
【人材データバンク ボランティア紹介依頼団体 名簿 B 】

R5.3.4 現時点67団体

※申請年月日は、簡易登録・登録申請日のいずれか早い日付

No.
WE

B
本登録

登録

年度
申請年月日 団体名（企業名） HP（URL) 団体の活動内容 活動日時・期間 活動場所

B1 〇 H30 H30.9.14 サンライズマーケット実行委員会

サンライズなは商店街における、地域お

こしを目的としたマルシェイベント開催の

補助

平成30年10月7日

平成30年11月4日

平成30年12月9日

7:00～18：00

B2 〇 H30 ###### 城東小学校区未来わくわく会

交通通立哨(児童を対象にしたハロウィ

ンのイベントにおいて、通りに面した事業

所を移動する児童の交通安全を確保

する。)

平成30年10月31日

15:30～17：30

B3 〇 H30 H31.2.9 那覇市地域包括支援センター新都心 ラジオ体操講師

平成31年3月1日

平成31年3月29日

17:30～17：45

B4 〇 H30 H31.2.13 曙小学校区まちづくり協議会

いきいき百歳体操リーダーやちゃーがん

じゅう体操を指導してくれる方。月1回

でもいいので、一緒に教室運営を手

伝ってほしいです。

平成31年4月1日～

B5 〇 H31 H31.4.4 生活の発見会

「心の健康セミナー㏌ 沖縄」講演会へ

ご参加される方々への駐車場ご案内1

名（基本的には周辺パーキングへ誘導

建物入り口（Aコア）で、Bコア入り口

へ誘導

令和元年5月12日

13:00～15:00

B6 〇 H31 H31.4.22 那覇市立大道小学校
三振クラブ活動時の児童への指導

（小4～6年）

平成31年5月13日

14:45～15：30

令和2年2月10日

14:45～15:30

B7 〇 H31 R1.7.12 那覇市第一民生委員・児童委員協議会

安謝小学校学習センターで夏休みに

開催する子ども教室での見守り支援。

小学校1年から6年を対象で30名程度

平成31年7月23日

9:15～11：45

平成31年8月2日

9:15～11:45

B8 〇 R1 R1.8.6 真地小学校

真地小学校運動会に使用するエイサー

衣装（サージ・帯）の制作。ミシンで端

処理（直線縫い）

令和元年8月22.23日

13:30～16:30

B9 〇 R1 R1.10.4 小規模多機能ホーム安岡

認知症を伴う高齢者介護施設におい

て

傾聴ボランティア

お話相手

B10 〇 〇 R1 R1.11.7 那覇市協働によるまちづくり推進協議会
2.社会教育、7.環境保全

13.子どもの健全育成
昼間で特定日、特定時間のみ 市内一部

B11 〇 R1 R2.2.4 那覇市立城北中学校 7.環境保全、20.その他 昼間で特定日、特定時間のみ 市内一部

B12 〇 R1 R2.3.24 なはっ子児童クラブ 13.子どもの健全育成 昼間で特定日、特定時間のみ 市内一部

B13 〇 R2 R2.5.16 のびのびひろば 13.子どもの健全育成 その他 市内一部

B14 〇 R2 R2.5.16 ちのしお学童クラブ 13.子どもの健全育成 その他 市内一部

B15 〇 R2 R2.5.16 町の自習室 13.子どもの健全育成 平日の夜間の特定日のみ 市内一部

B16 〇 〇 R2 R2.6.7
ボランティア劇団　うちなー芝居お届け隊

ゆいまーるの会

1.保健・医療・福祉、3.まちづくり、13.

子どもの健全育成
昼間で特定日、特定時間のみ 市内一部

B17 〇 R2 R2.6.12 あけぼのほのぼの会（ほのぼのカフェ）

2.社会教育、3.まちづくり、9.地域安

全、13.子どもの健全育成、19.活動

団体の運営・活動に関する連絡・助

言・援助

土曜日曜祝日の昼間で特定

日、特定時間のみ
市内一部

B18 〇 R2 R2.9.14 首里赤田町自治会 草木の剪定 首里赤田町

B19 〇 R2 R2.9.17 ピィパーズを生かす会
ピィパーズを活用した壁面緑化推進活

動

毎週最終水曜日

10:00～12:00

那覇市役所本

庁舎屋上

B20 〇 〇 R2 R2.9.18 沖縄県life倶楽部協同組合 saumiu4.wixsite.com 少子化対策、婚活応援事業

B21 〇 R2 R2.9.26 ビューローダンケ

10月11日にパレット市民劇場にて、舞

台公演を行います。最大来場者数は1

公演100名×3公演＝300名を予定

しております。その際、コロナウイルス感

染拡大防止のため、会場入り口にて運

営スタッフによる検温、消毒、アプリ説

明、客席案内係を配置し、お客さまが

安心して楽しめるよう取り組みたく、ボラ

ンティアの皆様のご協力をお願いしま

す。

10月11日(日)
パレット市民劇

場

B22 〇 R2 R2.9.26 困窮者支援ネットワーク
お弁当の配布

(母子家庭への無料弁当の配布)
毎日夕方

B23 〇 R2 R2.10.4 NPO法人　フードバンク2h沖縄 月・金・日　土日はイベント 県内各地



B24 〇 R2 R2.10.15 那覇市地域包括支援センター松川 ラジオ体操、三線 大道森公園

B25 〇 R2 R2.10.20 一般社団法人 沖縄命の電話

沖縄の明るい未来のために沖縄は貧困

問題、低学力、低賃金、失業率、離

婚率など全国でもワースト1を数多く記

録するほど、山積みする社会問題を抱

えている県です。コロナ禍は追い打ちを

かけています。自殺を考える人も急増す

ることでしょう。彼らの力になりたい。そん

な思いを持った皆で「一般社団法人沖

縄命の電話」は立ち上がりました。沖縄

の明るい未来を見据えた同会をご支援

いただけませんか？

B26 〇 R2 R2.10.22 ランゲージラボ　泉崎児童クラブ
子供が好きで、学習支援や一緒に活

動してくれる方

小学校下校時間〔14：50～

18：30〕

B27 〇 R2 R2.11.17 ゆいまーるひろば
https://www.instagram.

com/yui_maru_hiroba

食事提供、食育イベント、勉強、遊び

スペース提供
第4土曜日予定(変更有)

B28 〇 R2 R2.12.11 公益社団法人　那覇市母子寡婦福祉会
https://www.nahaboshi.

org

B29 〇 R2 R2.12.16 那覇市仲井真小学校区まちづくり協議会

地域の情報の収集、発信の役割を担

い地域の課題を共有し、安心・安全な

まちづくりに貢献します。また、地域の活

性化に資する世代間交流など、文化

活動への取り組みを通して、文化的な

まちづくりを推進するために、協議会の

Facebookの作り方を教えてくれる人を

募集します。

仲井真小学校

区内

B30 〇 R2 R2.12.24 新都心安全なまちをつくる会 防犯意識の高揚に関する活動、

防犯パトロール不定期

(18:00～20:00)

年末美化清掃12月第3土曜日

(7:30～20:00)

銘苅、おもろま

ち、安謝、天久

B31 〇 R2 R3.1.13 首里中学校PTA

・学習支援

国語・数学・英語・理科・社会のいずれ

か

（教科問わず見守りでもかまわないとの

こと）

　・対象生徒

首里中学校３年生の20人程

度

（比較的学習に遅れのある生

徒。

受験対策ではなく、基礎的学

習）

　・日時

1月25日(月)～2月26日(金)

の5週間

16：30～18：00

月・水・金か火・木のいずれか

首里中学校

ふれあいルーム

B32 〇 R2 R3.1.16
特定非営利活動法人　おきにゃあわんネッ

トワーク
https://okinyaawan.net 動物愛護

水曜、イベント時

令和3年2月～2ヶ月毎に更新

愛護管理セン

ター、公園等

B33 〇 R2 R3.1.18 那覇市城東小学校区まちづくり協議会

まちづくり、環境美化活動、ハロウィン、

イルミネーション、広報紙の作成、防災

事業等

令和3年1月30日（土）・31

日（日）

9時～13時

城東小学校

正面側駐車場

B34 〇 R2 R3.2.2 お手を拝借プロジェクト

http://www-

instagram.com/otewohaishaku

okinawa/

クリーン活動 通年
随時必要な場

所にて活動

B35 〇 R2 R3.2.2 フォト＆クリーン　なちゅら
https://www.instagram.com/p

hotoandclean.nachura/
環境保全

那覇市小禄～

宇栄原周辺

B36 〇 R2 R3.2.25 学生団体VONS

【目的】学生が主体となり、生活に困っ

ている方々のために地域の方々から食

糧寄付を募り、集めた食糧品を再分配

している団体に贈呈します。【活動内

容】・食糧品の受け取り、消毒、仕分

け、食糧品の個数を数える

不定期

那覇市内、外の

ショッピングセン

ターや協働プラザ

B37 〇 R3 R3.5.19 那覇市立　松川小学校 小学校　水泳指導者

6月21日（月）～7月

12(月）

1日1時間

松川小学校

プール

B38 〇 R3 R3.6.1 子どもの居場所こばんち

https://l.facebook.com/l.php?

u=https%3A%2F%2Ffb.me%2

Fkodoiba2020&h=AT1DS6FGg

CaCwqpFwQf_QUdrkIl43gxAvr

ECzqQoWZ_Jvar6lvUmtpmz44

WDey9upXanyn0FPRyUixJIO6

TjaapVxfD7SAT34bc1jxV7Twl

mxJFWxdb4KF8aSVt2MVGpW

Uxtpv5hjHM

調理補助・運営準備・子どもの遊び相

手など

第2、第4金曜日13～19時

（の間で都合の良い時間）

那覇市古波蔵

2-15-12

B39 〇 R3 R3.6.22 にじの森文庫 学習支援、調理ボランティア

毎週水曜日18:00～20:00

(学習）

毎週日曜日10:00～18:00

(学習、調理）

那覇市松川

275-4 DEFY

南西 102

B40 〇 R3 R3.7.16 那覇市教育委員会 市民スポーツ課 学校体育施設開放管理指導 募集 週6日 19:15～21:45 城北中学校

B41 〇 R3 R3.9.9 教育相談課 学校教育相談員の募集 週4日(原則午前中) 市内小中学校

https://www.instagram.com/yui_maru_hiroba
https://www.instagram.com/yui_maru_hiroba
https://www.nahaboshi.org/
https://www.nahaboshi.org/


B42 〇 R3 R3.10.19 那覇市立首里中学校

中学校三年生を対象にした地域人材

による学習支援を行うボランティアを募

集

月・水・金 16時～
首里中学校会

議室、理科室

B43 〇 R3 R3.10.27 若狭公民館

10/29(金)19:00～20:00に開催す

るうみそら上映会in若狭の運営ボラン

ティア募集について

B44 〇 R3 R3.11.2 子どもと地域をつなぐサポートセンター糸

松川・繁多川子どもの居場所応援フェ

スタでの、イベントの受付(体温チェック・

お菓子の受渡など)、各ブースのお手伝

い、イベント終了後の片づけ、周辺清

掃など

2021年11月14日

14時から17時半

首里城下町クリニック

第2 駐車場　 那覇

市繁多川3丁目5－

18-4

B45 〇 R3 R3.11.6 女性を元気にする会
食品仕分け(世帯ごとに支援いただいた

食品をわける)
週2～3回 所在地

B46 〇 R3 R3.11.11 小学生ゆいまーる塾　よぎ・なかいま

現在、小2 1名、小3 3名、小4 2名、

小5 3名(合計9名)に対し学習支援・

居場所づくりを二人の大学生とともに

行っている。

来年度からの運営者を募集

毎週月・金

午後4時～午後6時

那覇市与儀1-

15-10(八三会

館)

B47 〇 R3 R3.11.15
有限会社　シルバーケア夢　グループホーム　サ

ンサン丸
ウクレレボランティア 要相談

グループホーム　サ

ンサン丸

B48 〇 R3 R3.12.10 城北子ども教室
子ども教室に於いて、三線指導及び、

文化歴史散策
不定期 城北小学校

B49 〇 R3 R3.12.16
特定非営利活動法人ワーカーズコープ沖縄　じ

どうくらぶKANASA

学童クラブでの子どもに対する支援

（遊び、勉強、見守り等）
平日15～18時、土曜日9～17時の間で都合のよい時間（日曜日、祝日は休み）

じどうくらぶ

KANASA（那覇

市首里石嶺町2-

143-5　平敷氏邸

1階）

B50 〇 R3 R3.12.17 NPO法人　沖縄国際人材支援センター https://www.iresco-gores.com
国際交流チャリティーイベントの企画・運

営
2021/12月～2022/7月頃 自由

B51 〇 R3 R3.12.23 Welfare innovation society&Happiness
清掃活動をします。困っている人たちに

サポートしていきたいです。
不定期 那覇市

B52 〇 R3 R4.1.8 ビブリオサポートいずみ

いただいた本・その他資料の補修・ブック

コーティング作業　イベントの手伝い

（準備・片付け・来場者対応）　その

他

●基本毎月第1・第3土曜日

午前中10：00～12：00

●第2金曜日

午後14:00～16：00

その他イベントのある時

繁多川公民館

那覇市包括支援

センター繁多川　そ

の他イベントによる

B53 〇 R3 R4.3.8 沖縄DEAFシーサー
https://www.facebook.com/

ODS2020
ボランティア活動 2022年4月3日 9時～12時

波の上ビーチ(辻

側)

B54 〇 R4 R4.4.11 こども広場トントン

那覇市社会福祉協議会から物品を移

動(車にて)、物品仕分け(2~3人)*運

搬、仕分けどちらかのみでもOK

第2金曜日の午後(3時間程度) 代表者宅(長田)

B55 〇 R4 R4.4.12 沖縄自然環境ファンクラブ

●HP：

http://minminmin.sunnyday.jp

/

●FB:

ｍ.facebook.com/3in3in/?local

e2=ja_JP

イベント時のサポート、運営と活動 末吉公園

B56 〇 R4 R4.4.26 那覇新都心ゆいスポーツ・文化クラブ

三線指導(週1回 夕方)

書道指導(週1回 夕方)

バドミントン(週1,2回 夕方)*決まった

サッカー(週1,2回 夕方)

16:30、17:00～18:00頃

三線指導(週1回 夕方)

書道指導(週1回 夕方)

バドミントン(週1,2回 夕方)

サッカー(週1,2回 夕方)

銘苅小学校地域

連携室、運動場、

体育館

B57 〇 R4 R4.5.30 子どもの居場所アップ LINE:＠８１２ｐｇｇｃｋ 調理・子供の見守り・学習支援 他

●居場所：毎月第3日曜日

調理9：00～ 見守り10：

00~

●学習支援：毎週火曜日

15：00～18：00

那覇市末吉市営

住宅自治会集会

所

B58 〇 R4 R4.6.20 国場児童館 母親クラブ
保護者と地域が一緒に創る、中学生の

学習支援事業

7月21日～8月25日の週１回

から可

毎週火曜・土曜

19時～21時

那覇市人材育成

支援センターまーい

まーいNaha

国場児童館

B59 〇 R4 R4.7.14 有限会社　エヌ・ユー・エス http://www.nus21.com
脳科学者 茂木健一郎先生の講演、ダ

ンスパフォーマンスの会場スタッフ募集

2022/8/17(水)

PM15:00～PM22:00

*お弁当支給あり

那覇市文化芸術

劇場なはーと 大劇

場

B60 〇 R4 R4.8.4 那覇市立識名小学校

http://cms.nahaken-

okn.ed.jp/sikin-

es/index.php?page_id=0

小学生（おもに４～６年）算数・国

語の学習支援

①令和４年９月１日～令和

４年10月６日　毎週水曜　8

時15分～12時15分

②令和４年９月１日～令和

４年10月６日　月、火、木、

金　13時30分～15時30分

（可能な曜日のみ）

那覇市立識名小

B61 〇 R4 R4.8.10 にぬふぁぶし

学習支援ボランティア・調理に興味ある

方
毎週水曜日

17時スタート
泊3-12-1

B62 〇 R4 R4.9.27 多文化ネットワークfuふ！沖縄
文化交流会運営サポート、着付け体

験サポート

2022年10月26日

12:00~16:00

那覇市久茂地3-

4-10 3F ゆかるひ

ホール

https://www.facebook.com/ODS2020
https://www.facebook.com/ODS2020


B63 〇 R4 R4.10.8 NPO法人チャリティーサンタ沖縄支部 https://www.charity-santa.com/

事前に2回、サンタ講習会を受講し、ク

リスマスイブの夜、本物のサンタクロースと

して、ご依頼があったごt家庭に訪問す

る。

12月24日(土) 14：00～

21：00

沖縄本島 中部・

中南部・南部

B64 〇 R4 R4.11.8
AIO（Art Initiative Okinawa 実行委員

会）

https://artinokinawa.com /

https://artnaha.okinawa /

12月3日～18日に開催されるART

NAHA（那覇市主催、那覇文化芸術

劇場なはーとxAIO企画・運営）のボラ

ンティアを募集しています。

「 ART NAHA 」では、開催前～会期

中の運営をサポートするボランティアス

タッフの募集に伴い、説明会を開催いた

します。説明会では「ART NAHA」の

開催概要や各プロジェクトの紹介、サ

ポートスタッフの仕事内容などを詳しくご

紹介します。サポートといっても、関わり

方や仕事の内容は様々です。15歳以

上(高校生以上)の方であれば、年齢・

職業は問いません。運営スタッフとして

参加希望の方や興味はあるが迷ってい

るという方も、まずはお気軽にご参加くだ

さい。それぞれに合った「ART NAHA 」

との関わり方を見つけていただければ幸

いです。

2022年12月3日~12月18日

那覇文化芸術劇

場なはーと周辺

那覇市内各地

B65 〇 R4 R4.12.12 サンキュウ

子どもたちの見守りや、学習支援を一

緒にできるスタッフを募集しています。

子どもたちと一緒に遊びませんか？

普段は、子どもたちと一緒に公園で遊

んだり、軽食(アイス)を提供しています。

毎週火・木・金曜日

14:00-18:00

サンキュウ敷地内

近隣の公園など

B66 〇 R4 R5.1.4 なは市民協議会

なは市民活動支援センター内の貸事

務所ブースで開館している「naha昭和

漫画図書館」の留守番ボランティア「名

称：ちょいボラ館長」の協力依頼です。

実施は月～日、9:00～20:30頃迄の

任意の２時間程度、実施日、回数、

時間に制限はありませんので、興味のあ

る方はぜひご連絡をお持ちしています。

定例会は第４金曜日

活動は随時

なは市民活動支

援センター 2階

B67 〇 R4 R5.1.31 つながるマーケット実行委員会

毎月第2土曜日につながるマーケットを

開催しており、会場の設営や撤収の作

業、来場者に対しての駐車場の案内、

やぎとのふれあいコーナーの見守り等の

ボランティア募集

◆つながるマーケットとは◆

「つくる人、たべる人、つながる場」をコン

セプトに、生産者と消費者をつなげ、食

に対して考える機会を生み出し、50年

後の未来にも“美味しい”をつなげられる

ようなきっかけ作りができる場

毎月第2土曜日

11:00～15:00

なは市民

協働プラザ１F
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