
子どもたちを支えた学生・社会人ボランティア

《学生ボランティア》

係り 氏　名 ニックネーム 摘要 係り 氏　名 ニックネーム

★ 長谷川 大介 はっせー 安全グループ担当 ★ 松尾 螢 ほたる

池尻 巧 池ちゃん 生活グループ担当 宮内　亮 大将

濱田 るみ子 るん 教育グループ担当 三浦 瞳 ひとみん

赤松 真衣 まいまい 総務グループ担当 及川 皓司 じーこ

馬場 智恵美 ちえみ ボラ研担当 福井 大祐 イデ

★ 木藤 陽介 かぼす 笠行 章夫 おーちゃん

石橋 良祐 りょっけ 澤田 光和 みわ

瀬戸口 はるか かるかん 小林 文 ぶんちゃん

藤川 希 のんちゃん 綱島 さおり つな

野村 恭子 きょん２ 玉山 瑞衣 たま

國松 佳代 かよ 川城 仁美 ひーちゃん

野本 敬太 サンペー ★ 執行 麻里絵 まるえ

畑口 早紀 ぐっち 田原 麻衣 にゃっぴ

★ 濵田　ゆり子 ゆりこ 大野 悠貴 Ｙｏｕ

橋本 真衣 はっすぃ 武井 亮 まこ

佐藤 浩章 ヒロアキ 古井 香苗 かな

定平 真実 まつけん 尾﨑 祥子 ゆたか

浅倉 舞 クロ 久保山 紗樹 くぼちゃん

小川 圭祐 おが 給水係り担当 ★ 櫻井 絵理子 さくら

亀田 仁志 カメパン 給水係り担当 松川 正人 カワちゃん

★ 廣本 祥一 ヒロんぼ １班 鈴木 遼 りょうくん

川岡 由依 えっぐ ２班 横山 加歩 やックル

加藤 勇人 カト男 ３班 吉野 舞 よいこ

天野 紗央里 サリィー ４班 ★ 岩上 明代 あき

柏原 靖文 ヤッピー ５班 鎌倉 勇弥 １１９２

中島 梨奈 コンポタ ６班 坂本 広志 さかもっちゃん

平松 英樹 デッキー ７班 尾西 はるか はるるん

江頭 侑加 えがちゃん ８班 渡辺 千尋 ばな

恒松 耕平 ツネちゃん ９班 川本 幸 ジャズコ

古賀 あゆみ がー子 １０班 ★ 市山 朋枝 いっちー

池田 夏樹 なっつ １１班 中村 賢司 シュンスケ

★ 小島 みなみ タッチ ８班 原 みのり のり

冨安 麻衣子 とみぃ １班 國冨 将平 しょうちゃん

加藤 史恵 カトゥ ２班 山室 芳恵 よっちゃん

宮下 恵子 ケタコ ３班

河田 優希 ぱてぃ ４班

永野 晴香 はるぼう ５班

松田 絵梨佳 ＥＲＩＣ ６班

中島 有加 サザエ ７班

市川 友紀子 ゆっこ ９班

込山 舞子 ごまちゃん １０班

島村 和香 わか １１班

【安全グループ】
セーフティネット

【安全グループ】

救護

【安全グループ】

安全誘導
＆危機管理

団長補佐

【生活グループ】

輸送・生活
＆レク

【生活グループ】

給水

【教育グループ】
班付きリーダー

【総務グループ】

広報
＆記録

【総務グループ】

撮影

学生リーダー補佐

★：係りリーダー

【教育グループ】

班付き安全誘導
兼サブリーダー



《社会人ボランティア》 《本番運営でお世話になった方々》

役割 ニックネーム 青木プロパン(株)

団長 ＫＡＫＩ (有)朝日屋

別働隊リーダー ねぇやん (有)栄和商事

調理担当 シンタ 太田神楽保存会

かじちゃん 尾道冷凍工業(株)

オザワッチ （有）スポーツセラピ田島

すなちゃん (株)大丸日本料理場

なべ (株)西山旅館

わだっち フォトスタジオいしだ

しげ (株)堀田クロス

なっかん 丸芳製パン工場(有)

ねっち ももたに呉服店

ばなな (有)山本建設

尾道高等学校

《撮影アドバイザー》 小川 剛功

ニックネーム 片岡 彰一郎

タナカビデオ ま～く 佐藤 敏章

高尾 勉

《ボランティア研修生》 高橋 武也

名前 学年 高橋 務

大福　隼斗 1 谷前 秀樹

木曽　裕介 1 前田 光輝

原口　大河 2 村上 伸一

松本　鉄朗 1

八木　潤一郎 1

岡田　真奈 1

北森　夕貴 1

坂本　久留美 1

吉岡　真耶 1

吉原　七海 1

式典担当

鍛治川 立章

砂田 佳月

名前

柿本 和彦

柿本 真由美

西山 光夫

ＳＮ補佐

中司 昂廣

吉本 憲令

渡邉 良平

尾道市立高西中学校

別働隊補佐

重廣 孝

山根 秀秋

小澤 隆博

和田 洋一

名前

学校名

田中 真

尾道市立吉和中学校

尾道市立向島中学校

尾道市立向島中学校

尾道市立向島中学校

金光学園中学校

広島県立広島中学校

尾道市立向東中学校

尾道市立吉和中学校

尾道市立向島中学校


