

A338 R4 〇 R4.12.19 TNさん 20代 女性 車 健全育成
福祉の職業についてもっと知ってみたい

(子育て支援員)
平日

A339 R4 ## R4.12.22 SAさん 10代 女性 モノレール まちづくり
地域貢献のため

(コミュニケーション能力)
土日

A340 R4 ## R4.12.26 KKさん 40代 男性 二輪車 障がい者(児)福祉、健全育成

余暇を持て余しているので、何かの役立つ

ことをしたい。

(自動車運転免許)

平日

週1～2回の夕方

A341 R4 〇 R4.12.27 ASさん 10代 女性 モノレール 教育、外国人支援、国際交流

高校生だからこそできる学習支援という形

で小さい子どもたちと関わったり、ボランティ

アとして色々なお手伝いをして、将来のた

めになるように活かしたいと思ったからです。

そして、学習支援をしアウトプットする事で

自分のためにもなると思い、活動を希望し

ました。

(英検)

平日

17:30～19:30

土日

10:00～18:00

A342 R4 〇 R4.12.27 IOさん 10代 女性
モノレール

車
教育、健全育成、国際交流

地域貢献のため、将来自分もこのような活

動を先頭にたってやっていきたいから。

(英検準1級 )

平日

17:30～21:00

土日午前

A343 R4 〇 R5.1.17 THさん 30代 女性
車

モノレール
教育、学術・文化・芸術、まちづくり

地域貢献のため

(運転免許、三線)
平日10:00～16:30

A344 R4 〇 R5.1.28 IAさん 30代 女性 車
社会福祉一般、災害時の救援

国際交流

コロナ禍で困っている人や地域貢献のため

に何かしたい。また那覇市民協働大学の

講座を受講し、ボランティア活動をしたいと

思った。(英検2級)

土日

平日19時～21時

A345 R4 ## R5.1.31 MSさん 30代 女性 徒歩 まちづくり、子育て

新聞で昭和漫画館の記事をよみ昔から漫

画も好きなので興味を持ちました(ハンドメ

イド)

M33.1.0

A346 R4 ## R5.2.1 NMさん 50代 女性 車
子育て、学術・文化・芸術

児童・母子福祉

時間の余裕ができたので

(調理師免許、三線)
都度相談

A347 R4 〇 R5.2.19 SNさん 50代 女性
車,バス

モノレール

環境保護・動物愛護、公害・エネルギー

まちづくり

時間に余裕があり、地域貢献のため

(運転免許)
日　適宜相談



A348 R4 ## R5.2.20 HMさん 50代 女性

二輪車、

バス

モノレール

子育て、教育、児童・母子福祉

那覇市へ転入して浅いので地域と関わり

たい

(保育士、料理)

空いてる時間に

A349 R4 〇 R5.2.22 MCさん 30代 女性 モノレール 健全育成、環境保全・動物愛護
興味があったため

(幼稚園教諭免許)
土日午前

A350 R4 〇 R5.2.22 KMさん 30代 女性 車 学術・文化・芸術

音楽を通して、地域社会の貢献に繋がる

ことを目標としているため、このデータバンク

にも登録させていただきました。

(中・高教員免許 音楽)

応相談

A351 R4 ## R5.2.22 NHさん 60代 女性 モノレール 健全育成、まちづくり、食料配布
社会への貢献、困っている人への支援

(保育士)
日曜日(月2～3回)　　

A352 R4 〇 R5.2.28 TRさん 20代 女性
車

モノレール
教育、児童・母子福祉、健全育成

将来児童福祉に関する仕事がしたいと考

えている為、学生にうちにさまざまな現場を

見てみたいと思った為。

(英検準２級)

平日9時～18時

(適宜相談等)

土 9時～17時

A353 R4 〇 R5.3.2 AH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

人権擁護・平和推進

自身の視野を広げたいため

(高校教諭免許 公民)
土日

A354 R4 〇 R5.3.6 TYさん 20代 男性 車 まちづくり

社会貢献に興味があるから。

多くの人との関わりの中で、自分を成長さ

せたいから。

土曜日

A356 R4 〇 R5.3.7 AAさん 20代 女性 車 スポーツ

地域貢献のため。

バスケが好きで、教えたいと考えていたた

め。

適宜相談

A357 R4 ## R5.3.8 TTさん 10代 男性 その他 教育、健全育成

私が育った環境やいじめを経験して苦しい

時期を過ごしていました。その中で同じよう

な悩みを持つ子供たちをサポートしたいと

思った。また自分たちで団体を立ち上げて

活動していきたいと思った

M33.1.0

A358 R4 ## R5.3.8 TNさん 20代 女性 その他 教育、健全育成

私の周りにいろいろな問題を持っている方

がいて、自分たちでどうにかして助ける、問

題を改善することはできないか？そして見て

見ぬふりをしたかったので家族で活動してい

こうと決めました。

M33.1.0

A359 R4 ## R5.3.8 KNさん 20代 女性 M33.1.0 児童母子福祉、保健医療、健全育成
3月11日～

4月いつでもOK

A360 R4 〇 R5.3.11 EMさん 20代 女性 モノレール 教育、まちづくり、公害・エネルギー

高校生の時に部活に入ったことがきっかけ

で、｢人の役に立つことをしたい｣という気持

ちが強く芽生え、学生時代はボランティア

活動によく参加していました。しかし、社会

人になってからコロナの流行もあり、ボラン

ティア活動に遠のいてしまっていたので、コロ

ナも落ち着いてきた現在、またボランティア

活動に参加したいと思っています。

土日

A361 R4 〇 R5.3.14 YYさん 10代 女性 モノレール 健全育成、まちづくり、公害・エネルギー
もともとボランティア活動に興味があり、参

加したいと思ったから。
土日

A362 R4 〇 R5.3.18 MAさん 30代 女性 車
児童・母子福祉、障がい者(児)福祉

健全育成
誰かの役に立つことをしたいため 土日午後

A363 R4 〇 R5.3.25 MYさん 30代 男性 その他
情報化社会・科学技術の発展、

職業能力の開発など

プロボノ活動を通して、自分のできる範囲

で地域貢献をしていきたいと考えたため

平日：基本夜で適

宜相談

土日：日中

A364 R4 〇 R5.3.28 KTさん 50代 男性 二輪車 健康づくり、保健・医療・福祉、まちづくり

那覇市の地域包括ケアや防災活動におけ

る地域づくり、仲間づくり、コミニティ形成、

多様なイベント参加で協働の一助になる

べく地域活動や社会貢献に楽しく尽力し

ます。

平日14時-21時、

土日午後、※事前

相談希望



A365 R4 〇 R5.3.29 HMさん 30代 女性
車

モノレール
外国人支援、国際交流

外国のルーツを持つ子ども達の学びと未来

のために出来る事が何か一つでもあればと

思い応募しています。

適宜相談

A366 R4 〇 R5.3.30 IYさん 30代 男性
二輪車

モノレール
まちづくり、学術・文化・芸術 誰かのためになりたいため 適宜相談


