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登録番号 氏名 指導内容 内容

＜1-０１＞ 箕輪 京四郎

経済の基礎知識・社会

の仕組み・

人の生き方

●「経済の基礎知識」「社会の仕組み」を教える。新聞記事・統計を読みな

がら。ときにスライドを映す。●難しい理論や投資戦略は教えられません。

●出前も可（2～3名以上）。

＜1-０２＞ 酒井 衛 思想
困難な時代に生まれた先人の知恵と実践、物事への対処の姿勢などを本講座

で学び、又少しでも現代に活かせることへの一助となるよう指導する。

＜1-０３＞ 村上 正
読書法と読書会立ち上

げ

「名著セミナー文式」は2001年から横浜中央図書館が開発し普及を心がけ

てきた読書法である。これを地域に普及させるため、南区で読書活動指導者

養成講座を2010年から始め、「本と対話を楽しむ」の３読書会を実施。

＜1-０４＞ 八木 静子 日本と世界の歴史
日本と世界の結びつきを古代から現代までわかりやすくレッスンします。絵

画を中心に映画やレプリカなど具体的な物を使って行います。

登録番号 氏名 指導内容 内容

＜２-０２＞ 大澤 富子 筝曲・地唄・三絃
学校訪問、指導、演奏体験。障害者施設、老人施設等へのボランティア演奏を通じ、

日本古来の伝統文化の普及につとめて居ります。

＜２-０３＞ 嬉気 利帆 端唄、民謡、三味線 江戸端唄と三味線にて、有料・無料ともに可能。

＜２-０４＞ 小松 八郎

クラリネット初中級・リコー

ダー教育楽器・吹奏楽・

管弦楽指導

●クラリネット,リコーダー,教育用楽器演奏指導(中級へのお手伝い)

●管弦楽,吹奏楽,アンサンブル指導●小アンサンブルでの訪問演奏

＜２-０５＞ 長谷川 孝子
和紙クラフト、脳トレ折り

紙、飾り結び

昔からの伝承折り紙を和紙で折ったり、水引きやひもで飾り結びを製作。ブローチや四季

のお飾り、干支に仕上げます。

＜２-０６＞ 加藤 幸子 トールペイント
初めの方でも図案があるので楽しく描けます。白木・缶・ビン・布・皮等、何でも描けるの

で夢が広がります。

＜２-０７＞ 佐久間　善行
絵画

（透明水彩画）
透明水彩画による絵画一般

＜２-０８＞ 谷川　宗恭 鎌倉彫 はじめての方から、彫りの基礎を丁寧に教えます。教室では明るく楽しくやっています。

＜２-０９＞ 土田 泉 ナチュラル・クラフト 木の実、花のがく、種、スパイスなど身近にある自然な素材を活かしたクラフト作り

＜２-１０＞ 牧野　宗芙 茶道 茶道を楽しむための初歩から全般まで全て教えます。単発の茶会も行います。

＜２-１１＞ 南谷　宗江 裏千家茶道 裏千家茶道諸道具茶道全般、基本点前、客の作法心得など。

＜２-１２＞ 小松崎　宗榮 裏千家茶道
初心者から奥伝の方まで指導。お菓子のいただき方・お茶のいただき方、茶花のことご挨

拶の仕方・立居振舞・お茶席での着物の事。

学術・教育

芸術・文化・趣味



＜２-１３＞ 岩澤 恵美子 二胡の演奏
二胡と葫芦絲（ふるす=ひょうたん笛）の演奏ボランティアをしています。町内会・地域

ケアプラザ・友人等からの依頼になるべくお応えして行っています。

＜２-１４＞ 及川　菱城 一般教育書道
教育基本書道、楷、行、草、各書体から条巾創作書まで浅く広く習得することを目的と

し、コミュニティ活動に力を入れています。

＜２-１５＞ 鈴木 泰子 ペン習字 日常の文字を美しく、季節のご挨拶を美しい手書き文字で。

＜２-１６＞ 福田 多美子
コカリナ指導・

コンサート

オカリナ・コカリナ指導・演奏。特別支援学校、介護施設等へのボランティアコンサートが

できます。

＜２-１７＞ 菊賀　徳芳美
日本舞踊・

新舞踊

歌舞伎舞踊の基礎を踏まえた古典舞踊・新舞踊を別所コミュニティ、六ツ川地域ケアプ

ラザでわかりやすく指導しています。門弟の育成及びボランティア活動をしながら老人ホー

ム等・舞台で踊っています。

＜２-１８＞ 藤間 菊友 日本舞踊

日本の伝統芸能を身近に楽しみながら、健康な体を保ちます。基本を大切にすわり方、

おじぎ、歩き方から、体力に合わせた動きをします。盆踊りで心を明るく自信を持って人と

話をするチャンスを作ります。

＜２-１９＞ 小林　雅鵬 詩吟
毎週水曜日12:00～15:00　又は15:00～18:00。

蒔田コミュニティハウス/六ツ川コミュニティハウスにて指導。

＜２-２１＞ 並木 茂 色鉛筆画 現在３カ所で、みなさんと、色鉛筆画を楽しく頑張ってやっています。

＜２-２２＞ 鈴木 礼子 絵手紙講習 絵手紙、ちぎり絵で、リハビリをしたり、色彩・会話を楽しみながら、交流しています。

＜２-２３＞ 杉原 興太郎 マジック 楽しいマジックを披露します。

＜２-２５＞ 横井 啓四郎 アコーディオン
①藤沢市民ホール/老人会連合会主催）にて演奏②バーズカルチャー講習（月１

回）港南台③歌声カチューシャ（演奏）月2回出演　　④個人教授多数

＜２-２６＞ 河井 裕子 パッチワーク 基本から徐々に高度なものへと進行するカリキュラムに従って授業をします。

＜２-２７＞ 幸水　寿恵利 日本舞踊
古典舞踊、新舞踊、群舞演出の指導、美しい着付け（装い）と所作の指導をいたしま

す。

＜２-２８＞ 内田 正子 コーラス指導・独唱
月2回コーラスの指導をしています。月１回歌声サロンで楽しい歌の時間を持っていま

す。

＜２-２９＞ 美姫 ヒカル子 演劇・朗読

正しい呼吸法や発生法を指導することが出来ます。その他朗読の指導及び演技指導ま

た演劇公演なども可能です。年齢を重ねると声が出しづらくなる為、-5歳若返る、声の

講座は好評です。

＜２-３０＞ 桑原 妙子
手づくり絵本＆ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ

ｶｰﾄﾞ

手作り絵本（本格厚表紙の者から、2時間で作れるカンタン絵本まで）と手作りボップ

アップカードの指導をします。

＜２-３１＞ 湊家　波馬 落語 古典落語の披露

＜２-３２＞ 森 千代子 押し花

押し花にするやり方や管理方法を教えます。日常雑貨等に押し花を貼ったり、押し花を

使った額・ブローチやコンパクト等の作成。アイロンで押し花をインストラクター資格の為の

指導。作る方法、野菜の乾燥方法。



＜２-３５＞ 渡辺 日登美 絵手紙

四季おりおりの身近なものを書いて言葉をそえます。一所懸命書いたものは相手の心に

感動を与えます。ヘタでいい・へたがいいのキャッチコピーのもと、自由に書く楽しみ方を分

かりやすく伝えます。

＜２-３６＞ 松野 明美 フラワーデザイン

生花、ドライ、アーティフィシャル、プリザーブドを使い、アレンジメント、花束、ブーケ、コサー

ジ、リースなどを作ります。季節のイベントに合わせ、フラワーデザインを楽しめる講座を予

定しています。作り方の基本、四季を感じながらの花合わせ等、ポイントを押さえながら

分かり易いレッスンを心がけています。

＜２-３７＞ 井上　博峰 書道
子供達向けにひらがなの基本から教えます。大人には季節に応じた書（年賀状、百人

一首等）を指導します。希望により漢字も教えます。

＜２-３８＞ 五十嵐 景子
生花・

フラワーアレンジ

幼稚園児から高齢者まで、初心者から指導しています。材料費500円の作品からプレ

ゼント用のものまで幅広い作品を提案します。また、パーティー用の作品なども可能です。

＜２-３９＞ 今井 陽子
洋画（油絵・アクリル・デッ

サン等）

自分らしく絵をかき、開放されるための講座。個々のやりたい事に応じて基礎的なデザイ

ンから自由な創作まで。様々な画材を試しながら、楽しみを見つけていきます。

＜２-４０＞ 山田　玲子 韓国のお茶会

韓国のお茶の種類がたくさんあることに魅了され、それらをみなさんにも広めたいと思い活

動しています。様々なワークと一緒にお茶をいただき、お茶の香りに癒されながら楽しんで

います。2年前よりお茶作り（花茶・野菜のお茶・葉物のお茶）始めました。

＜２-４１＞ 坂田 京子
ピアノ演奏・伴奏、コンサー

ト

ピアノの演奏、伴奏、アンサンブルコンサートも行います。クラシック・ポピュラー・歌謡曲ま

でジャンルを問わず伴奏いたします。

＜２-４２＞ 後藤 まゆみ 絵手紙
小学生から高齢者まで初めてでもやさしく、描けるよう指導していきます。季節感のある

心を伝える絵手紙を目指します。

＜２-４５＞ 小棚木 恵美子 オカリナ指導
初心者～経験者の指導を致します。楽器経験のない方でもやさしい音色が楽しめま

す。基礎から曲の演奏の指導。

＜２-４６＞ 杉山 裕佳子 陶芸
信楽の白土や萩の赤土など粘土を自分で選んで、手回しろくろや板づくりなどで作りたい

ものを作ります。素焼きした作品の釉薬も自分で掛けます。

＜２-４７＞ 高井 義夫 俳句

四葩会の先生(主宰）を2004年10月から行っています。毎回旬会の俳句に次回旬

会までに解説を付け渡しています。2019年5月より別所コミュニティで短期講座を行う予

定。

＜２-４８＞ 高井 義夫 ハーモニカ

清水ヶ丘地域ケアプラザにて第1，3，4土曜日に練習を行い、月に1回デイサービスの

利用者とハーモニカに合わせ合唱をしています。コンピューターで作った音楽で伴奏してい

ます（ピアノ音）。

＜２-４９＞ 奥岡 歌尤 箏
筝曲指導、ボランティア演奏。古曲から新曲、童謡、唱歌等「楽しく」をモットーに指導し

ます。

＜２-５０＞ 鈴木紀代美 絵手紙
毎月2回（第2、第4水曜日13:00～16:00）。体験募集中。新聞折り込みチラシ

などから体験を依頼されたときは10人までとし、別の日程で行います。

＜２-５２＞ 秋風亭借金 落語

お呼びがかかれば、どこへでも、たとえ火の中、水の中、そんなことすれば、身が持たない。

口演時間は先様次第、訪問日時もお相手次第。着物・手拭い・扇子とともに座布団・

めくり・めくり台、ちょい軽めのの出囃子CD、大小小道具ひっさげて、六歩を踏んで参じま

す。

＜２-５３＞ 深谷 住江
ポーセリン・アート

（マイ♡食器づくり）

白い器（皿やカップなど）に、好きな絵柄（転写紙）をシール感覚でデザインし焼き付

ける。手作りマイ・食器づくりです。お子様～大人までご一緒に楽しむ事が出来ます。

＜２-５４＞ 深谷 住江
手作りアクセサリー（純銀

＆DECO）

純銀のペンダントづくり：純銀粘土を使って、金属になる過程を楽しみながら体験できま

す。DECO（デコレーション）アクセサリー：樹脂粘土にキラキラストーンを施しペンダント

や指輪を作ります。



＜２-５５＞ 青木　亨起 絵画修復

油彩画の修復の理論と実技を練習用作品を使って教えます。作品の状態調査と検査

方法、表打ち、キャンバスの変形の修正、裏打ち、剝離止め、画面のクリーニング、木枠

の張替、絵具の欠損部分の補充と成形。修復用絵具の使用方法、補彩の方法、ワニ

スの掛け方

＜２-５７＞ 金井　幸臣 マジック、マジックのネタ作り

「テーブルマジック」は、10～20人程のお客様がテーブルを囲み、目の前で見せます。「サ

ロンマジック」は、パーティー・各種イベントなどの50人前後のお客様の前で行うマジックで

す。「ステージマジック」は、大勢の観客にステージの上で演技します。大掛かりな道具を

使うマジックもあります。「本講座」では、カード（トランプ）・コイン・シルクを使った初歩的

なマジックと、身の回りのものを使い、自分だけのマジックのネタ作りもします。・・お楽しみに

ね（＾＾♪

＜２-５９＞ 藤間 遥友 日本舞踊
地区センター・コミュニティハウス等での指導。小中学校やケアプラザ等、様々なイベント

等で踊りの披露をしています。

＜２-６０＞ 渡邉　勝代 箏・十七絃
古典～現代曲まで、箏・十七弦の指導。合奏しながら楽しく上達できるよう指導します。

イベントでの出張演奏・ライブや学校等での体験授業もいたします。

＜２-６２＞ 久保　雅信 化学教室

小学生から大人まで化学の実験を通して感受性の豊かな皆様が驚きや発見を通し、安

全に体験学習できます。横浜市内各地区センター、コミュニティハウス、小学校放課後

キッズ等で開催しています。

＜２-６３＞ 久保　雅信 瓢箪工芸
栽培から工芸作品の作り方までの体験指導をします。初心者から作れる瓢箪作品を地

区センターやみなみラウンジにて展示しています。

＜２-６４＞ 三上　敬一 ウクレレ
ウクレレによるハワイアンポップス、歌謡曲を中心にレッスンを行います。老人施設・障害

者施設等の奉仕演奏のかたわら、ライブハウスで年1回の定期発表会を行います。

＜２-６５＞ 荻山 和美 編み物

かぎ針、棒針、アフガン針、編み、全ての手編み物。小物から洋服まで、10名程度まで

一人一人好きな作品を選んでいただき、完成まで指導しています。編物だけでなく、いろ

いろな情報交換の場にもなっています。

＜２-６６＞ 涌井　きよ子 着付け 浴衣から花嫁衣裳まで対応可能です。

＜２-６７＞ 田中 正海 祭囃子・獅子舞
六ッ川大池囃子で、市内各地のお祭りに囃子方として盛り上げています。現在大人10

名子供15名のメンバーで活動中。毎週土曜日夜7時から9時まで稽古をしています。

＜２-６８＞ MIYU ビーズ
テグス・ピン・針・レース針・ワイヤー等、様々なテクニックで、ビーズ・天然石等を使い、自

分のお気に入りのアクセサリーを作ります。

＜２-６９＞ 奥田　智子 着付け
一緒に着付けを習ってみませんか？浴衣やおしゃれ着を着て、街にお出かけしてみません

か。新しい発見があります。楽しいですよ。

＜２-７０＞ 米内　麗子 着付け
日本の民族衣装である着物を着て、和文化の良いところを一緒に学びながら楽しんでみ

ませんか。

＜２-７１＞ 川口　整 絵手紙
絵手紙は絵心なくても気持ちは伝わります。大切な人に絵手紙を届けませんか。感謝を

込めて、家族に、遠くの知人に。あなたの最高を！

＜２-７２＞ 木島　羨舟 書道

中国や日本の古典､古筆をはじめとした臨書から、自らの筆法を築く、創作まで幅広く指

導します。小中学生の書写指導・日本書道学院や日本ペン習字研究会との連携も

図っていきます。

＜２-７３＞ 佐々木　孝 造形

幼児～大人を対象とした造形活動（あーとひろば）をしています。幼児～小学生対象

の造形講座（絵画・工作等）異世代交流造形講座（工作等）孔版画（Ｔシャツプ

リント、はがき版等の版画）講座

＜２-７４＞ 砂川　彰子
七宝焼き・七宝焼きのガラ

スワーク

七宝窯を使用し、ベネチアンガラスビーズ（ミルフィオリ）を用いたガラスワークを楽しくご

指導いたします。



＜２-７５＞ 砂川　彰子 マンガの描き方・イラスト
小さなお子さんからご年配の方まで、イラストの描き方、漫画の描き方（オチのつけ方

等）を楽しく指導いたします。

＜２-７６＞ 砂川　彰子
水彩画（色彩・色鉛筆

画）

中学校美術教員の経験をふまえ、具体的な詳しいご説明を心がけています。漫画家の

職歴を生かした楽しい水彩画の描き方をご指導いたします。

＜２-７７＞ 手老　和子 フラワーアレンジ

講座では、季節や行事にちなんだアレンジや壁飾りなど作っていただきます。作品は、自

宅に飾ったり、プレゼントにしたり。オンリーワンの作品作りの時間は、気持ちのリフレッシュ

になると思います。

＜２-７８＞ 橋本　浩美
写真の撮り方

基礎知識

簡単に写真を撮ると言えばスマホ撮りが主流の昨今ですが、スマホで撮る時も視点を変

えたり、一工夫することで見え方が違って来ます。コンパクトデジタルカメラやデジタル一眼

レフカメラなどでも基礎を学んで個性を生かした作品創りをご指導出来ればと考えていま

す。また、写真の保存方法やプリント方法などにも着手出来れば良いと考えています。初

心者から中級者まで楽しい時間を過ごしましょう。

＜２-７９＞ 半田　裕子
子供・シニア絵画教室/子

供の造形教室

子どもの絵画制作指導/コンピューターグラフィックティーチング/子供・シニア絵画スケッチ

指導

＜２-８０＞ 山田　静夫 マジック
だれにでもできる簡単なマジックを一緒に楽しく学びましょう。人前でやることで自信を持

ち、かくし芸にも役立ちますよ。

＜２-８１＞ 高橋　咲子 アルパの演奏 中南米の民族楽器アルパ（ハープ）の演奏と指導ができます。

登録番号 氏名 指導内容 内容

＜３-０1＞ 外川 慶愛 キッズ英語

一歳の子どもから大人までの英語レッスンを行います。初心者の方、中学英語～やり直

したいと思われる方々に楽しく学んでいただければと思っています。英検対策も行っていま

す。

＜３-０２＞ 福田 幸枝

kids英語（未就園児、

低学年）、小学生中学

生英語

未就園児のリトミック英語で親子で楽しく（子育てをより楽しめます）。幼稚園～小学

校フォニックス、エクササイズ、ゲーム、文法指導。

中学生・・・学校のフォローと英検対策。

＜３-０３＞ 金山　恭子 フランス語
フランス語入門、初級学習者に対する文法発音を主にする基礎を指導します。また、フ

ランスの歳事を楽しんでいきます。

＜３-０４＞ 小島 コラゾン フィリピン料理 フィリピン料理を教えます。料理を食べながら、フィリピン文化の紹介もします。

＜３-０５＞ ディヒミ マリヤン
ペルシャ語・

ペルシャ料理
ペルシャ語の読み書きから会話まで教えます。またペルシャの料理も教えます。

＜３-０６＞ 石橋 広子 英語・英会話

英語の基礎から、中学教科書を使って学んでいきます。基礎となる文法は教科書で学

び大人の会話に必要な言葉やフレーズなども色々な話題をテーマにしながら、学んでいき

ます。「積極的に話そう」という事を目標に練習していきます。

＜３-０７＞ ユルトズ・ユスフ 中国語 中国語の正しい発音の練習から、漢字の書き方、読み方、会話まで教えます。

＜３-０９＞ 朴 貞 花 ハングル
ハングルの初級を教えます。基本が一番大切です。発見、発展、発表の「発」は「はっ」と

は発音が違います。正しい発音を教えます。

＜３-１０＞ 佐原 ラティ インドネシア語 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語の語学指導と文化の紹介をします。

語学・国際関係



＜３-１１＞
イザディ モバラケ

アティエ
ペルシャ語・英語 英語・ペルシャ語の指導とイランの文化紹介をします。

＜３-１２＞ 倉橋ジェラルディン フィリピン料理と文化紹介 フィリピンの文化、歌、踊りの紹介。フィリピンの料理を教えます。

＜３-１３＞ 金 永子 韓国語

韓国語の基本会話、旅行で使える会話、文字、歌はK-pop、ドラマの主題歌、童謡な

ど教えます。教室では自由な雰囲気の中でドラマや韓国社会、歴史、文化の話等もしま

す。

＜３-１４＞ 水野タネス
タイダンス・料理・

タイ語

タイダンス25年。タイ料理（タイカレー、春雨のサラダ、タピオカ）などの家庭料理を教え

ます。

＜３-１５＞ 濵田 正
東南アジアの会話と文化

交流

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・マレーシアでの滞在経験を生かし、小中学生の外国人への通訳や学習支援

をしています。

＜３-１６＞ 金 正順
韓国語指導・

韓国料理

韓国語を通じて、韓国文化・ドラマ・k-pop・旅行会話などを楽しく学ぶことが出来ます。

韓国料理を教えることが出来ます。

＜３-１７＞ 崔　美子
韓国語・

韓国料理

ハングル（基本会話、旅行に役立つ会話）学習、韓ドラでおぼえるハングル、童謡やK-

popで覚えるハングル、童話絵本の読み聞かせ、韓紙工芸、韓国料理教室

＜３-１８＞ 劉　恵琳 中国語
中国語全般。発音からビジネス用語までネイティブの中国語で指導し、中国の歴史や文

化、風習も紹介しています。

＜３-１９＞ 中崎　スンニ
インドネシア料理・

文化紹介
インドネシア料理やインドネシアの文化について紹介します。

＜３-２０＞ 岩瀬　スマリー
タイ料理・

タイ文化紹介
タイ料理やタイの文化について紹介します。

＜３-２１＞ クゥエ　リーリン
インドネシア料理・

文化紹介
インドネシア料理やインドネシアの文化について紹介します。

＜３-２２＞ 山本アイダ
ベリーダンス・

ペルシャ語・英語
ベリーダンスの講師、ペルシャ語英語の通訳・小中高生の英会話

＜３-２４＞ 劉　恵琳 中国料理・中国茶
身近な食材で美味しい本場の中華料理を学び、レパートリーを増やせます。肉まん・小

籠包・大根餅・月餅等が作れるようになります。

＜３-２５＞
クラスノロジキナ

・ナタリア

スラブ民族舞踏

（スラヴァーニェ）

スラヴァーニャという舞踏団で活動しています。ロシア文化や伝統を紹介したいため、様々

なイベントでの発表をし、多くの方に祖国の雰囲気を楽しんでいただいています。

＜３-２６＞ 豊村　ネイデ
ブラジル料理・

文化紹介

ブラジルの文化（祭・ポルトガル語・移民等）やブラジルの食文化（ブラジル風コロッケ”

コシンヤ”やアマゾンのフルーツジュース”グアラナ”等）について紹介できます。

＜３-２７＞
由元

クワンチャノック

タイ料理・お菓子、

タイの文化紹介
タイの料理・お菓子ができます。タイの文化も紹介できます。タイ語も教えられます。

登録番号 氏名 指導内容 内容

＜４-０1＞ 藤井 久一 パソコン
楽しみながら学ぶPC(カリキュラム作成、TEXT編集、インストラクション）ワード、エクセ

ル、画像処理、インターネット、メール、音楽データ処理

＜４-０３＞ 瑞奈（みずな） パソコン全般
ホームページの作成、ブログ、SNSの使い方、パソコンで絵を描く、Wordでチラシ作りなど

全て基本から応用まで教えます。

産業・技術



＜４-０４＞ 小沢 房枝 パソコン操作
パソコン(windows)研修、オフィスを使い、文書作りや表計算など

写真(デジタル画像の取り込み等も）

＜４-０５＞ 鈴木 捷夫 パソコン
ワード・エクセル・パワーポイント・インターネット/メール

デジカメ画像編集・タブレットやスマホの基礎・周辺機器の取り扱い

＜４-０６＞ 冨樫 修吾 パソコン操作の指導

Word:文書の作成　画像処理（アルバム作成）スクラップブック作成

Excel: 家計簿　血圧・血糖値など健康管理の数値化　カレンダー

Internet: 生活への応用　健康　資料の送受信　料理のレシピの入手

＜４-０７＞ 高見　知英 パソコン

パソコン・スマートフォン利用方法相談、パソコン・スマートフォン・タブレット教室、プログラミ

ングワークショップ、パソコンソフト・IT機器展示イベントの開催（情報科学専門学校との

共催）。

＜４-０８＞ 野田 耕一郎 パソコン
パソコン初心者指導でワード、エクセル、デジカメ処理、インターネット、メール、ウィンドウ

ズなどの相談、サークル指導講習会講師などが可能です。

＜４-０９＞ 岩井 和江 パソコン
ワード、エクセル、はがき、グリーティングカード、シール、カレンダー、画像の取り込み、ぽち

袋等

＜４-１０＞ 半田　裕子
コンピューターグラフィックス

指導・作成

パソコン、タブレットを使用して、グラフィックを作成する指導です。（グラフィック作成のソフ

トはご準備をお願いします。ご相談もうけたまわります。）

登録番号 氏名 指導内容 内容

＜５-０３＞ 橋本 博子 健康体操

健康体操：レクリエーション的なもの、腰痛・肩こり・ひざ痛・正しい姿勢・足の変形改善

等の専門的な改善運動の指導、認知症予防とロコモ予防の体操、対象者に合わせて

スタイルの変更可能

＜５-０４＞ 平田 ちえみ ダンス・体操全般

０才児のベビービクス・未就園児の親子ダンス･幼稚園児～中、高校生、大人までの

HIPHOPやJAZZなどのダンス・高齢者のストレッチまで幅広く指導します。体を動かす楽

しさを伝えられたらと思います。

＜５-０５＞ 木下 英子 ヨガ 体のゆがみに気付き、自分自身で調整していくヨガクラスです。

＜５-０６＞ 木下 英子 ベビー＆ママヨガ
ベビーマッサージをおこなって体の固さや流れを整え、ママも一緒にベビーヨガで筋肉をきた

えたり空間認識能力をつける（ママ）産後の体力、体形回復ヨガ。

＜５-０７＞ 木下 英子 マタニティヨガ
体の不調を改善しなから、出産・産後に必要な筋肉をきたえて、ゆるめたい関節をほぐし

てトータルケアをするクラス。

＜５-０８＞ 木下 英子
ピフィラティス

（骨盤底筋体操）

従来の尿モレ体操ではうまく改善されにくい人でも頻尿・尿モレを劇的治す特別プログラ

ムによって予防・改善を目指すクラスです。

＜５-０９＞ 木下 英子 背骨コンディショニング
骨の歪みから痛みは発生します。その歪みを嬌正し・神経ストレッチで痛みをとり、歪まな

い体筋力向上を目指します。

＜５-１０＞ きく ヨガ

ご年配の方向けのゆっくりしたヨガからシェイプアップしたい方向けのエクササイズ性の強いヨ

ガまで、あらゆる世代や体力に合わせたヨガをお教えできます。笑いヨガ・整体ヨガ・骨盤

調整ヨガ・パワーヨガ・リラックスヨガ・チェアヨガ・ＳＵＰヨガ・カンガルーヨガ

＜５-１１＞ 深田 紀義 凧作り
子供から老人までの凧作り教室で作り方と揚げる方法を指導します。かんたんな子供凧

から、縁起凧・飾り凧を教えます。

スポーツ・レクリエーション



＜５-１３＞ 沖 隆房 野球指導員
軟式野球の指導全般。準備運動から打撃、守備、投球の送球動作・フォーメーション。

座学（ルール）・メンタルトレーニングまでの総合指導。

＜５-１５＞ 松居 佐知子
シニアのためのトータルワー

クヨガ

ヨガだけでなく、ストレッチ・筋力強化・有酸素運動・体重移動・脳活性化のトータルワー

クをシニア向けに行います。

＜５-１６＞ 水城 仁美 フラダンス

港南区と南区を中心にこどもからシニアの方までを対象にフラダンス指導をしています。地

域のイベントや祭り又自主事業にも協力させていただいてます。老人ホームなどへも伺い

しフラを楽しんでいただいてます。

＜５-１７＞ 由本 和江
足もみ（官足法）とヨガセ

ラピー

官足法は血液循環法と神経反射療法を合わせた療法でまんべんなく、くまなく,力強く,

奥深くもむがモットーです。ヨガ・セラピーはインドの伝統的なヨガ技法や智恵に改良をし、

生活の質を高めます

＜５-１８＞ 齋藤 あき子
ベビーヨガ・ベビーマッサー

ジ・赤ちゃんダンス

心理セラピストとして、カウンセリング・コーチングによりママたちの心によりそいます。子育て

をもっと楽しく、自分自身を大切にして、自分の人生を楽しむように、ママとこどもの心と体

をはぐくむ体操を指導します。

＜５-２０＞ 小林　真理子 フラダンス

フラ（ダンス）初心者～中・上級者まで、小さいお子さまには座って手だけの踊りから練

習し、その後立ってステップ練習と合わせていきます。中上級者には、ハワイの楽器やカヒ

コ（古典フラ）も指導致します。

＜５-２１＞ 王　立松 気功・太極拳
気功・太極拳・練功十八法（気功体操）などを教えます。東洋式リハビリ実務・実技を

行っています。

＜５-２２＞ 原　雪江 フィットネス全般

子育て中のお母さん達から７０代、８０代の高齢者クラスまで、体力、年齢に応じた

フィットネスクラスを指導。エアロビクス（リズム体操）やヨガ、ストレッチ、筋力トレーニング

なども教えます。

＜５-２３＞ 大道芸人アスカ 大道芸 イベントでの大道芸披露、ジャグリング、マジック、バランス芸

＜５-２４＞ からくりキング
コメディマジック

（手品）

①コメディーマジックをメインとして、バルーンアートやプチ大道芸も含めたパフォーマンスショ

―②手品や大道芸のグッズを作る工作教室③手品やバルーンア―トができるようになる

体験講座

＜５-２５＞ 須藤 孝 背骨コンディショニング

背骨の歪みを整えることにより、肩こり・腰痛をはじめ関節痛や手足のしびれ,偏疼痛など

あらゆる体の不調を改善・緩和する体操プログラムです。７０％が橫になって行える運

動ですので、高齢者の方でも無理なく参加頂け、グループで行う体操を指導します。

＜５-２６＞ フーセンのけん バルーンアート 細長いフーセンで、動物や花などを作り、披露、及び指導を致します。

＜５-２７＞ 杉浦　紀子 バトントワーリング

キラキラ輝くバトントワーリングを楽しみましょう！またバトン指導の他に地域のお祭りやイ

ベントにおいて演技披露致します。１人でも多くの方々にバトントワーリングの素晴らしさ

を広められますよう普及活動を行っております。是非ご連絡下さい！！

＜５-２８＞ ジュリ ヨガ

運動不足・腰痛・肩こりなど人々が日頃の体の不調が改善されることを意識しながら誰

でも安心して出来る健康体操・ヨガを行います。健康のために体を少しでも無理なく動か

す機会を多くの方に持っていただくことを目標に活動しています。

＜５-３０＞ 白岩　秀勝 パステルシャインアート パステルシャインアート体験、

＜５-３２＞ 松田　奈緒美 フラダンス
正統派フラをやさしく丁寧に指導します。こどもからシニアまで基礎を大切にレッスンしま

す。楽器のレッスンもあります。



＜５-３６＞ 岡川　昇太 気功

三調（調身・調息・調心）をととのえるゆったりした動きを通して、良い姿勢・穏やかな心

をつくります。毎日元気で快適に過ごせる体づくりを目指しています。男女問わず、どんな

方でも行える健康法です。

＜５-３９＞ 白岩　秀勝 バルーンアート バルーンアート体験

登録番号 氏名 指導内容 内容

＜６-０1＞ 内田 八重 洋菓子・和菓子 誰でも作りやすい、身体にやさしい菓子作り

＜６-０２＞ 柴田 さやか 料理
季節料理（薬膳料理）、生活習慣病予防の料理、親子クッキング、男性料理教室、

エコクッキング（リメイク料理）、中国料理（特に粉もの）

＜６-０３＞ 渡邉 ケイ子 日本の育児文化の継承
子供の”こころ”を育てる育児法。発達にあわせて関わる育児法。思春期の”からだ”の変

化、”こころ”の変化を理解して話せる親に！更年期のホルモンの変化etc.孫育て法

＜６-０４＞ 松本 真由美 整理・収納 整理収納アドバイザー２級認定講座。個人宅の整理収納レッスン。整理収納セミナー

＜６-０７＞ 村田 秀雄 そば打ち
江戸前手打ちそば、基本、技術、スタイルを大事にして、初心者からベテランまで「楽しく

打つ」をモットーにしている。和気あいあいの教室です。

＜６-０８＞ 小泉 賢司
生きがいづくり

（囲碁）

1.世代間・国際交流に最適のツールである囲碁のミカタとココロミ。2.健康・福祉・教育

の分野の生涯現役コミュニケ―タ―の育成など。3.県未病サポーター（孤独病、ギャン

ブル、依存症、認知症)

＜６-０９＞ 相浦 やよい コミュニケーションのヒント

①コミュニケーションをテーマにトマス・ゴードン理論「親業」を講演②自己成長をテーマに

心理学「エニアグラム」性格論のワークショップ③声と言葉の世界「ラジオ」をミニラジオ局の

形で

＜６-１０＞ 沖 隆房 カラーセラピー
14本のカラーボトルを使用して、色彩心理をベースに、今の自分自身の心の状態を把

握させ、自分の中にある本当の気付きを知ってもらう手助けをしていきます。

＜６-１１＞ 沖 隆房 色育（いろいく） 色彩心理(色)の効果を取り入れ、「集中力」「想像力」「コミュニケーション力」を高める

＜６-１２＞ 沖 隆房　 傾聴
傾聴とは何？日頃から訓練出来る方法を教える。傾聴の大切さ。コミュニケーションを円

滑にする技法を教える。

＜６-１３＞ 新井 克己
遺言・相続、

成年後見制度

行政書士としての知識と豊富な経験を生かして、「遺言・相続」と「成年後見制度」の手

続きについて、分かり易い講座と無料相談会を横浜市南部の各地で、毎年10回位

行っています。

＜６-１４＞ 大原 千恵子 アロマテラピー
アロマテラピーの基礎知識と楽しみ方をお伝えします。①アロマクラフトの作成②アロマハン

ドトリートメント③アロマで認知症予防

＜６-１５＞ 奥住 昌子 音楽療法

小物楽器を使用してストレッチ＆脳活性、リズムに乗ってロコモ＆軽体操、馴染みの曲を

歌いながら口腔ケア＆呼吸器強化。”音楽で楽しく健康に！”をモットーとした音楽療法

です。

生活・福祉・健康



＜６-１６＞ 栗原 正子 介護
介護分野全般。どうしたらよりよい介護ができるか、その技術を教えたいと思います。ex）

腰を痛めない方法

＜６-１８＞ 折野 裕子 料理・食育 料理の基本からバランスのとれた食事の取り方まで指導します。

＜６-１９＞ 王　立松 東洋式リハビリ
医療、介護、健康運動、リハビリテ―ション医学、東洋式リハビリなどの分野が得意で

す。

＜６-２０＞ 浜野 弘規
歯を通じた食事指導と歯

磨き指導

国際化が進む南区において、様々な国の方や家庭環境で生活するお子様達やお母さ

ん達に歯を大切にすることの意味やそのための食育に関する正しい知識を伝え、豊かな

生活を送れるようお力になれたらと思います。

＜６-２１＞ 佐藤　朝生 健康管理
健康管理(予防、改善など）に関する全てのジャンル（食事、睡眠、排便、運動、休養

など）でセミナーの開催、相談対応、アドバイス活動などを行います。

＜６-２３＞ 滝田 知一 家庭経済

ジュニアNISAや平成29年から始まる個人型確定拠出年金の運用に必要なお金のは

なし（経済の仕組み）について、ファイナンシャルプランナーの立場で、やさしく解説しま

す。

＜６-２４＞ 小野 智史
朗読・話し方・

アナウンス

NHKアナウンサーとしての経験を活かし、朗読、話し方、アナウンスメント等幅広く指導で

きる。これまでNHKで、後輩のアナウンサーを指導、育成してきた経験から、できれば、朗

読を指導している人達に教え方を伝授したい。

＜６-２５＞ 田辺 芙弥 ソーラークッキング
ソーラークッカ―の展示デモンストレーション。快晴で主催者の了解が得られれば試食、

試飲も可能

＜６-２６＞ 米田 修 旅行に関するノウハウ
現在、現役の旅行の添乗員をしながら、横浜市各区の生涯学習の先生や、民間の専

門学校の講師（観光地理）をしています。

＜６-２７＞ 内藤 千晴 足もみ
自分自身の手や棒を使った簡単な足もみを教えます。子供のための足もみ講座等、ター

ゲットをしぼったものも始めています。

＜６-３０＞ 谷上　鎮隆 心と体の健康講座
歌を通じて心と体の健康づくりとうつ病・認知症予防に役立てる。学んで笑って歌って感

動する楽しい講座を目指しています。

＜６-３１＞ 高見　いずみ
肩こり腰痛ケア・

健康体操

巻き肩改善、姿勢改善♪肩こり腰痛などの体調不良で辛い方に簡単に緩むことの気持

ちよさ、楽になる方法を知って貰い笑顔になっていただくお手伝いをしています。ちびっこか

らご高齢者まで♪セルフケア指導いたします

＜６-３２＞ 松井　友美 アロマテラピー

はじめてアロマテラピーを学ぶ方への指導及びＡＥＡJ認定アロマテラピー検定1.2級合

格を目指す方への指導ができます。精油（エッセンシャルオイル）を利用したワークショッ

プ活動もできます。

＜６-３３＞ 松井　友美 メディカルハーブ

はじめてメディカルハーブを学ぶ方への指導及びＪＡＭＨＡ認定メディカルハーブ検定合

格を目指す方への指導ができます。メディカルハーブを利用したワークショップ活動もできま

す。

＜６-３４＞ 川口　整
介護体験の

認知症予防法

認知症家族を介護しながら気づいた認知症予防法をお話します。医療的なご質問には

お答えできかねます。人間の意識と行動などについての対応です。

＜６-３５＞ 加藤　さくら
アロマテラピー・

アロマフレグランスストーン

アロマテラピーについての理論、健康や暮らしでの活用方法などについてお教えします。

エッセンシャルオイルを使ったクラフト作り（キャンドル・虫よけスプレー・クリームｅｔｃ）、

フレグランスストーン作り等のワークショップを行います。



＜６-３６＞ 橋本 伸子 子育て

0歳から未就園児とその保護者を対象にあそびを通して親子の絆がより深まることを願っ

て活動しています。パラバルーン遊び・絵本の読み聞かせ・人形劇などを組み合わせて1

時間半のプラグラムにしています。

＜６-３７＞
Estrelia

(エスティリア）

モルモット体操（ストレッ

チ・骨盤矯正）

あなた、姿勢大丈夫？自然体にてきれいな体型作りませんか？1日たった5分お布団の

中で始めませんか？老若男女どなたでもできる体操です。

＜６-３８＞ 新貴代 誕生数秘学
生年月日から3つの数字を算出して、あなたの持つ能力や個性を知ることができます。夫

婦、親子、職場の人間関係の見直しにも。ワークショップも開催します。


