
No. 得意ボラ 内容と条件

1 体操系/運転 バスケットボール、剣道、ヨガ、自動車運転

24 体操系 障がい者スポーツ指導員初級

30 体操系 ソフトテニス・ファミリーテニスの指導

154 体操系 健康運動指導士、スポーツプログラマー

162 体操系 初級障がい者スポーツ指導員

187 体操系 障がい者ダーツ（シニアダーツ）体験

192 体操系 ちゅうりっぷ体操指導１５分程度

288 体操系
シニアヨガの指導（固定日不可）。椅子に座っての体験のため、しっかりとした椅子
（背もたれが動かないもの）が必要。交通費あれば尚可

302 体操系 障がい者スポーツ初級指導員

308 体操系 ヨガ体験　交通費：あれば尚可

232 指導等/語学 子ども向け英語指導、一般英会話

5 指導等 スポーツ指導員、水泳指導

7 指導等 調理師、華道、書道

56 指導等 習字の指導（師範）子どもから大人まで幅広く指導していきたい

69 指導等 書道の指導

114 指導等 折り紙指導、手芸や編物の指導

150 指導等 華道

175 指導等
手芸（チャーム作り手芸、着物布で作る小物、つるし雛等）の指導　交通費：あれば
尚可　その他：材料費の負担が必要、駐車場あれば尚可

178 指導等 手芸の指導

200 指導等 環境学博士　環境に関する教育

210 指導等 パン作り、お菓子作り、ブレットライセンス、華道師範

226 指導等 健康体操の指導。交通費あれば尚可

227 指導等 健康体操の指導、脳トレ動画・プリントの作成　交通費あれば尚可

263 指導等 将棋の指導（子どもを対象に将棋を教えるボランティア活動中）

265 指導等 メイクの指導・施術、書道のお手伝い(場所によっては交通費希望)

425 指導等 書道

468 指導等 手縫いの小物づくり

得意ボランティア（個人）一覧（令和４年５月１３日現在）



No. 得意ボラ 内容と条件

305 語学/指導等 英語・フランス語の通訳。指導

275 語学 英会話

306 語学 日本語教育資格

315 語学 韓国語、ハングルの通訳　交通費：西新井近辺であれば不要

332 語学 中国語での日常会話（中国語検定５級）

362 語学 中国語

488 語学 韓国語での日常会話

29 演芸等/その他
自作歌の披露
包丁研ぎ

22 演芸等
二胡による歌の伴奏40～45分程度。演奏披露ではありません。歌詞カードの印刷が必
要

31 演芸等 合唱（童謡、唱歌等）を一緒に楽しむ、ピアノ演奏披露。伴奏も可

35 演芸等 唄の披露

37 演芸等 フラダンスの披露30分程度

46 演芸等 漫談披露。仲間と共に活動する事も可能（手品等）。交通費あれば尚可、駐車場必要

48 演芸等
落語の披露１５分～６０分程度（複数名で行う事も可能）、アコーディオン漫談（他
メンバーへの依頼）。活動日の１カ月以上前の依頼が必要

52 演芸等
司会、手品披露、セミナー講師、落語、大神楽、バルーン、腹話術、バイオリニスト
の仲間とコラボレーションも可能。プロとして活躍中。交通費希望

53 演芸等 バイオリンの披露。プロとして活動中。

83 演芸等 手品の披露60分程度

87 演芸等 歌の披露

90 演芸等 ピアノ、バイオリン伴奏

104 演芸等
和太鼓、キーボードに合わせて歌を唄ったり（懐メロ、童謡、叙情歌等）体を動かし
たりする。

105 演芸等 ガマの油売り口上披露

112 演芸等 カラオケ披露（唱歌、童謡、歌謡曲、懐メロ）

113 演芸等 落語の披露。時間によって複数名で行う事も可能。活動日：平日　日中

128 演芸等 手品、腹話術、剣舞、詩吟の披露が可能

131 演芸等
３～６名での二胡の演奏（ジブリやディズニー、童謡、季節の歌等）歌の伴奏も可。
土曜日のみ。交通費必要（区外のメンバーもいる）

138 演芸等
手裏剣ワークショップの提供

142 演芸等 お花・盆手前

149 演芸等
尺八・篠笛の披露、民謡の披露、物真似(三波春夫）の披露　その他メンバーも参加可
能
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158 演芸等 ピアノ演奏披露、キーボードでも可。

161 演芸等
フラダンスの披露３０分程度（1～１０名）控室とＣＤデッキ必要、活動可能曜日第
２・４木曜日、金曜日以外

164 演芸等
落語の披露　時間によって複数名で行う事も可能　台とその上に乗せる座布団が必要
ラジカセがあれば尚可　活動可能日：土日祝日又は平日１８時以降　交通費支給希望

166 演芸等
テーブルマジック（トランプ、リング等）やステージマジック30分程度。交通費必
要。遠方地の場合は駐車場必要。司会進行は依頼者で行っていただきたい。

170 演芸等 フラダンスの披露

195 演芸等
ギター弾き語り（中島みゆき、荒井ゆみ、坂本九　など）３０～４０分程度。交通費
あれば尚可

201 演芸等 手品披露６０分程度。駐車場必要、控室とＣＤデッキ、マイク必要

202 演芸等
寅さんの物真似（歌、啖呵売）、バルーンアート、腹話術、10～15分程度　活動可能
日：第２、最終日曜日、及び毎月１０日は活動不可　交通費必要（駐車場があれば不
要）　控室と出来ればピンマイク（難しければハンドマイクも可）、ＣＤデッキ必要

203 演芸等 ドラム演奏。楽器の持参は不可

216 演芸等 大正琴の披露。交通費は不要だが駐車場が必要

224 演芸等 障がい者プロレスの披露

228 演芸等
マジックショー、のこぎり演奏を中心に60分程度（時間は相談に応じる）、どじょう
すくい。駐車場2台必要（コンビの活動の為）

229 演芸等
子ども達によるカンフーアクション（立ち回り、バク転、板の試し割等）の披露。活
動日：土、日曜日。駐車場あれば尚可。活動者の子どもの保護者の鑑賞あり

230 演芸等
オカリナ演奏（季節の歌等の伴奏可能）全３０分程度。歌詞カード（事前に曲名はお
伝えします）の印刷が必要

233 演芸等 トランペットの披露

236 演芸等

歌の披露（昭和歌謡、演歌、童謡、叙情歌）45～60分程度　軽く体を動かしたり、一
緒に歌う事も可能※フラダンスとの共演も相談可　活動可能日：平日（土日祝日の場
合は早めにご依頼いただければ相談可能）交通費支給希望　その他：マイクは持参
アンプはご用意いただきたい

237 演芸等 ギターの弾き語り（依頼者の希望によってジャンルは相談可）交通費あれば尚可

241 演芸等 ベリーダンス

281 演芸等
マジック(15分）と腹話術(10分）の披露。マイク、背もたれのある椅子、マイクスタ
ンド、控室が必要

303 演芸等
ピアノの披露30分程度（電子ピアノでも可）。琴の披露30分程度　琴は活動先でご用
意いただきたい

339 演芸等 歌

400 演芸等 オカリナ演奏

415 演芸等 ハーモニカ演奏、マジック披露、手作りゲーム、歌、紙芝居（手作り）

417 演芸等 紙芝居

418 演芸等 親子3世代でのバンド活動・子どもたちのみのバンド活動（ギター・ピアノ）

420 演芸等 エレクトーン演奏、音楽レクリエーション

424 演芸等 腹話術30～40分程度の披露
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446 演芸等 ピアノ

465 演芸等 ギター、カホンを使った活動

476 演芸等 幅広い世代の曲の提供が可能。作曲活動も可能

81 運転 大型含む

422 運転 要相談

444 運転 要相談

487 運転 要相談

491 運転 要相談

513 運転 フォークリフト免許所持

18 その他 レタリング（看板等の作成）

23 その他 美容師

92 その他 ミシンを使用した活動

145 その他 製図

163 その他 本修理、おもちゃ修理、電子工作・修理

289 その他 ボランティアに関するチラシ、ポスター作製

307 その他 アナウンス・司会の提供

365 その他 着付け

406 その他 看板作成、レタリング

423 その他 着ぐるみを通してのイベント支援、オリジナルヒーローでの清掃活動

447 指導等/体操系 着付け指導、ラジオ体操指導

450 指導等/体操系
高齢者向けの体操や指体操、折り紙、染め絵、ちぎり絵の指南役が可能。各30～60分
程度。ホワイトボード必要。

497 指導等/語学/IT系日本語の指導、excelやword・パソコン操作等の指導

501 指導等/語学/IT系学習指導や言語指導、簡単な英語通訳、スマホやパソコンの基本操作

293 指導等/運転 着付け・フラワーアレンジメント・裁縫、自動車運転

346 指導等/IT系 Word・Excel・PowerPointの基本を教える、ギターを教える

71 指導等
パソコン・絵手紙・華道・フラワーアレンジメント　パソコン操作補助（エクセル、
ワード）　平日不可

122 指導等 折り紙講師認定資格保有

151 指導等
記者活動25年の経験を活かした、児童を対象に取材体験文章スキル、コミュニケー
ションスキルの提供
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324 指導等 将棋のお相手、指導　アマ3段

338 指導等 金属工芸のワークショップ開催、ジュエリーアクセサリー制作

371 指導等 英語（中学生レベルのもの）、税金に関すること

382 指導等 キャリアカウンセラー

388 指導等 筆文字、料理、音楽

389 指導等
アロマコーディネーターインストラクター、タッチングケアセラピスト、ベビーマッ
サージインストラクター

458 指導等 英語

469 指導等 アロマの知識や楽しみ方のレクチャー、日曜の午前～お昼くらいまでの時間で活動

252 指導等/その他
編み物・裁縫、折り紙、牛乳パック工作、囲碁(初心者のみ)の指導。手話あそびの提
供。着付け

212 指導等 パソコン指導

512 語学/IT系 英会話、簡単なWEBページの作成

91 演芸等/体操等 フルート、ウクレレ披露、キッズヨガ、シニアヨガ指導

205 演芸等/体操等
薩摩琵琶の演奏６０分程度（２曲程度演奏。楽器の説明等）依頼によって曲目の調整
が可能。活動可能日：土・日・祝日、ヨガの指導

74 演芸等/指導等
バルーンアート(一緒に作る、遊ぶ)、竹DEリズム(一緒に竹でリズムをとって歌う)、
玉すだれ等の披露　※バルーンアートの場合は依頼者負担　竹細工体験　交通費要相
談

86 演芸等/指導等
ハーモニカの披露
歌で手遊び、お手玉体操

159 演芸等/指導等 ギター、ピアノ演奏披露（ピアノ必要）、切り絵披露（はさみ、用紙等依頼者用意）

225 演芸等/指導等
手品の披露、ジャグリング、けん玉の披露が可能。教えることも可能。出来れば交通
費支給希望

445 演芸等/指導等 読み聞かせ・NPO法人「絵本で子育て」センター所属の絵本講師

453 演芸等/指導等
ピアノ
工作（折り紙、アクセサリー作り（レジン））

115 演芸等/指導等 ウクレレ・三味線演奏・歌３０分程度、イラスト・似顔絵(受賞歴有)

126 演芸等/語学 ギター演奏+弾き語り、唱歌、昭和歌謡　交通費必要。英会話

507 演芸等 バイオリンの演奏

68 演芸等/その他 民謡の披露、美容師

197 演芸等/その他
日本舞踊、社交ダンス披露（２０～３０分程度）、カラオケ披露（２０～３０分程
度）ＣＤプレイヤー、控室必須。マイクがあれば尚可　着物の着付け（着付け準師
範）　どちらも月火水活動可能　交通費必要（綾瀬近辺であれば不要）

32 演芸等/指導等
テーブルマジックやバルーンアートの披露　平日～土曜日AM、日曜日は終日可能　バ
ルーンアートの体験も希望する場合、バルーンは依頼者用意（100本1500円程度）　手
品・将棋・バルーンアートの指導

483 演芸等/指導等 歌の披露。ジャンル・世代問わず対応可能（マイク必要）。パソコン・スマホの指導

34 演芸等 よさこいソーラン
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235 演芸等 吹奏楽の演奏　基本平日に活動可能　その他の場合は要相談

47 演芸/その他
ピアノ演奏披露、伴奏も可能。ピアノが必要。キーボードでも活動可能。折り紙・読
み聞かせのワークショップ

141 運転 AT限定　要相談

147 運転 元送迎ドライバー　フォークリフト免許

390 運転 大型2種免許

402 運転 大型2種免許、ヘルパー2級

413 IT系/指導等 パソコン指導、英語指導

85 IT系 オンライン補助

140 IT系 IT全般のお手伝い

176 IT系
Adobe,Photoshop+Illustratorを使用する活動であれば相談可能、写真編集・プリン
ト、音楽（LPやテープからデジタル化、CD作成）

257 IT系 ｐｃ作業全般。綾瀬・北千住近辺

270 IT系 プログラミング・アプリ作成

310 IT系 Word・Excel・ＳＮＳ使用方法の指導

333 IT系 パソコン

350 IT系 パソコン

511 IT系 Excel、Word、PowerPointの指導

471 IT系 webサイト制作、webマーケティング


