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A003 渡貴子 横浜市戸塚区平戸
相談（可能時
間午前中）

横浜市内全
域

レザークラフト

古くから人々に愛され使われてきた自然素材の皮革で小
物作り（フォトフレーム、コサージュなど）。身の回りにある
もので、お家の人と楽しく作れるものを集めて提案してい
きます。

ハーバルデコアート（流木やハーブ等、自然素材を使ったク
ラフト）2年コース修了。靴作家さんの講座（皮革ブーツ、バ
ブーシュ作成）を受講。

どなたでも参加可能、子育て中のお母様
でも無理なく作れます。

A005 水越正嗣 相模原市 相談
横浜市内全
域

鉛筆画
お子様から熟年の方まで、レベルに合わせて楽しく進め
ます。絵を描く事でものを観察すること、感動をかたちに
することを実感していただきたいと思います。

愛知県立芸術大学デザイン科卒、現在デザイナー（グラ
フィック）プランナーとして活動中、ご近所の方に鉛筆画を教
えております。個展も年1度位。

A006 中嶋 巖 横浜市戸塚区上矢部町 水曜日 戸塚区内 油絵、水彩
個性を発見し、個性を伸ばす指導。第2の人生を見つける
お手伝いをしたい。創造する喜びと生甲斐を感じることを
重点に行なう。

ル・サロン永久会員（フランス美術協会永久会員）、一期会
委員、シェル賞展受賞、毎日現代展入選、ル・サロン展受
賞、神奈川県立近代美術館所蔵

成人10名前後、やる気のある人

A008 安達冨美子 横浜市戸塚区深谷町
いつでも予定
が合えば

戸塚区内、横
浜市内全域

ガラスアクセサリー、
フラワーデザイン、純
銀粘土アクセサリー

ガラスを焼成したオリジナルアクセサリーの制作、展示
会、講習会等を展開。プロ、アマチュアの活動をささえる
指導を心がける。さくらプラザフェスタ、フォーラムまつりに
参加。

カルチャー講師歴35年、外国のアクセサリー会社の専属デ
ザイナーの経験あり。展示会、即売会、体験講習等開催。
三菱マテリアル講師、ガラスアクセサリーの会主宰。他フラ
ワーデザイン、純銀粘土アクセサリー。

成人男女（15才～）1回の人数15人まで

A011 亀谷 進 横浜市戸塚区汲沢町
いつでも予定
が合えば

戸塚中心に
車で30分内

美術
油彩、テンペラ、デジカメ、パソコンによるデジタルアート。
特にフォトイラストレーション（デジタルカメラ＋パソコンソ
フト）を興味ある人に伝えたい。

画歴（無所属）15年。グラフィックデザインとカメラ歴40年 １対１から７、８名

A012
白岩秀勝
(フレンド工
房)

横浜市保土ヶ谷区 平日、日祝
神奈川県内
全域

アート・工作

パステルシャインアート。写真入りキーホルダー作り。モー
ルでかわいい（犬、うさぎ、くま、トナカイ）マスコット作り。
バルーンアート体験教室。ハガキアート（クラフトパンチ
100種)。

日本パステルシャインアート協会（1、マスターインストラク
ター、2、セラピスト）

１名～１００名以上

A013 谷川純子 横浜市 相談
横浜市内全
域

鎌倉彫 伝統工芸の鎌倉彫の彫りを通して教えたい。
老人福祉センター、地区センター等で指導歴15年あります。
鎌倉彫教授連盟教授。

年齢不問男女10人

A014 谷川恭代 横浜市 相談
横浜市内全
域

鎌倉彫

鎌倉彫をより多くに方々に知って頂きたい。高齢の方から
子供まで巾広く体験をして理解して貰いたい。各区の地区
センター、コミュニティに於いて体験、経験をつんで頂いて
楽しんで頂きたい。

鎌倉彫教授連盟に所属。 老若男女、10名前後

A015 田島征生 戸塚区品濃町 随時 横浜市全域
パピエ・コレ
（はり絵）

「みんなでファッション・ショーを開催！」　パピエ・コレ制作
による絵画上でのファッション・ショーを企画。そのための
制作レクチャーの実施。高齢者もおしゃれする気持ちは生
命力。パピエ・コレで街を元気にするきっかけにしたい。

パピエ・コレ（はり絵）によるモード・ファッション画 1

A016 間瀬静江 戸塚区矢部町 要相談 横浜市全域 美術・工芸
日本画講師
初心者にもわかり易くお教え致します。白地・金地などの
色紙に顔彩を使って自分だけの一枚の絵を描きましょう。

日展会員・審査員、新日春展会員
花・鳥・人物などをモチーフに独自の会が世界を探求してい
ます。

１～２０人

A017 古賀ゆかり 戸塚区品濃町 水・金・日曜日 横浜市全域 美術・工芸

身近な材料を使って、はんこ作りやスクラップブッキング、
工作等を楽しみましょう。小学校低学年から高齢者の方ま
で、幅広く楽しんでいただける様に、ご要望に応じて様々
なカリキュラムを組み合わせる事が可能です。

横浜市内での放課後学級、中学校文化祭、地区センター、
老人福祉センターでの指導経験があります。

少人数～30人前後（高齢者）

A018 楠昭 横浜市旭区二俣川 戸塚区内 美術・工芸

きりえの道具は白黒の紙とカッターとマットがあれば誰で
もできます。絵に自信のない方も、カッターで思いがけな
い作品をつくれます。神奈川県きりえ展、日本きりえ展（上
野）他出展。

神奈川県きりえの会会長。
神奈川県きりえ展（年2回）約30年出展。
お茶の間♥楽交で「たのしい切り絵のせかい」開催。

子どもから大人まで　　切り絵の普及

A019 川口整 横浜市鶴見区
月火水木金土
日祝日

神奈川県 絵手紙

体と心の健康を整えるスポーツ！
大切に想う　お世話になった　心残りだ　新たな出会いに
感謝。
颯爽と礼を尽くす
絵手紙は、絵心なくても、気持ちは熱く伝わります。
あなたの絵手紙に敬意を表し、感謝の絵手紙術でサポー
ト！
初回はテーマを決めましょう

資格：日本絵手紙協会公認講師認定・日本ケアフィット認知
症介助士認定
実績：企業人材育成絵手紙研修8年目・品川絵手紙塾15
回・長崎絵手紙塾3年
経歴：設備開発建設現場監督20年・組織変革コンサルタント
＆人材教育講師28年

どなたでも

B001
カルヤニ
（Kalyani)

横浜市旭区 相談
横浜市内全
域

英語で歌おう
／使ってみよう英会
話

アメリカンポップスを題材に発音、基本文法、慣用表現な
どを学びながらかっこ良く歌う技術を身につけます。他に
学校支援や高齢者対象の歌声サロンの指導もしていま
す。明るく楽しいスタイルが持ちあじ、その気にさせるのが
得意。

プロのジャズボーカリスト1990～2000年までNew york在住。

B002 野本久子 横浜市戸塚区秋葉町 第2、４土曜日 戸塚区内 フラダンス
子どもから大人までみんなで楽しく笑顔で踊るフラ。知ら
ない間に元気になります。4回で1曲をマスターしていただ
きます。

フラインストラクター資格あり。秋葉小学校のヨコハマキッズ
クラブで第1、第3金曜日に教えている。他、3つのサークル
を指導。

小学生、中学生、一般の方、親子フラ

B004 小山義和 横浜市戸塚区南舞岡 相談 横浜市内外
ヨーデル歌唱、民族
楽器演奏

アルプスのヨーデル歌唱、ウェスタン系のヨーデル歌唱
（指導含む）。民族楽器（アルプホルン、ミュージックソーな
ど）、オカリナ、バンジョーなど演奏。TVタレントやプロ歌手
にも指導経験があります。

ヨーデルが上達したら一緒にステージに立ちましょう。 ヨーデルをやりたい方ならどなたでも

B005 左貝美穂子 横浜市栄区飯島町 相談
横浜市内全
域

音楽指導
リコーダーやキーボードの指導を行っています。(小さいお
子さんから高齢者まで対象)いろいろな会でのボランティア
演奏も数多く行っています。

(財)音楽文化創造生涯学習音楽指導員。元楽器博物館学
芸員。元高校音楽講師

子供から高齢者まで。個人でもグループ
でも

B007
清水とし子
(國淙)

横浜市戸塚区原宿
水 曜 日 午 後
その他随時

戸塚区内 詩吟

詩吟は正しい姿勢と腹式呼吸法で､大きな声を出すことに
より血液の循環を良くし､老化防止に役立ちます｡又､詩歌
を覚えることにより脳が活性化し､認知症予防の効果があ
ります｡そして先人の残された詩歌からは､生きる事の大
切さや数々の知恵･感動を学ぶ事が出来､和敬友愛の精
神をも培います｡

日本吟心流詩吟國舟会師範｡学ﾅﾋﾞ体験講座講師（戸塚､上
矢部､大正地区ｾﾝﾀｰ)､「小学生詩吟体験講座」を小雀小、
大正小にて開催。

年齢不問、男女、20人

B008 田内和山 横浜市戸塚区矢部町 相談 戸塚区内 尺八

現在、大正地区センターで「和山会」。初心者には尺八の
吹き方と楽理を並行して指導。童謡や歌謡曲等親しみや
すい曲を取り入れています。尺八をお持ちでない方にビ
ニールパイプ製の尺八を貸出します。

都山流尺八の大師範。戸塚区三曲協会会長 老若男女、10人前後

B009 井上道子 横浜市戸塚区原宿 月、金曜日 戸塚区、泉区 カラオケ
正しい発声法（腹式呼吸）で歌う。初めての方でも正しく歌
えるようになります。原宿近辺での活動を希望。

ビクター歌謡音楽教室講師認定（平成7年）、現在横浜市老
人福祉センター講師（平成7年より）

若い方からお年寄りまで。個人、団体ＯＫ

B010 原田美智子 横浜市南区六ツ川 相談
戸塚区内、南
区、港南区な
ど

筝曲、三絃、唄 おこと、三絃による演奏指導
生田流師範、南区で定期演奏会、戸塚三曲会演奏会、イベ
ント、老人ホーム、学校演奏など。

B012 伊丹浩子 鎌倉市大船 相談、夜可
戸塚区内、鎌
倉市・大船

民謡、三味線
小学生から大人まで、日本全国の民謡（唄）を唄う。また
なつかしい歌謡等も練習します。三味線を習いたい方は、
師範の資格がとれるまで指導できます。

藤本流三味線師範 数名、学生（学校OKです）

B013 渡邉玲子 横浜市戸塚区平戸町
相談に応じ､
考慮します｡

横浜市内全
域

独唱またはコーラス

皆さんの前で独唱・ｺｰﾗｽを歌う｡皆さんと一緒に歌ったり、
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを取り楽しい時間を過ごす｡病院(市大病院､
二俣川ｶﾞﾝｾﾝﾀｰ､聖マリ病院､脳血管ｾﾝﾀｰ病院)に行って
30分ほど歌い､皆で10分ほど一緒に歌う｡障害者の作業
所､老人ﾎｰﾑ､ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑなどのｲﾍﾞﾝﾄで歌う｡

音楽大学卒業、オペラ振興会会員、高校音楽教師経験あ
り｡ﾘｻｲﾀﾙ･ｺﾝｻｰﾄ活動､毎年継続中｡海外(ｲｷﾞﾘｽ･ﾄﾞｲﾂ･ﾌｨﾘ
ﾋﾟﾝ)ｺﾝｻｰﾄ活動経験。

B015 宇多村哲郎 横浜市西区東久保町 いつでもOK
その他（どこ
でも）

腹話術

テンポの良い、トークと音楽に乗せてジャグリング・マジッ
ク・バルーンなどのコメディショーを披露します。2007年：
江ノ島パフォーマーライセンス取得　2009年：横浜開国祭
「Y１５０」パフォーマー出演　2011年：イトーヨーカ堂主催
「大道芸コロシアム」グランプリ受賞

江ノ島パフォーマーライセンス 5～300人

B017 真木愛子 横浜市

いつでも

2か月前まで
に予約くださ
い

神奈川県内
全域

腹話術＆歌

腹話術パフォーマンス。（30分）可愛いパペットや本格から
くり腹話術人形が出てきて、子どもから大人まで楽しめま
す。幼稚園・保育園・子ども会・高齢者サロン・高齢者・障
害児福祉施設・落語会の色物、ホテル、お祭り、学校、大
道芸、横浜人形の家あかいくつ劇場、わんぱくホリデイ人
形劇場、テアトルフォンテなど劇場イベントにも多数出演し
ています。

全日本あすなろ腹話術協会師範、腹話術歴18年 10人以上制限なし、未就園児からお年寄
りまで全ての方

B018 水野由佳子 横浜市戸塚区南舞岡 相談
横浜市内全
域

腹話術＆歌
腹話術によるトーク、歌、ピアノ演奏。結婚式その他の司
会etc。デイサービス、有料老人ホーム、保育園、幼稚園、
学校などで実施。

音楽療法士、心理士、教師、経験等は豊富 対象人数は問いません

B019 小原妙子 横浜市戸塚区戸塚町
特に決まって
いない

横浜市内全
域

バリ島民族舞踊

インドネシア、バリ島の民族舞踊を披露、またバリ島の文
化や生活について紹介する。地域のケアプラザ、保育
園、地区センター、子育てサークルで踊りを披露。あまり
観る機会のない分野かと思うので、多くの人に異文化に
触れてほしい。

民族舞踊のため、特に資格はない
舞踊体験は幼児～成人。観賞はどなた
でも可能。

美術・工芸

音楽・舞踊・演芸
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B020 笠松規子 横須賀市不入斗町
月午前、水、
木、金曜日

戸塚区内、横
須賀市

ピアノ、リトミック

リトミック・ピアノ指導。2000年より自宅において音楽教室
を主宰。秋山庄太郎写真芸術館専属コンサートグループ
「おもてなし隊」メンバーで、コンサート活動に従事。教会
オルガン奉仕活動。

河合音楽教室講師経験あり。全日本ピアノ指導者協会指導
会員、日本ジャック＝ダルクローズ協会国際免許エレメンタ
リー取得試験合格（即興、リトミック、ソルフェージュ）。作曲・
編曲を中村由利子氏、オルガンを飯沼彩、小野田未奈各
氏、ピアノを三宅洋一郎、北原葉子、井上真紀子各氏に師
事。

出張レッスン可

B022 渡邉 勉 横浜市戸塚区名瀬町
土日、平日要
相談

戸塚区内 腹話術・似顔絵
①腹話術の楽しさを子供とか老人に伝えていきたい。②
似顔絵は描かれてうれしくなる絵を目指しています。

日本腹話術師協会「世界の祭典」に出場。鎌倉「かっぱ絵コ
ンクール」にて最優賞を受賞。

B023 佐藤良美
横浜市保土ヶ谷区境木
本町

相談
土曜日不可

横浜市内全
域

ピアノ独奏
クラッシック・ロマン派のミニコンサートから本格的なコン
サートまでできます。伴奏は不可

国内・海外でリサイタル開催
武蔵野音楽大学ピアノ科卒業

何人の前でも可能。（ピアノが必要。電子
ピアノ、キーボード不可）

B024 水澤真澄 横浜市戸塚区南舞岡
事前にわかれ
ばいつでも

横浜市内全
域

ヴァイオリン・ハーディ
ングヴァイオリン演奏

ヴァイオリン・ハーディングヴァイオリン演奏
横浜市を中心にソロの演奏をしたり、合奏団と一緒にコン
サートを行っている。地域の人々と音楽を通して交わり、
喜んでいただけることを目標としている。

大学院修了、中・高教職免許。ヴァイオリン・合奏指導。 子どもから高齢者まで。100名程度まで。

B025 富志乃清愁 横浜市戸塚区品濃町 応相談 戸塚区内 地歌・生田流箏曲
生田流箏曲演奏、指導
ワークショップ
http://shinonokai.com

生田流箏曲・三絃師範 ワークショップは20人までですが、応相談

B026 東嶋裕子 横浜市戸塚区平戸 月火金 横浜市内 声楽　コーラス 声楽（オペラ、歌曲等）演奏、歌唱指導
マンマヴォーチェ、東久留米児童合唱団指導者、星めぐりの
会ボイストレーナー、二期会会員、（元）新国立劇場合唱メ
ンバー、元東京福祉大学講師

誰でも3歳～　５人～30人

B027 東嶋正彦 横浜市戸塚区平戸 月火水土日 横浜市内 声楽 音楽、合唱指導、声楽指導、ボイストレーニング
ソロ活動としては、6回のソロリサイタル、トスカほかのオペ
ラ出演経験あり。合唱団員として、藤原歌劇団、二期会、新
国立劇場、ほかで35年以上の出演経験あり。

誰でも　10～30人

B028 渡邉創風 横浜市港南区日野中央 日～土　相談
横浜市
神奈川県全
域

尺八(琴、三絃、尺八
の三曲合奏）

三曲演奏、施設・学校等訪問 尺八師範、演奏50年以上 応相談

B029 梅里隆一 横浜市戸塚区汲沢町
第1月水金、
第３水以外で
応相談

横浜市内 手品 手品の披露、教授

・今まで老健やデイサービス等の施設で手品の披露、子供
向けの施設では手品の教授をしています。プロとしては日
本で二人だけの片腕の手品師です。
・ボディシンキングコーチ：解剖学（骨）について教えられる
資格

不問（テーブルマジック専門なので小規
模向き）

B030
田中伸明
(桃川鶴丸）

千葉県松戸市 月～日、相談
横浜市内
東京、松戸

講談

・伝統話芸、講談の実演（古典：「真田の入城」、「義士
伝」、「円山応挙」　新作：「竹取物語」、「田中角栄」）
・講談教室
・歴史案内

真打

B031 鈴木宏明 横浜市磯子区 要相談 横浜市内 社交ダンス
社交ダンスを使って自分の身体を知り、相手を観察し、集
まった仲間達と愉しいときを過ごす。皆様の生活に、ここ
ろに少しでもゆとりを与えられますように

JBDF東部総局にて、プロ競技選手として18年（スタンダー
ド、ラテンアメリカ共に）社交ダンスプロインストラクターとし
て18年（TDSA）
地区センター、地域ケアプラザなど、横浜市内10か所などで
1時間半～2時間くらいの講座。まったりダンス倶楽部。(神
大寺、新田、白幡、南、地区センター、新栄、加賀原、地域
ケアプラザなど）

成人男女：10～20名

B032 松田奈緒美 横浜市磯子区 月～日曜日 横浜市内 フラダンス

ハワイの先生から学んだエレガントなフラを、アットホーム
な雰囲気の中、基礎を大切にやさしく丁寧に指導します。
デイサービス等のイベントや地域のお祭りに参加。単発
出張レッスンも承ります。

名瀬中コミュニティハウス自主事業フラ体験講座、東永谷地
区センター自主事業「はじめてのフラ」など

シニアから子ども（３歳～）

C002 竹澤清子 横浜市戸塚区深谷町
第2、4火曜
日、第1、3木
曜日

戸塚区内
手芸（クロスステッチ
刺繍）

クロスステッチ刺繍は年齢を問わず、楽しめる刺繍です。
一針ずつ刺しながら完成の喜びを味わっています。会員
間の交流を深めるとともに作品作りを楽しみます。

経験29年。大正地区センター、戸塚地区センター活動中。 年齢問わず10人位

C004 竹川恵子 横浜市戸塚区平戸 相談 戸塚区内 手芸、ボビンレース
指先を使い、基本操作、技術の習得の指導を行う。一日
でできる作品作りを通じてボビンレースの紹介を行う。

東戸塚地区センター、女性フォーラム、寺尾地区センターほ
かで主催講座実施

小学生以上、特に制限なし

C005
上田尤子(尤
華）

横浜市戸塚区戸塚町 相談
戸塚区およ
び近隣区

書道

古典の臨書をもとにそれぞれの人の個性に合った「書」が
書けるようになります。生涯学習として学びながら師範取
得も可能。自己勉強の場として年に書展3回～4回その他
に出品している。書歴43年。漢詩。

純正書法連盟・全日本書芸文化院常任理事（展覧会委
員）、文部科学省認定生涯学習１級インストラクター（書道・
ペン）、日中友好自詠自書交流会運営委員、神奈川自詠自
書の会代表、全日本・神奈川漢詩連盟会員、神奈川書家ク
ラブ会員。華心会主宰

成人　出来れば5人以上

C006
鈴木正子
（帯泉）

横浜市戸塚区戸塚町
第1、3水、土
曜日

戸塚区内、そ
の他（泉区）

書道（ペンと筆）
毛筆の楽しさを伝えていきたい。墨の色の黒で美しい文
字を書くだけでなく、筆で出る線のすばらしさや墨の色を
種々出して楽しむ、かな作品等を作り上げていきます。

純正書法連盟（漢字・かな師範）、全日本書芸文化院（漢
字・かな師範）、指導歴30年

5人位から。子供も可。

C011 高橋一枝 横浜市戸塚区南舞岡 相談 横浜市内 茶道、着付け
日本の伝統文化である茶の湯の楽しさと奥深さを多くの
人に知っていただき、くつろいだひと時を共有したい。

表千家茶道教授、茶歴35年以上。上矢部地区センターにて
月2回（金曜日）。自宅での稽古も有り。（水曜日、土曜日）

特になし

C012 大山三枝子 横浜市戸塚区俣野町 第２・４水曜
戸塚区、戸塚
から30分内

パッチワーク
パッチワークサークル「コットンツリー」にて指導、自宅教
室にて指導。

ハーツ＆ハンズ（現チャックスキルとスクール）で12年指導
を受ける。パッチワーク歴30年、教室20年。

3人位から

C014 鈴木ルミ子 横浜市戸塚区戸塚町
月～日曜日
（午前・午後）

片道30分以
内

手芸（エコクラフト）編
み物

紙ばんど手芸や編み物の楽しさを紹介したい。 自宅で教室を開いている。カルチャーセンターでの講師。

C017 上林暁昆 横浜市戸塚区戸塚町 火、水曜日 横浜市内 中国結び
伝統の技術を現代生活に取り込んでアクセサリーと実用
品を作ります。

中国結び師範資格、手芸店の手作り教室、中国結びサーク
ル（上矢部地区センター、大正地区センター）

高校生以上10人位

C020 伊丹浩子 鎌倉市大船 相談、夜可
戸塚区内、鎌
倉市大船

楽しむ書
「楽しむ書」
季節ごとに小額、うちわ、カレンダー制作等をしながら、書
を日常的にとり入れ、またインテリアとしても楽しみます。

日本総合書芸師範 数名（学生ＯＫ）

C021 山西雅子 逗子市久木
相談　時間帯
（午前・午後）

神奈川県内 俳句
・俳句の実作指導（俳句の基礎の手ほどき、句会形式で
実作の批評・添削をします）・俳句に関する講演（俳句を中
心として四季を感じる喜び・言葉の美しさ等について）

舞俳句会主宰、俳人協会幹事、元県立高校国語科教諭、
日本文芸家協会会員　　「婦人之友」「俳句」選者
小学校教科書（光村図書）に俳句掲載

一般：5～20人程度　学校：相談

C022 金子詔二 横浜市戸塚区矢部町
月､水､土曜日
（第4除く）

横浜市内 日本語指導
日本語の読み書き、日常会話、日本の近代史、マナーや
作法、英語、等をお教えすることができます。

学生時代に家庭教師（英語と数学）,ヘルパー2級、ガイドヘ
ルパー

小、中、高校生　数人まで可

C025 浅井みどり 横浜市戸塚区矢部町 全日
横浜市内全
域

茶道（表千家）

自宅にて稽古。南舞岡小学校茶道部クラブ指導。戸塚区
内のボランティア茶会。
毎年行ってきた安国寺での野点は住職逝去により一時中
止。

十代に表千家入門、現在に至る。鎌倉にて師事、神奈川水
月会、湘南同好会会員。家元短期講習終了。現在、教授資
格。

ご希望に合わせます。

C026 芳澤陽子 横浜市戸塚区下倉田町 相談
横浜市内全
域

フラワーデザイン
フラワーデザイン全般の講習会。生花、造花、プリザーブ
ドフラワー等を使用してアレンジメント、クリスマスリース、
花束、ブーケなど、花に関する作品製作を指導します。

経験20年。公益社団法人日本フラワーデザイナー協会本部
講師・審査員。1級フラワー装飾技能士、カットフラワーアド
バイザー

2～30人位（小学生～一般）10人以上はｱ
ｼｽﾀﾝﾄをつける場合が有ります

C027 福島郁子 横浜市港南区日限山 ご相談下さい
交通が至便
なら近県でも

クレイセラピー（ヒーリ
ングクレイ）

世界で古くから使われているﾋｰﾘﾝｸﾞｸﾚｲ（粘土質）はﾐﾗｸﾙ
なﾊﾟﾜｰを持ちながら禁忌が少なく赤ちゃんから使える自
然療法の一つです｡講座では､その魅力とﾊﾟﾜｰの引き出し
方をお話しながら、すぐに役立つクラフトを作っていきま
す。

国際クレイセラピー協会（ICA)認定インストラクター 10人以上、30人ぐらい迄

C027 福島郁子 横浜市港南区日限山 要相談下さい
交通が至便
なら近県でも

カラーセラピー（カ
ラー心理、カラーコー
ディネート含む）

・学校関係、子供の生活に生かせるカラー　暮らしの中で
の上手な色の使い方（例）料理に生かせる色の組み合わ
せ
・色による自分の演出
・介護に生かしたいカラー
・認知症予防や脳活性にカラーを活用

文部省認定色彩能力検定取得、カラリストスクール　ワム
I/C/I色彩心理カラーセラピストコース修了・トータルカラリス
トコース修了。

20～30人ぐらい(成人であればどなたで
も)

C027 福島郁子 横浜市港南区日限山
月､金を除く、
要相談下さい

交通が至便
なら近県でも

ハーブ＆アロマセラ
ピー

ハーブやアロマの精油を上手に使用し健康・美容・生活に
役立つものをご提案し、楽しみながらより豊かなライフスタ
イルを目指します。また脳を活性化する使い方、介護の中
で生かせるハーブ＆アロマをご紹介、グループ指導も
行っています。

日本アロマコーディネーター協会認定インストラクター/介護
アロマコーディネーター・日本園芸協会認定ハーブコーディ
ネーター

10人以上～40人前後

趣味・教養
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C027 福島郁子 横浜市港南区日限山
日時はご相談
ください

交通が至便
なら近県でも

フラワーアレンジ（ﾌﾟﾘ
ｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ)

素敵でお部屋やちょっとしたプレゼントによいプリザーブド
フラワー。そんな花をご自分で作ってみませんか。オリジ
ナルで素敵な作品が思いのほか安くでき、出来栄えにも
満足されると思います。

日本フラワー作家協会教授・ヒビヤフラワーブーケデザイ
ナー

10人以上、20人ぐらい

C029 樋口道子 横浜市戸塚区東俣野 平日
戸塚区内
泉区内

着装とマナー

着物着装、日常のマナー。伝統文化こども教室。小学校
に於いてゆかたとマナー教室を実施。着物の着装を通し
て、美しい立居振舞いを身につけ、思いやりのある人にな
るよう努め、隣人関係対人関係をよくする様、心の面での
向上を目指す。

装道、礼法　公益社団法人全日本きものコンサルタント協会
1級

C033 二木まどか 横浜市泉区中田東 平日
横浜市内全
域

マネープラン、資産形
成

神奈川県の金融広報アドバイザーとして、くらしに身近な
「おかね」の情報をわかりやすく伝える活動を行っていま
す。お話しできるテーマは
・上手な家計管理とマネープラン
・セカンドライフに向けての賢い生活設計
・老後資金のため方と資産運用　など

ファイナンシャルプランナー、産業カウンセラー

マネープラン講座では一方的にお話しするのではなく、実践
形式（ワーク）を取り入れて体系的でわかりやすく楽しい講
座になるよう心がけています。

成人向け　10名程度　個別指導可

C035 澤口奈緒美 横浜市泉区岡津町
火・水・金・土・
日

横浜市内全
域

フラワーアレンジメン
ト

レッスンをお受けになられる方により内容を決めさせてい
ただきます。（どこまでご自分でできるかできそうかという
ことです）季節に合ったアレンジなど楽しく笑顔になれるア
レンジをしていただけるように心がけ初めての方でも一か
ら丁寧に指導させていただきます。楽しい時間をご一緒に
過ごせたらと思っております。

カルチャーセンターでの講師経験あり、体験会や販売会を
定期的に実施、夏休みには子供向けの体験会も実施しまし
た。高輪プリンスホテルでのブーケショー出展、ＮＹカーネギ
ホール花と音楽の祭典に選抜出展
アーティフィシャルフラワー講師資格
クリスタルパフュームフラワー講師資格
グルーデコ講師資格

小学生～お年寄りまで

C036 牧野恒明 横浜市泉区中田東 応相談
横浜市内全
域

気象

気象災害やお天気に関する話を聞いていただき、大自然
の美しさと怖さを知ってください。ラジオの気象通報を利用
して天気図を作ったり簡単な気象実験も見ていただけま
す。

気象庁気象科学館案内員、泉区人財バンク登録、気象予
報士（登録番号4360号）、東戸塚地区センター・泉公会堂で
講師

天気図の描き方は少人数・他は制限なし

D002 柴田さやか 横浜市戸塚区平戸
全日(夜は除
く)

横浜市内全
域

料理（薬膳、中華）
地区センター、ケアセンター、小学校等で料理していま
す。

国際食育薬膳師、食育インストラクター、薬膳料理教室、親
子クッキング、生活習慣病予防クッキング、区の地域振興
課とエコクッキング等

特になし

D005 名越惠子 横浜市戸塚区上倉田町
平日午前午
後、土曜日午
前

戸塚区・栄区 洋菓子

自宅でお菓子教室を主宰｡栄区の豊田地区センターや戸
塚区の地区センターで､大人､小学生向けに年2,3回季節
のお菓子、チャレンジクッキングを教えています｡簡単で作
りやすいフランス・イタリア料理（野菜を中心にした料理）

食の検定２級、調理師免許、ガストロノミのスイーツデプロマ
５級講師、フォーラムアソシエの食のコーディネーター、はま
ふうどコンシェルジェ

大人15人位まで、子供20人位まで

D006 水野 宏 横浜市戸塚区戸塚町
午前･午後･夜
間

戸塚区内･近
隣区

手づくりパン

食ﾊﾟﾝ､ﾌﾗﾝｽﾊﾟﾝ､菓子ﾊﾟﾝ､ﾋﾟｻﾞなど多品種のﾊﾟﾝの手づく
り方法を指導｡原料､発酵の原理などについてもご説明い
たします｡ﾊﾟﾝを焼くｵｰﾌﾞﾝのある場所であれば材料､道具
類すべて当方で準備､持参します｡

パン講師の資格有り（ホームメード協会）地区センター、福
祉会社、障害者活動ホーム、パン作り立ち上げなど経験
多。

4～12人(オーブン1台に4人位が望まし
い)予算応じます｡小中学生も歓迎。

D007 新井克己 横浜市金沢区並木 相談
横浜市内全
域

遺言相続、成年後見
行政書士としての経験を生かして、ボランティアで「遺言・
相続」と「成年後見」の手続きに関する講演会を年に5～6
回開催している。戸塚でも活動したい。

行政書士（経験13年） 高齢者とその家族　10人～50人

D008 渡邉勉 横浜市戸塚区名瀬町
土日、平日要
相談

戸塚区内 口腔ケア講演
大事なのは、自分の口のケアグッズ選びです。歯磨きの
「目からうろこ」の情報を知ることができます。

歯科技工士（国家試験）、日本歯科新聞社主催の講演会8
回　神奈川県保険医協会横浜支部での講演会

D009 清水　泉 横浜市戸塚区矢部町 相談 神奈川、東京 メイクセラピー
流行のメイクではなく「なりたい自分」になるために印象を
変えるメイク術を提案します。

カナダにて舞台・特殊メイクを中心に勉強。（ディプロマ取
得）岩井式メイクセラピスト、インストラクター養成講座修了。
一般社団法人メイクセラピストジャパン認定メイクセラピープ
ロデューサー。

1対1の個別メイクセラピーや、グループ
対象の研修など応相談。

E001 相浦やよい 横浜市戸塚区品濃町
戸塚区内、神
奈川全域

子育て支援

コミュニケーション能力を磨き、良い人間関係を育てるた
めに、親業、エニアグラム、絵本ブックトーク、街のDJな
ど、様々な視点から講演会、ワークショップを展開してい
きます。

親業訓練インストラクター、幼児教室講師、バドミントン学生
教室講師、NPO法人日本エニアグラム学会アドバイザー、
エフエム戸塚パーソナリティー、16mm映写技師

5～500人、子供から大人まで

E002 中村美恵子 横浜市戸塚区品濃町 相談 近距離なら 福祉（手話ダンス）
異世代交流の場として、また障害のある方もない方も全
ての人達で楽しみを共有しています。たのしみながらボラ
ンティア活動へと繋げていきましょう。

指導員認定、ボランティア歴17年

E004 杉浦英利 横浜市戸塚区川上町 相談
戸塚区内、近
隣

環境

市の目標である2025年CO2削減30％に基づき、生活や家
庭からエコ実践、市民学習会、小・中学校への出前講座
など多面的に温暖化防止のＰＲ、指導、実践を行なってい
ます。

神奈川県地区温暖化防止活動推進員、横浜市地球温暖化
対策推進協議会、省エネルギー普及指導員

相談

E006 乗田流注 横浜市戸塚区上倉田町 相談
横浜市内全
域

健康
定期指圧教室：下郷小コミュニティ第2、4月曜
和踊同好会、盆踊り、輪踊り、東洋医学入門、（ピンポン
同好会）

鍼師、灸師、指圧、あんまマッサージ師、衛生工学技術士、
元生涯学級運営委員

数人～100人位まで

E007 山ノ内尊雄 横浜市戸塚区前田町 相談 相談 子育て支援

心理学をベースとした講演、研修活動。社会心理学、発
達心理学、カウンセリング理論、ＮＬＰを主に、子育て、コ
ミュニケーション等に関する活動に協力します。
http://cocoro-hot.com/

日本カウンセラー協会認定カウンセラー、国家資格キャリア
コンサルタント、米国サンタフェNLP発達心理学協会認定プ
ラクティショナー

特になし

E008 福田多佳絵
横浜市保土ヶ谷区権太
坂

相談
横浜市内全
域

子育て支援
アート表現を通して、楽しく自分表現、子育て、自分育て
が出来るようなアートワークを提案していきます。

中学美術教諭、幼稚園教諭免許、保育士資格、チャイルド
セラピスト(日本心理療法士協会認定)、ファンタジック水彩
画協会認定講師、アートセラピスト
元中学校教諭、私立幼稚園絵画指導、保育園アートワー
ク、育児サークル主宰、絵画教室

子どもから大人まで

E009 黒住明匡 横浜市戸塚区名瀬町 月・木・土以外 戸塚区内 シニア向けセミナー

シニアが楽しいカードを使いながら、孫を対象に実施する
コーチング方法のセミナー。特徴：子供が自ら考え行動す
る「主体性」に芽生える、シニアと孫とのコミュニケーション
が質的に向上する、楽しく孫の成長に係われる（シニアの
生涯学習として）

資格：エンパワーメント・カウンセラー、国家資格・2級キャリ
アコンサルティング技能士
経験：意欲・モチベーション向上セミナーを50回以上行政・
企業で実施。

1回当たり15名前後

E011 佐竹　薫 横浜市戸塚区深谷町
第2日曜日
14:00～16:00

戸塚区内　市
内全域

究極の予防医学、ア
ンチエイジング、健康
寿命

近郊の住民及び企業に対して地域の人々が身体的、精
神的、社会的に健康で快適に楽しく生きがいを持って、い
つまでも住み慣れた地域で暮らせる様、生活習慣病予
防、健康増進に関する普及・啓発を行い、地域社会の健
康増進に寄与する活動①健康増進に関する相談・助言・
指導　②予防医学に関する講師　③地域住民のニーズに
対応したイベント開催

認定臨床化学者、臨床検査技師、衛生管理者一種、健康
管理士上級指導員。病院、臨床検査技師として45年の実
績、全国学会発表23回、筆頭論文１５報。

神奈川県在住者

E012 石川雅夫 横浜市戸塚区 随時（応相談）
横浜市内全
域

介護予防、転倒予防

高齢者の転倒予防を啓発、指導し、健康寿命の延長をめ
ざす。①転倒事故の現状と実態、②個々人の転倒リスク
の予測、③転倒の予防方法（環境、歩行方法、体力維
持、食事等）指導。

シルバー人材センターのメンバーに「転倒予防教室」を実施
し好評を得、2017年も実施。
転倒予防指導士（日本転倒予防学会）

看護師、療法士、ケアマネージャー、健
康な高齢者

E013 福田たかゑ
横浜市保土ヶ谷区権太
坂

相談
横浜市内全
域

健康・ヨガ

世界一楽な和みのヨガ（心身予防自然治癒生体法）
なでる、ゆらす、手をあてる等、難しいポーズをしないので
どなたでもできます。また、ペアになって他者を手当てす
ることができるようになります。

和みのヨガインストラクター
和みのセラピスト

E014 川口整 横浜市鶴見区梶山
月～日・祝の
13:00～17:00
応相談

横浜市内全
域

認知症予防法

医療や福祉関係者等が気づかない体験談と予防法をお
話しします。1　認知症家族の介護体験の実話。2　考え方
の基本は、心理学の行動科学、認知学や折れない心。3
感じる心とコミュニケーション手法を紹介。意識や行動に
ついての認知症予防法5つを紹介。

組織開発、心理学、企業変革、意識改革、人材教育の支援
講師歴28年。
資格：認知症介助士認定。健康マスター（Basic）。日本絵手
紙協会認定公認講師。
介護体験：家族介護に横浜から実家長﨑へ7年間通う。

F001 瀧口良子 横浜市戸塚区品濃町
平日の日中、
相談

戸塚区内　東
戸塚駅周辺

日本語
日本に来たばかりで日本語がわからず、生活に不便を感
じている人であればお役に立ちたい。

日本語教育検定試験合格、420時間修了 日本語を覚えたいと思っている外国人

F003
落合ギャラン
章子

横浜市戸塚区戸塚町 相談 戸塚区内 英語、フランス語指導
依頼者のニーズに応じて英会話、フランス語会話を教授。
仏検、英検、TOEIC対策。小中高校生英語支援。

カナダ在住25年余。その間カナダ企業に勤務し、様々な経
験を積む。中学1級、高校2級教員免許。モントリオール日本
語補習校で14年間講師。現在、公務員英語研修の傍ら、翻
訳、通訳に携わる。

1～7、8人のグループ。学習の目的を
持っている人

生活

社会・福祉

語学・国際協力



登録
番号

氏名 住所 活動可能日 活動地域 分野 活動内容 実績、特徴、資格、経験、PR 対象、人数

F006 吉村英輔 横浜市戸塚区矢部町
相談
(土日は不可)

戸塚区内 日本語指導 日本語を母語としない人への日本語指導 戸塚区日本語養成講座

F008 井口光弘 横浜市戸塚区汲沢 随時 戸塚区内 日本語 英語学習のボランティア（英語学習グループ横浜団体） 英国バーミンガム大学院、国経政治経済修士卒

F009 高橋一枝 横浜市戸塚区南舞岡 相談 自宅 日本語指導 外国人への日本語指導、日本語能力試験受験指導可。
日本語教育検定合格。日本語学校講師経験6年。個人指導
10年以上。

個人指導

F012 吉田周二 横浜市戸塚区南舞岡
日～木、土曜
日

戸塚区内 日本語指導 外国の方に日本語を教える。
日本語教育のための講座受講。指導歴約8年（ペルー、ベト
ナム、インド、中国の方など20人余）

1～２名／回

F023 福岡由美子 横浜市戸塚区平戸 相談 戸塚区内 小学校英語活動
英語でお話を読み聞かせる。プロジェクターで本を映し出
して楽しませる。ハロウィンパーティーなど

幼稚園、未就園児、小学生

F024 有坂麗
横浜市保土ヶ谷区権太
坂

平日、日曜日 横浜市内 中国語指導 中国語個人レッスン
16年前から社会人向け中国語個人レッスンを始めた。生徒
は初心者も、中検２級を取得しビジネス中国語を目指す方
もいる。

１対１

F025 崔美子 横浜市戸塚区柏尾町 月・木・金 戸塚区内 国際交流
韓国語ハングルを通して日韓交流のかけ橋にもなり、文
化を知り、楽しんで韓国をふれあって欲しいため

逗子市民講師、world salon、国際講演会
14年(大手)韓国語講師、YH学園高等学校、ハングル教育
研究会会長、IHA航空専門学校韓国語講師

子どもから大人まで

H003 村山佳子 横浜市戸塚区汲沢町
金曜14～15時
30分、他

横浜市内 ヨガ、気功
ヨガや気功は体の強靭さ柔軟性を増し、治癒力を高めス
タミナを増します。瞑想は精神をくつろがせ安定させるな
ど様々な効果があります。初心者からＯＫ。

YMCA、地区センター、スポーツセンター等で指導。整体術
師（ツボ療法）。クンダリーニヨガマスター、レイキマスター
（気のヒーリング癒し）、気功施術、サトルボディヒーリングエ
ネルギースペシャリスト

年令不問

H006 平尾福貴子
横浜市保土ヶ谷区鎌谷
町

木曜日 横浜市内
ヨガ、ピラティス、スト
レッチ系、ベビーマッ
サージ、ベビーヨガ

ヨガ、ピラティス、ママヨガ、マタニティヨガなど

FTPピラティスインストラクター、インド政府認定ヨーガ教師、
アヌサラヨガ産前産後インストラクター、（株）ベビマーズ認
定ベビーマッサージアドバイザー、キッズヨガインストラク
ター、整体アドバイザー、アロマテラピーアドバイザー、日本
メディカルサポート協会認定パーソナルトレーナー

H008 内藤初江 横浜市前田町 要相談
横浜市内、そ
の他（出張要
相談）

ヨガ、体操、マッサー
ジ（アロマ、タイ）

お子様からハンディキャップのある方、シニアの方まで、
色々な参加皆様の楽しく、気持ちや体がすっきりする、ヨ
ガ、体操、等の提供。
横浜ラポールにて約20年間、ゴムバンドを使ったり、バラ
ンスボール等のサークル活動を行う。20年続けるなかで
アロママッサージ、経路リンパマッサージ、その他色々な
ワークを行い参加者様が長く続けられる環境作りを行う

ＩＨＴＡ認定ヨガインストラクタ－、ＩＨＴＡ認定シニアヨガインス
トラクター、ＩＴＭタイヨガマッサージ指導資格
チェア（椅子）ヨガ、骨盤調整ヨガ、ゴムバンド＆青竹踏み体
操、歌ヨガ

２０名未満。お子様（小学生までは親同
伴）、ハンディキャップの方（介助者が必
要か事前に確認します）

G006 斎藤淳 横浜市戸塚区鳥が丘 いつでも
横浜市内及
び
鎌倉、逗子

パソコン パソコンボランティア
鎌倉、大船、逗子市民へパソコン生涯学習講座支援、シニ
ア情報生活アドバイザー

2～5人

G008 久本卓昭 横浜市戸塚区平戸町
近い方がよ
い

パソコン パソコン
パソコン歴1978年より39年、IBM系パソコン中心、アンティー
クパソコン（マイコン）歴史的物件あり。

G009 中川栄一 横浜市港南区芹が谷 全日可
神奈川県全
域

パソコン コンピュータ、パソコン、ロボット工学、振動工学

☆ロボット工学、振動工学分野の学芸論文多数　☆大学教
授として学部・大学院・修士・博士コースの教育指導　☆理
論解析を中心に大型コンピュータ経験30年、パソコン経験
20年　☆著書の執筆　☆工学博士、技術コンサルタントとし
て大企業の指導7年

年令問わない。少人数～多数

G014 久保省二 横浜市戸塚区戸塚町

水・土・日・祝
日
と、上記以外
の日程の場合
は19時以降

横浜市内
知的財産（特許、実
用新案、意匠、商標、
著作権等）

「特許・実用新案・意匠・商標の申請の仕方」や、知的財
産全般についての講師や個人指導。知的財産の活用、
訴訟など

大手企業知的財産室室長、元経済産業省特許庁特許審査
官、
特許管理士、知財検定

何人でもOK

スポーツ

技術・学習


