
タイトル カラオケは楽しく メッセージ

1.発声、音程、リズム、感情、表現 ふりがな 登録No 9058

2.説得力ある歌唱 氏　名 男 昭和18年生

3.歌、曲、組み立て方 電話番号 0465-47-6136 ・ 080-3534-1191 住所

1.各カラオケスタジオにて（レッスン） ＦＡＸ 0465-47-6136 個人指導

2.老人会で公演（レッスン） 活動時間 日曜、祭日 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル 合唱の楽しみ メッセージ

1.正しい呼吸法で美しい歌声をつくる ふりがな 登録No 9037

2.歌詞の内容や曲想を生かして歌う 氏　名 男 昭和10年生

3.豊かな表現をするための指揮の仕方 電話番号 090-8856-2888 住所

1.NHK全国学校音楽コンクール、TBS子ども音楽コンクー
ルにて全国優勝6回

ＦＡＸ 個人指導

2.ボディ＆ミュージック、ピアノ指導 活動時間 活動地域

3.全国小中学校での授業実践とコンクール出場校指導 講師料等

職歴・経歴

タイトル 健康と歌～ボディ＆ミュージック～ メッセージ

1.ストレッチ、腹式呼吸コントロールと発声練習 ふりがな 登録No 9169

2.ボディパーカッション＆リズムで脳の活性化 氏　名 女

3.アンサンブルで音楽の達成感、喜びを味わう 電話番号 090-5529-4709 住所

ＦＡＸ 個人指導

活動時間 応相談 活動地域

2.ボディ＆ミュージック、ピアノ指導 講師料等

職歴・経歴

タイトル 聴いて！動いて！歌って！ メッセージ

1.音楽を聴いて、その音楽のニュアンスを動くことで表現 ふりがな 登録No 9195

2.聴く、動く事で脳の活性化・集中力保持・自己発散 氏　名 女

3.アンサンブル（動きと合唱）で達成感・表現の喜びが倍増 電話番号 080-5445-2749 住所

1.ヤマハシステム講師にて幼児期音楽指導 ＦＡＸ 個人指導

2.ヤマハ‶健康と音楽″‶健康と歌″にて大人音楽指導 活動時間 応相談 活動地域

3.子育て支援：自宅にてリトミック・ピアノ指導 講師料等

職歴・経歴

タイトル ウクレレってたのしいね！ メッセージ

1.歌いながらウクレレ演奏を学びます ふりがな 登録No 9044

2.ハワイアンから童謡まで楽しみます 氏　名 男 昭和21年生

3.サークル員の交流やウクレレで地域活動に参加します 電話番号 0465-37-0725 ・ 090-9102-3791 住所

1.キャンパス講師（ウクレレ指導） ＦＡＸ 個人指導

2.ウク・アイカネ・ウクレレキッズおだわら指導 活動時間 10:00～17:00 活動地域

3.小学校、高校でウクレレ教室指導 講師料等

職歴・経歴

タイトル 初めてのピアノレッスンを楽しむ会 メッセージ

1.楽しくピアノの基礎を学ぶ ふりがな 登録No 9049

2.指を動かし、音符を読むことで楽しく頭の体操 氏　名

3.ピアノのレッスンを通して楽しく仲間作り 電話番号 0465-35-1663　 三谷恵子 住所

1.おだわら塾企画講座 ＦＡＸ 個人指導

2.初心者の為のピアノサークル「ドレミの会」指導 活動時間 主に午前中 活動地域

3.後進の指導 講師料等

職歴・経歴

1－2 楽器演奏

ピアノ指導歴35年

小田原市扇町

指導内容 太田　喜寿　
小田原市飯田岡

指導内容

いのうえ　まりこ

井上　万里子
小田原市酒匂

指導実績

可

2市8町及び二宮町

有償（3,000円）・無償の両方　交通費　材料費

国立音楽大学演奏学科声楽専修卒業、同大学リトミック指導者コース修了、ボディ＆ミュージック・ピアノ教室で指導

音楽のニュアンスを動く事で体験して、脳トレとストレス解消。‶音楽の持つ力″と
身体が楽器となる‶動き″と‶声″で心身共に笑顔で全身を活性化しましょう。皆
様で‶音楽の輪″‶笑顔の輪″を広げましょう。

昭和音楽短大専攻科ディプロマピアノ科卒、地域音楽コーディネーター

健康と歌～ボディ＆ミュージック～は、音楽に合わせて身体を動かし、歌います。
呼吸と簡単なストレッチ、リズムエクササイズをします。脳トレに良いですよ！最後
に季節の歌を歌います。ぜひ、ご一緒に健康と音楽をプラスしてみませんか。

指導内容

やまぐち　かほり

山口　香保里
小田原市荻窪

指導実績

可1.書籍「リトミックでつくる楽しい音楽授業」に歌のおねえさ
んとして出演

有償（3,000円）・無償の両方　交通費　材料費

指導実績

応相談

小田原市内

素敵なあなたの趣味のひとつとして、ピアノのおけいこを始めてみませんか。最初
は音符が読めなくても大丈夫。やさしくゆっくり御指導いたします。眠っているピア
ノをあなたの手でもう一度活躍の場を。

指導内容

どれみのかい

ドレミの会

指導実績

不可

県内

有償（応相談）・無償の両方　　

小田原市南鴨宮

国立音楽大学声楽科卒業、大磯町立大磯小学校長、神奈川県小中学校音楽教育連盟会長、音楽教育推進協議会”関東甲信越21世紀の会”会長

指導実績

応相談

全国

2市8町及び二宮町

有償（1,500円）　材料費

楽しく歌いながらウクレレを学び、サークル員の交流を大切にして活動していま
す。小さなボディーで4本弦のウクレレの音色は初心者でも簡単に始められる楽
器です。やわらかなやさしい音色のウクレレをぜひ体験してみて下さい。

おおた　よしひさ　

小田原市酒匂

指導実績

大塚　正夫　

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費　その他（伴奏者費用）

応相談

無償　　　　

童謡、抒情歌や合唱曲の生まれた背景などに触れながら、やさしく楽しく進めま
す。また、健康な体づくりにも有効な正しい呼吸法と声の出し方を体得し、楽しく心
合わせて歌えるようになればと思っています。

全日本カラオケ大会優勝、東海歌謡選手権大会優勝

おおつか　まさお　

指導内容

1 音楽・演劇

1－1 コーラス・合唱
歌は人生の応援歌です。お互いに学び合い楽しい時を気楽に自然体で歌に親し
みましょう。

指導内容

おさない　へいじ　（ていしん）

小山内　平治　(諦心)
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タイトル 中高年から始める　らくらくピアノ メッセージ

1.キーボードを使った演奏指導 ふりがな 登録No 9209

2.同世代の方との交流を通じて、音楽で脳活性 氏　名 女

3.歌唱、リズム打ち、音楽の基礎知識などの音楽要素指導 電話番号 090-5565-6462 住所

1.中高年のためのピアノ倶楽部　らくらくピアノ指導 ＦＡＸ 個人指導

2.ピアノ教室で20年以上指導 活動時間 応相談 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル
癒し楽し体に良いオカリナ♪を始め
てみませんか！？

メッセージ

1.美しい音の出し方、呼吸法 ふりがな 登録No 9189

2.曲を演奏しながら、音楽の基礎を学んでいきます 氏　名 女 昭和38年生

3.アンサンブルでより音楽の楽しさを味わう 電話番号 090-8490-0207 住所

1.カンターレオカリーナ専任講師 ＦＡＸ 0285-27-2634 個人指導

2.北関東を中心にカルチャースクール、サークルで指導 活動時間 第2,4月～水曜日／日曜日 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル オカリナの演奏 メッセージ

1.オカリナの持ち方 ふりがな 登録No 9214

2.オカリナの音の出し方 氏　名

電話番号 0465-73-3838 ・090-9806-3549 栗山多栄子 住所

1.オカリナ教室で指導、講師も4人誕生しています ＦＡＸ 0465-73-3838 個人指導

活動時間 応相談 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル オカリナの演奏 メッセージ

1.オカリナの音の出し方 ふりがな 登録No 9233

2.オカリナ演奏の基礎 氏　名 女

3.オカリナでアンサンブル演奏を楽しみましょう 電話番号 090-6168-8146 住所

1.オカリナ教室で指導 ＦＡＸ 個人指導

活動時間 平日（午前・午後）　休日（応相談） 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル 楽しいヴァイオリン教室 メッセージ

1.ヴァイオリンの弾き方の基礎を学びます ふりがな 登録No 9196

氏　名

電話番号 0467-32-3109 住所

1.子どもから大人まで20年間指導 ＦＡＸ 個人指導

活動時間 週に1～2回 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル オカリナの演奏 メッセージ

1.オカリナの持ち方 ふりがな 登録No 9231

2.オカリナの音の出し方 氏　名 女

3.オカリナでのアンサンブル演奏 電話番号 090-7830-4273 住所

1.オカリナ教室で指導 ＦＡＸ 個人指導

活動時間 9:00～12:00、13:00～16:00 活動地域

講師料等

職歴・経歴

指導内容

かなわ　ともこ

金輪　智子
小田原市鴨宮

指導実績

応相談

2市8町及び二宮町

ライリッシュ・オカリナ連盟認定講師

指導内容

たかみね　のりこ　　（ばらまど）

髙嶺　紀子　（薔薇窓）

指導実績

可

小田原市内

有償（500円）　交通費　材料費

有償（2,000円）・無償の両方　交通費

第3回日本オカリナコンクール2位（1位なし）受賞、栃木県芸術祭優秀賞受賞、日米親善・日伊親善オカリナフェスティバル参加

子どもから大人までどなたでも気軽に学べる教室です。楽譜が読めない方も、は
じめて楽器を手にされる方でもご心配なく。丁寧にご指導いたします。ヴァイオリ
ンを通して音楽の楽しさを体験してみませんか。

有償（応相談）・無償の両方　交通費

有償（応相談）・無償の両方　　

指導内容

しょうなん　らぶ・くれーる

ライリッシュ・オカリナ連盟講師

指導実績

オカリナは、優しい音色の楽器です。持ち運びにも便利で、どこでも演奏できま
す。アンサンブル演奏を楽しみましょう。

心和む、やさしい音色のオカリナをご一緒に奏でてみませんか。基礎から丁寧に
ご指導いたします。クラシックからポップスまで、いろいろな曲をアンサンブルで楽
しみましょう。

松隈　万貴子
小田原市南町

南足柄市和田河原

不可

指導内容

まつくま　まきこ

全日本らくらくピアノ協会認定講師、ヤマハシステム講師、中学高校音楽教諭免許

指導実績

土笛の温かい音は、聴く人は勿論、自分も癒してくれます。楽器を持ったその日
から楽しめます。懐かしい童謡から、クラシック・ポップス・ジャズなどいろいろな
ジャンルの曲を演奏します。楽譜が読めなくても大丈夫！気軽に始めませんか？

東京藝術大学大学院修了、「野の花コンサート」主宰

鎌倉市七里ガ浜東

やまむら　たえこ

栃木県小山市横倉新田

同世代の方々とご一緒に音楽で楽しく脳トレしませんか？初心者対象。音符が読
めなくても大丈夫。鍵盤に音名シールを貼り、かな付き楽譜と指番号で、初めて
の方でも簡単にピアノを楽しめます。

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費

2.学ぶ方のニーズに合わせて、クラシックからポピュラーま
で幅広く学びます

指導内容 山村　多恵子

2市8町及び二宮町

オカリナは優しい音色で、聴く人はもちろん、自分も癒してくれます。いろいろな
ジャンルの曲を一緒に、アンサンブル演奏を楽しみましょう。

指導内容

指導実績

応相談

全国

湘南ラブ・クレール

応相談

2市8町及び二宮町

有償（1,000円）・無償の両方　交通費　教材費　キーボードは貸与なり 

おおき　みどり

大木　みどり
開成町吉田島

2市8町及び二宮町指導実績

ライリッシュ・オカリナ連盟認定講師

応相談
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タイトル 初心者の為の詩吟教室 メッセージ

1.中国と日本の漢詩の他和歌、俳句、俳諧歌、近代詩等 ふりがな 登録No 9050

2.岳風流で統一している教本に従い、作者の気分で腹の底
から大きな声を思いきり出し、ストレス解消。健康に寄与

氏　名

電話番号 0465-48-5727 ・ 090-6138-3983 竹内 隆一 住所

1.小田原萩窪教場を開き今年で満11年となる ＦＡＸ 0465-48-5727 個人指導

2.国府津中学校文化祭で、生徒、先生、保護者の多数を前
に詩吟を実施

活動時間 随時（応相談） 活動地域

3.老人ホームで詩吟を行う（約6年間） 講師料等

職歴・経歴

タイトル 篠笛
しのぶえ

を吹いてみよう！ メッセージ

1.篠笛についての説明 ふりがな 登録No 9147

2.音の出し方、構え方などの指導 氏　名 男 昭和46年生

3.講師演奏 電話番号 0557-37-3775 ・ 090-8551-3797 住所

1.NHK大河ドラマ「平清盛」に田楽法師笛方として出演 ＦＡＸ 0557-37-8968 個人指導

2.篠笛教室「笛人」主宰 活動時間 応相談 活動地域

3.様々な楽器とコラボし、各地で演奏を行う。イベント出演、
コンサートを中心に、各施設の慰問も行う

講師料等

職歴・経歴

タイトル 大正琴演奏指導 メッセージ

1.大正琴演奏の基礎 ふりがな 登録No 9010

2.大正琴アンサンブル 氏　名 女 昭和18年生

3.大正琴演奏の技術、表現 電話番号 090-4028-8207 住所

1.ピアノ・大正琴指導 ＦＡＸ 個人指導

2.キャンパスおだわら連続講座 活動時間 応相談 活動地域

3.大正琴愛好会「花」主宰 講師料等

職歴・経歴

タイトル 大正琴の演奏 メッセージ

1.右手と左手の使い方 ふりがな 登録No 9213

2.数字譜の読み方 氏　名

電話番号 0465-73-3838・090-9806-3549 栗山多栄子 住所

1.3名が講師試験（2級）に合格しています ＦＡＸ 0465-73-3838 個人指導

活動時間 応相談 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル 尺八（含　一節切）を奏でましょう
　　　　　　　　　ひとよぎり

メッセージ

1.奥深い尺八の音色 ふりがな 登録No 9177

2.古典邦楽から現代音楽まで楽しめます 氏　名 男 昭和37年生

3.琴や三絃との合奏、舞台演奏 電話番号 0465-38-1038 ・ 090-3506-2027 住所

1.カルチャーセンター小田原「尺八入門教室」主宰 ＦＡＸ 0465-87-9175 個人指導

2.毎週木曜日19時から飯田岡本村公民館尺八教室主宰 活動時間 随時（応相談） 活動地域

3.毎週火曜日18時から竹憧会師範代 講師料等

職歴・経歴

タイトル
花月流日本舞踊
みんなで楽しく踊りましょう！

メッセージ

1.古典舞踊 ふりがな 登録No 9051

2.民謡、演歌、舞踊 氏　名 女 昭和27年生

3.小田原小唄 電話番号 0465-72-1864　 住所

1.小田原市民会館で発表会、小田原・南足柄文化祭出演 ＦＡＸ 0465-72-1864 個人指導

2.小田原小唄指導（城山中学校） 活動時間 応相談 活動地域

3.ボランティア活動（デイサービス他） 講師料等

職歴・経歴

指導実績

不可

2市8町及び二宮町

大正琴は、おばあちゃんの楽器というイメージがありますが、現在は、とても演奏
しやすい、ピアノと同じ楽器になっています。ポピュラー・ポップス・ジャズなどをア
ンサンブル演奏しています。

琴修会3級師範

2市8町及び二宮町

指導内容

指導実績

有償（応相談）・無償の両方

長山　京子　(花月寿扇)

可

指導実績

応相談

無償　交通費　材料費　　

県内・その他（応相談）

指導実績

指導内容

指導実績

どこの国にも、その国のおどりがあるように、日本には｢日本舞踊」があります。日
本人ならではの美しい所作や振りは、誇ることのできる文化です。日本舞踊の楽
しさや魅力を皆様に体験して頂きたいと思います。

岳風流相萩吟詠会

小田原市田島

応相談

指導実績

可

2市8町及び二宮町

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費　その他（応相談、笛貸与あり）

有償（500円）・無償の両方　交通費　材料費

指導内容

南足柄市和田河原

おおかわ　たくや　

大川　琢也　
伊東市湯川

腹の底から大声を出すことが少ない昨今、ストレスがたまっていませんか。その
解消法は詩吟が一番と云われております。だれでも出来る伝統芸能の一つとし
て、又、生涯の友として一歩ふみ入れてみませんか。全国の会員、約十万人近く
の吟友仲間があなたを大歓迎いたします。年など関係ありません。

県内

がくふうりゅうそうしゅうぎんえいかい

南足柄市和田河原

不可

1－3 邦楽伝統芸能

小田原市曽我別所

ライオン(株)に40年間勤務　平成12年12月31日付で定年退職、吟歴約50年　平成27年7月1日付で「総伝」位取得

竹に孔をあけただけのシンプルな日本の横笛です。西洋音階（ドレミ）に調律され
ている篠笛を使用しますので、懐かしい童謡から現代の和洋ポップス、ジャズな
ど様々なジャンルの演奏が可能です。数字譜を使いますので、楽譜が読めなくて
も大丈夫。篠笛貸与あり。普段着で気軽に始めてみませんか。

一噌幸弘氏・朱鷺たたら氏に師事

内野　和子　

初心者にははじめの一歩から、経験者にはより奥深い表現や、演奏法をレべル
にあわせて丁寧に指導いたします。自分の手で弾く喜びと音楽とふれあう楽しさ
をわかちあいましょう。無流派・無会派のシンプルな愛好会です。

花月流名取師範、日本舞踊協会会員、小田原日本舞踊連盟役員、南足柄舞踊連盟役員

小田原市内

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費　　

うちの　かずこ　

東邦音楽短期大学ピアノ科卒

ながやま　きょうこ　（かげつじゅせん）

おおむら　まなぶ　（きょうどう）

大村　学　（響堂）
小田原市飯田岡

有償（応相談）・無償の両方　

マロン・４

指導内容

指導内容

まろん　ふぉー

戦国武士たちが素養の一つとして嗜んだ「一節切」が江戸時代に「尺八」として形
を変え、現代まで奏でられています。日本固有楽器である尺八は難しそうで簡単
ですが、底知れない奥深さがあります。その魅力を一緒に楽しみましょう。

指導内容
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タイトル 花月流日本舞踊 メッセージ

1.古典舞踊長唄、小唄、端唄、踊り、御祝儀踊り、カラオケ
でも踊れる新舞踊他

ふりがな 登録No 9081

氏　名 男

電話番号 0465-22-8500　 住所

1.小田原市・平塚市民会館で発表会、各公民館での発表
会、福祉関係・老人ホームで公演他

ＦＡＸ 個人指導

2.きらめき☆おだわら塾前期・後期、講座企画、講座など…
他・子どもおもしろ学校数多く

活動時間 応相談 活動地域

3.マロニエでの発表10回以上 講師料等

職歴・経歴

タイトル 花柳流日本舞踊 メッセージ

1.民謡（歌謡曲一部） ふりがな 登録No 9167

2.小唄・端唄 氏　名 女 昭和24年生

3.古典舞踊 電話番号 090-6135-6509 住所

1.個人指導（教室　3歳～・男性も可） ＦＡＸ 個人指導

2.その他 活動時間 午後（応相談） 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル 日本舞踊（新舞踊） メッセージ

1.懐メロ振付 ふりがな 登録No 9207

2.演歌 氏　名

3.民謡 電話番号 090-7804-1647　遊作清子（ゆうさくきよこ） 住所

1.小田原市民会館発表会27回、平塚23回 ＦＡＸ 個人指導

2.福祉施設れんげの里ボランティア35回 活動時間 水曜日11:00 活動地域

3.他の福祉施設でもボランティア活動中 講師料等

職歴・経歴

タイトル 花月流日本舞踊 メッセージ

1.古典舞踊（小唄、端唄等、男・女踊り含） ふりがな 登録No 9220

2.新舞踊（演歌、舞踊歌謡等、男・女踊り含） 氏　名 女

3.着方、各種作法 電話番号 0465-42-3435 住所

1.小田原市、平塚市、秦野市各文化会館等での発表会 ＦＡＸ 個人指導

2.活動団体と企業との協働事業フェスティバル 活動時間 応相談 活動地域

3.老人ホームボランティア活動、地域イベント参加 講師料等

職歴・経歴

タイトル 大正琴の演奏 メッセージ

1.大正琴演奏の基礎 ふりがな 登録No 9232

2.アンサンブル演奏 氏　名 女

電話番号 090-6168-8146 住所

1.大正琴教室で指導 ＦＡＸ 個人指導

活動時間 平日（午前・午後）　休日（応相談） 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル
外郎売の口上を声に出し共に楽し
む

メッセージ

1.外郎売の口上の群読、素読 ふりがな 登録No 9223

2.発声練習、表現力をつける 氏　名

3.老外郎売に関わる歴史他講演会 電話番号 090-3598-7789 　善波裕美子 住所

1.橘中学校スクールボランティア ＦＡＸ 個人指導

2.下中小学校スクールボランティア 活動時間 応相談 活動地域

3.白山中学校スクールボランティア 講師料等

職歴・経歴

指導実績

指導内容

かなわ　ともこ

金輪　智子

琴修会二級講師

ピアノのように音を奏でる鍵盤大正琴で、アンサンブル演奏をご一緒に楽しみま
しょう。数字譜の読み方、演奏の仕方を基礎から丁寧にご指導いたします。童謡・
ポップス・クラシックなど、いろいろな曲にチャレンジいたします。

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費

宝泉流名取習得20年（宝泉多津清代）、着付け資格18年

花月流日本舞踊名取師範、個人指導（自宅、マロニエ）

小田原市鴨宮

小田原市中里

指導実績

応相談

2市8町及び二宮町

2市8町及び二宮町

応相談

有償（500円）・無償の両方　交通費

小田原市蓮正寺

日本文化の和服姿で往年のヒット曲や現代歌謡曲のリズムに乗って華やかに
踊ってみませんか。きっと、新しい自分に出逢えます。

ほうせんりゅうたつよかい

2市8町及び二宮町

有償（応相談）・無償の両方　交通費

指導内容

やすだ　ひでお　（かげつゆたか）

応相談

小田原市栄町

安田　秀雄　(花月豊賀)

指導実績

日本の伝統文化である日本舞踊の魅力を、一人でも多くの方々に知っていただき
たいと思います。礼儀作法・着付けなどが自然に身につきます。初めて習う方も
お気軽にお越しください。丁寧な指導を心がけています。

宝泉流多津世会

有償（3,000円）・無償の両方　交通費　材料費　　

指導実績

指導実績

不可

指導内容

いしだ　けいこ　　（はなやぎゆきむね）

石田　恵子　　（花柳幸宗）
小田原市本町

指導内容

花柳流名取資格

有償（1,000円）・無償の両方　材料費　　

可（応相談）

2市8町及び二宮町

日本舞踊花月流名取師範　花月豊賀(昭和59年～現在に至る）

県内

2.お勧め（小田原の唄）ああ小田原城、海の城下町、曽我
の春、黒田節

日本舞踊は、日本人の心に添った表現芸能です。品格豊かな新舞踊（古典の振
付け）、小唄、端唄等男・女踊りをお稽古してみませんか。気楽に一歩踏み出し、
趣味を広げ踊ることの楽しさ幸せを感じて頂きたいと思います。

あだち　すみこ　（かげつほうしょう）

県内

指導内容 安達　澄子　（花月豊清）

上品な格調高い舞踊芸術を目指して日本舞踊発展のため努めています。初心者
の方も安心です。基本的な振り付中心の丁寧な指導がモットーです。体験実感し
て素晴らしい人生を切開いて下さい。着付けもします。礼儀作法を学び和服で美
しい表現ポーズで決めます。どなたも大歓迎！！たのしい仲間が待ってます！！

小田原市荻窪

指導実績

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費

毎年夏に「外郎売の口上大会」を市民会館大ホールで開催。2014年から活動、小田原のみならず東海道の宿場でも毎年口上を披露しています。

ういろううりのこうじょうけんきゅうかい

外郎売の口上研究会

応相談

1－5 演劇
市川家歌舞伎尾十八番「外郎売」を知ることは小田原の歴史と文化をもっと良く
知ることにつながります。早口言葉にあふれる楽しい口上を一緒に声を出して練
習し、人前で発表する楽しさも体感してください。

指導内容
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タイトル
宮沢賢治を読む
～童話を主体として～

メッセージ

1.作品を通じて、賢治の生涯や様々なエピソードに触れる ふりがな 登録No 9226

2.賢治の世界観を童話、詩、論文等から学ぶ 氏　名 女

3.賢治の共生、共存といったグローバルな思想を学ぶ 電話番号 0465-36-1331 住所

1.京都府亀岡市で『宮沢賢治を読む会』を主宰 E－mail hirata@atelier-syun.com 個人指導

2.外国人である宮沢賢治共同研究者の大学における授業
内容を補佐

活動時間 応相談 活動地域

3.衛星TV放送『宮沢賢治特集』に出演、その他雑誌等に執筆 講師料等

職歴・経歴

タイトル はじめての俳句 メッセージ

1.俳句の作り方 ふりがな 登録No 9015

2.俳句を作る 氏　名

3.句会を愉しむ 電話番号 0465-35-1018　 村場 悦郎（十五） 住所

1.キャンパスおだわら連続講座 ＦＡＸ 0465-35-1018 個人指導

2.城南中学校、南足柄中学校等ボランティア俳句授業 活動時間 応相談 活動地域

3.夏休み子どもおもしろ学校､子どもと大人のおもしろ学校
など

講師料等

職歴・経歴

タイトル 朗読 メッセージ

1.発声練習・アクセント・滑舌・言葉の表現 ふりがな 登録No 9011

2.日本文学朗読・民話語り・詩の朗読 氏　名 女 昭和15年生

3.外郎売・朗読劇 電話番号 0465-73-2524　 住所

1.シルバー大学講師　(民話素語り） ＦＡＸ 個人指導

2.キャンパスおだわら講座(外朗売・朗読雪わたり） 活動時間 月(第1・第4)木(第1・第3)13:00～15:00 活動地域

3.キャンパスおだわら連続講座（民話語り） 講師料等

職歴・経歴

タイトル 古典の学習 メッセージ

1.論語の素読 ふりがな 登録No 9157

2.短歌・俳句の学習 氏　名 男 昭和19年生

3.書⇒主に般若心経の写経 電話番号 0465-47-9337 ・ 090-2651-7147 住所

1.小田原の文化と教育を語る会主催－清閑亭・内野邸の
掃除と論語素読の会

ＦＡＸ 0465-47-9337 個人指導

2.青梅市論語講座毎月1回 活動時間 木曜日、土曜日午前中以外 活動地域

3.全国各地で講演会活動 講師料等

職歴・経歴

タイトル 戦国武将の興亡盛衰 メッセージ

1.スライド式：各武将の古戦場・廟所等スライド説明 ふりがな 登録No 9228

氏　名 男 昭和17年生

電話番号 0465-48-2767・090-2556-9399 住所

1.小田原ロータリークラブ依頼による二宮神社での講演 ＦＡＸ 個人指導

2.明治大学校友会による講演 活動時間 9:00～17:00 活動地域

3.西さがみ文化フォーラムによる講演 講師料等

職歴・経歴

応相談

有償（応相談）・無償の両方　交通費実費

ひらた　しなこ

平田　倫子

指導実績

スウェーデン人宮沢賢治研究者故シャスティーン・ヴィデーウス大学教授との共同研究で宮沢賢治学会宮沢賢治賞を受賞、大学授業補佐・小学校臨時講
師等、現代詩・俳句・及び岡部伊都子随筆などを共同翻訳しスウェーデンに紹介する

2－1 文学講義

現在、起こっている地球での未曾有の出来事を想う時、宮沢賢治の動物、植物、
鉱物も含めての共存、共生の思想を今、正に改めて肩肘張らずに、童話を主に、
様々な資料を使い多岐にわたってご一緒に学び探求出来ればと願っています。

指導内容

指導実績

応相談

県内

小田原市の校長歴任、青少年相談センター相談員、寺子屋石塾主宰

指導内容

いわこし　とよお　（せきしゅう）

岩越 豊雄　（石秋）
小田原市南鴨宮

指導実績

不可

県内

有償（500円）・無償の両方　交通費　その他（コピー代200円程度）　

朗読「征の会」代表、元劇団「東俳」養成所研究生、U-CAN生涯学習局通信講座声優講座修了、舞宝泉流「多津世会」会員　名取宝泉征世

南足柄市関本

指導実績

応相談

2市8町及び二宮町

無償　交通費　材料費　その他（コピー代、会場費、通信費）

指導内容

髙井　征子　

昭和56年の小田原市立図書館の教養講座受講生が昭和58年に発足させたサークル

鷹俳句会・小田原

指導内容

小田原市荻窪

たかはいくかい・おだわら

小田原市栢山

季節の移ろいや日常生活での感動を俳句にしてみませんか。俳句を作ることによ
り、今まで気づかなかった新しい自分を発見しましょう。作句や句会で頭も心もリ
フレッシュ！！初心者、中高年の方歓迎

応相談

2－3 その他文学

たかい　いくこ　

有償（応相談）・無償の両方　材料費

2－2 創作文学

2 文学・歴史

指導実績

交通費

おおもり　ふみお

大森　文夫
小田原市矢作

好きな文章を表現力豊かに朗読してみませんか。「ことば」は読みての感性によっ
て生きも死にもします。

小学校の国語に、短歌、俳句、古典、論語の学習が入りました。論語は、人として
の生き方、規範を教えてくれます。短歌・俳句は、心の豊かさを養います。是非、
お子さんと一緒に学びたいと思います。

不可

2市8町

群雄割拠する戦国動乱の時代を赤裸々に力強く生き抜いた、名将・智将・勇将と
言われた有名武将たちが、どんな戦場で戦い戦場の露と消えていったのか。いっ
たいどんな所で静かに眠っているのだろうか。又、死が隣り合わせの時代、自ら
の生涯を総括し、どんな気持ちで「辞世の句」を認めたのか。武将たちの生涯に
皆様と思いを馳せたいと思います。

指導内容

（株）大広社　前代表取締役

2.有名武将・軍師登場：例えば織田信長、竹中半兵衛、黒
田官兵衛
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タイトル 小田原の郷土史再発見 メッセージ

1.最新史料による小田原の郷土史 ふりがな 登録No 9008

2.古文書等の解読と史料の再発見 氏　名 男 昭和15年生

3.文献等の解釈と説明 電話番号 0465-34-3360　 住所

1.市民教授として、きらめき小田原塾で講座開催 ＦＡＸ 個人指導

2.小田原史談会等各種団体からの講演実績30回 活動時間 随時（応相談） 活動地域

3.鴨宮中学校はじめ、市立中学校での指導10回 講師料等

職歴・経歴

タイトル 西湘地域の鉄道の歴史 メッセージ

1.小田原・箱根の鉄道の歴史 ふりがな 登録No 9238

2.箱根登山鉄道の歴史 氏　名 男

3.東海道新幹線の歴史 電話番号 070-6645-5877 住所

1.綾瀬市立中央公民館学びスクール「箱根登山鉄道130年
と東海道新幹線」

ＦＡＸ 個人指導

2.鼻・花・華フェスタ「東海道新幹線モデル線の話」 活動時間 午前～夕方 活動地域

3.さがみ信用金庫小田原信和会定時総会講演会「鉄道の
まち小田原の魅力」

講師料等

職歴・経歴

タイトル イタリア語講座 メッセージ

1.イタリア語入門 ふりがな 登録No 9027

2.イタリア語初級 氏　名 男

3.イタリア語中級 電話番号 0465-74-8273　 住所

ＦＡＸ 個人指導

活動時間 応相談 活動地域

2.上記修了者を対象に個人的にイタリア語指導 講師料等

職歴・経歴

タイトル
簡単イタリア語を学びながらプチ旅
行を楽しみましょう

メッセージ

ふりがな 登録No 9172

氏　名 女

2.イタリア人のライフスタイルを語る 電話番号 090-9821-7191　 住所

ＦＡＸ 個人指導

活動時間 応相談 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル 気軽に英会話 メッセージ

1.英語発音ポイント ふりがな 登録No 9114

2.英語入門 氏　名 女

3.英語初級日常会話 電話番号 090-4244-5522 住所

1.英会話スクール講師 ＦＡＸ 個人指導

2.市立小学校　英会話講師 活動時間 応相談 活動地域

3.幼児から大学生、成人と幅広く指導 講師料等

職歴・経歴

タイトル 英語で楽しく話しましょう メッセージ

1.英語入門 ふりがな 登録No 9128

2.日常英会話 氏　名 女

3.トラベル英会話 電話番号 0465-49-0588　 住所

1.イギリスの私立校（幼稚園から高校迄）にてアシスタント
ティーチャー（ケンブリッジ大学のフィールドスタディーで）

ＦＡＸ 個人指導

2.イギリスの公立校（幼稚園から高校迄）にてゲストティー
チャー（州の教育委員会の依頼で）

活動時間 応相談 活動地域

3.自宅にて小学生～大人迄英語指導（大学受験指導含む） 講師料等

職歴・経歴

アメリカ・シアトル職業教育学校教員補佐コース卒業、講師歴26年

1.新宿プリンスホテルレディスクラブ会員向け「ぶらぶらイタ
リアの街歩き　イタリア語＋食事」

小田原市酒匂

アメリカの大学へ留学後アメリカ大使館関係へ勤務、イギリスのケンブリッジ大学へ留学、小田原市と箱根町のボランティア通訳　

指導実績

指導実績

指導内容

やまざき　かおるこ　

山崎　薫子　
小田原市南鴨宮

有償（応相談）・無償の両方　交通費（遠方の場合）

英語は基礎文法と単語を活用すれば日常会話は充分に出来ます。この基礎的な
簡単な英語を使って、個人的にですが、「小田原を英語が話せる大人のいる都
市」にするプロジェクトを進めています。是非、皆さんも参加しませんか？

英語の発音はポイントをおさえれば、聞取りも発話も楽になります。コツを知り楽
しく英語で日常会話を交わしてみませんか。

すずき　あつこ　

鈴木　厚子　
小田原市風祭

応相談

県内

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費　　

鈴木　陽子

「キャンパスおだわら」イタリア語講師

2市8町及び二宮町

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費　　

美術、音楽、食、ショッピングとイタリアの魅力は尽きることがありません。歴史あ
るこの小田原にも共通する美意識が感じられます。簡単なイタリア語をジェス
チャーを交えながら楽しみ、プチ旅行をしたいと思います。

キャセイパシフィック航空　香港ベース客室乗務員、アリタリアイタリア航空客室乗務員、新宿プリンスホテル（事業戦略、セミナー講師、コンシェルジュ）、東
邦書院（常任理事準同人）

1.旅行に必要なかんたんイタリア語日常会話を身振り手振
りで楽しく学ぶ

可

2市8町及び二宮町

有償（3,000円／回）・無償の両方　交通費　材料費　

指導内容

明治時代、馬車鉄道・電気鉄道・人車鉄道が開通、大正になると熱海線が開通、
小田原駅が開業しました。現在では鉄道五社が集結し、合計十八駅あります。鉄
道のまち小田原の歴史を年表をひもときながら紹介します。

2－4 歴史・郷土文化

指導内容

指導実績

ＪＲ東海株式会社退職、きらめき☆おだわら塾市民教授

いしい　ひろふみ　

県内

有償（謝礼程度）　交通費　材料費　　

石井　啓文　
小田原市東町

可

指導内容

指導内容

指導実績

かとう　たけし　

加藤　武史　

秦野市若松町

南足柄市竹松

2市8町及び二宮町

有償（5,000円）・無償の両方　交通費　材料費

指導実績

応相談

2市8町及び二宮町

不可

こむろ　としろう

小室　刀時朗

応相談

指導内容

すずき　ようこ

3－1 語学・国際交流

1.「きらめき☆おだわら塾」「キャンパスおだわら」にてイタリ
ア語連続講座（入門、初級）開催

指導実績

郷土史を学んでみませんか。最も身近な家系調査が郷土史につながります。旧
町村史など新たな発見に出会います。調べ、学ぶことにより新たな知己も広がり、
生涯学習に最適なテーマです。自費出版への夢も広がります。

1991年より伊勢治書店に勤務、2015年より小田原鉄道歴史研究会会長

3 語学・国際交流

イタリア語は基本的に「ローマ字読み」で発音が簡単。取り組み易い言語です。旅
行中に現地の人と会話してみたい方、イタリア語の歌を歌われる方、その他イタリ
ア語に関心をお持ちの方、お気軽にご参加下さい。
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タイトル 楽しみながら英会話 メッセージ

1.日常生活の英会話 ふりがな 登録No 9141

2.旅行用の英会話 氏　名 女

3.初心者から上級者の英会話 電話番号 080-6637-2727 住所

1.小学生からシニアまで幅広く指導 ＦＡＸ 個人指導

2.国際交流事業で英会話指導 活動時間 応相談 活動地域

3.小田原市内各小学校にて英会話指導ボランティア 講師料等

職歴・経歴

タイトル おもてなし英語を学びましょう メッセージ

ふりがな 登録No 9171

氏　名 女

電話番号 090-9821-7191　 住所

ＦＡＸ 個人指導

活動時間 応相談 活動地域

2.新宿プリンスホテルレディスクラブ向「かんたん英会話」 講師料等

職歴・経歴

タイトル
海外の方達との接し方・外から日本
を観てみよう

メッセージ

1.英語が苦手な方でも国際交流、海外旅行 ふりがな 登録No 9178

2.英語の必要性・海外から日本を観ることの重要性 氏　名 男

3.外資系企業の職環境、海外での仕事 電話番号 0465-23-7576 ・ 090-7821-7609 住所

1.第2回市民公開講座「真の国際人として生きる」 ＦＡＸ 0465-23-7576 個人指導

2.夏のフェスタ（日伊協会主催、イタリア文化会館後援） 活動時間 随時（応相談） 活動地域

3.職業別セミナー（小田原高校主催） 講師料等

職歴・経歴

タイトル
カタコトの日本語でも通じる技術

わ ざ

を

教えます
メッセージ

1.カタコトの外国人と日本語で話すコツがあります ふりがな 登録No 9240

2.伝えやすい日本語の文章の書き方があります 氏　名 女 昭和39年生

3.言葉以外の伝え方があります 電話番号 0465-39-1284 住所

ＦＡＸ 個人指導

活動時間 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル やさしいスペイン語 メッセージ

1.スペイン語入門 ふりがな 登録No 9047

2.スペイン文化紹介 氏　名 女

電話番号 0465-48-0169　 住所

1.1991年より英語講師 ＦＡＸ 個人指導

2.1992年よりスペイン語講師 活動時間 応相談 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル 中国語会話 メッセージ

1.発音の基本 ふりがな 登録No 9159

2.会話の練習 氏　名 女 昭和28年生

3.日常会話 電話番号 0465-48-1988 ・ 080-8019-1215 住所

1.N製粉(株)三ヶ月　5人に日本語指導、北京事務所設立 ＦＡＸ 0465-48-1988 個人指導

2.27年三ヶ月講座指導 活動時間 木曜日19:15～20:30 活動地域

3.28年2月～3月講座指導 講師料等

職歴・経歴

不可

あなたの職場、学校、ご近所で日本語に困っている方はいませんか。ほんの少し
気をつけるだけで言葉が通じるとしたら…。そんな「やさしい日本語」を学んでみま
せんか。

有償（1,000円／コマ）・無償の両方　交通費　材料費

指導内容

うちだ　ともえ

指導実績 その他（応相談）

小田原市城山

指導実績

可

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費　　

日本語教師養成講座修了、やさしい日本語指導者養成講座修了、介護の日本語の教え方講座修了

米仏伊の金融機関の東京支店長、米製造会社の日本代表歴任、日伊協会理事、米・仏事業アドバイザー

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費　　

外国出身（現日本国籍）　大学卒業後、小学校（出身国）の教壇に立つ

日本人に発音しやすいスペイン語と、魅力一杯の国スペインを少しでも多くの方
に知っていただきたいと思います。

応相談

2市8町及び二宮町

日本と中国は一衣帯水、一番近い国、両国の言葉が使えたら、いろいろな交流が
できる。人々が幸福になるように、心から祈っています。

2市8町及び二宮町

内田　智恵
小田原市成田

社長秘書、通訳、コンピューター室長、日本語1級

すずき　ようこ

可

歌やゲームで楽しく英語を学びましょう。上級者大歓迎。

指導内容

指導実績 2市8町及び二宮町

有償（3,000円／回）・無償の両方　交通費　材料費　

1.外国人観光客にも堂々と対応できる、心のこもった簡単
なおもてなし英語を学ぶ

1.新宿プリンスホテル「外国人観光客に対するおもてなし英
語」（ホテル従業員、歌舞伎町振興会向け）

鈴木　陽子
小田原市酒匂

指導内容

うちだ　としまさ

内田　俊正

これからオリンピックに向け、歴史ある城下町小田原にも沢山の外国人観光客が
訪れます。この町の素晴らしさを実感していただくために、最低限のおもてなし英
語を皆が学び、自然なコミュニケーションを図ることが大事です。

キャセイパシフィック航空　香港ベース客室乗務員、アリタリアイタリア航空客室乗務員、新宿プリンスホテル（事業戦略、セミナー講師、コンシェルジュ）、東
邦書院（常任理事準同人）

指導内容

うすい　べてぃ　

臼井　ベティ　
小田原市下堀

米仏伊の外資系金融機関や米製造会社での実務経験、シカゴ・パリ・バンコクで
の海外駐在を基にした国際経験から、いかに外国の方達と接するか何が大事か
をお話しします。

制限なし

指導内容 久保　瑞穂

指導実績

有償（月4,000円）　その他（会場使用料）

指導実績

不可

2市8町及び二宮町

有償（応相談）・無償の両方　その他（テキストプリント代）　

外国語学部イスパニア語学科卒業

小田原市国府津

指導内容

いしわ　ゆうこ　

石和　祐子　
小田原市南鴨宮

指導実績

可

くぼ　　みずほ
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タイトル 楽しい絵画（油絵・水彩画） メッセージ

1.絵画（油絵、水彩画、デッサン）の基礎から完成まで ふりがな 登録No 9078

2.上級者へ向けた指導 氏　名 女

3.スケッチ画、ペン画の描き方 電話番号 0465-83-0923　 住所

1.専門学校講師、中学校美術教員 ＦＡＸ 個人指導

2.キャンパスおだわらキャンパス講師 活動時間 応相談 活動地域

3.開成町立生涯学習講師 講師料等

職歴・経歴

タイトル 誰にでも描ける楽しい現代水墨画 メッセージ

1.初歩の心得、描法について、表現と効果について ふりがな 登録No 9068

2.テキストに基づいて模写をする 氏　名 女 昭和25年生

3.自由制作 電話番号 0465-43-1210　 住所

1.成人学校講師、現在4教室と1人個人指導（昭和60年～） ＦＡＸ 個人指導

2.ＮＨＫ学園通信講座水墨画講師(平成2年～23年迄) 活動時間 月～土（10：00～16：00） 活動地域

3.曽我小学校、久野小学校などで「出前講座」指導 講師料等

職歴・経歴

タイトル 草絵 メッセージ

1.和紙と布を使って絵を作る ふりがな 登録No 9165

2.裏打ちなど、必要な作業を指導 氏　名 女

電話番号 070-3617-1107　須藤裕子 住所

1.日本橋高島屋、小津和紙産業等多数で講師 ＦＡＸ 個人指導

2.各所で個展開催 活動時間 応相談 活動地域

3.セブンイレブン年賀状原画 講師料等

職歴・経歴

タイトル 書道の基本から作品創りまで メッセージ

1.漢字、仮名の基本から公募展出品までご指導します ふりがな 登録No 9001

2.子どもの習字、夏休みの宿題や書き初めｺﾝｸｰﾙ指導 氏　名 女 昭和41年生

3.書道パフォ－マンス 電話番号 0465-47-7156　 住所

1.キャンパスおだわら講座・公演・展示 ＦＡＸ 0465-47-7156 個人指導

2.高等学校書道講師 活動時間 土・日・平日午後など応相談 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル 実用書道、かな書道 メッセージ

ふりがな 登録No 9017

氏　名 女

電話番号 0465-37-2879 ・ 080-1088-4729 住所

1.平成19年より人材バンク連続講座指導 ＦＡＸ 個人指導

2.介護老人ホーム（H19年11月～）デイサービス施設（H21
年2月～）知的障害者施設（H28年1月～）指導

活動時間 特に制限なし 活動地域

3.小田原市シルバー大学の書道指導、しらさぎ会館で指導
（H21年9月～）マロニエで指導（H23年12月～）カルチャー
センター講師（H26年4月～）

講師料等

職歴・経歴

タイトル 優しく美しい書道の基本 メッセージ

1.楷書、行書、草書、隷書の基本 ふりがな 登録No 9115

氏　名 女

電話番号 0465-43-9252　 住所

1.筆の会（けやき）　10年 ＦＡＸ 個人指導

2.自宅教室・金曜日（相談応）のみ 活動時間 金・土/隔週　応相談 活動地域

講師料等

職歴・経歴

子どもから大人まで、多くの方に長く親しんでいただける書道。気楽に始められる
講座から中級、上級者向けまで、また宿題のお手伝いもできる子ども向けの講座
まで用意しています。

現代水墨画美術展入賞、日仏現代美術展入選、花の美術大賞展入選、雪舟の里総社墨彩画公募展入選、川尻「筆と芸術の祭典」入賞、個展多数

深見　まさ子　

ふかみ　まさこ　

有償（1,000円／回）・無償の両方　交通費　材料費　その他（応相談）

あさくら　はるみ （せつほう）（びしゅう）　

指導実績

1.実用書道を主として、日常使う冠婚葬祭、手紙などを筆で
書く楽しみを教えています

心のこもった手書きの良さを伝えたい。

”正しく美しい文字”を楽しく学びましょう。

指導内容

みのみや　かよこ　（ゆうか）

有償（応相談）・無償の両方　材料費　　

応相談

茂田　綾子　(草丘)

指導内容

県民書道展入選、市展入選、日書画展入選、教育書道文化連盟師範取得、日本賞状技法士協会の賞状技法士準一級取得

妣田塾師範、草絵の会主宰、ニューヨーク・ロシア等で出展多数

応相談

堤　千恵子　(養真)

浅倉　晴美　(雪鳳）（美舟)
小田原市蓮正寺

2市8町及び二宮町

小田原市南鴨宮

日展入選、毎日書道会会員、高等学校講師

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費　その他（コピー代）

2市8町及び二宮町

指導内容

つつみ　ちえこ　（ようしん）

指導実績

蓑宮　香代子　(優華)
南足柄市岩原

指導実績

絵のある生活、潤いがあって心がなごみます。さらに、その絵が自分で描いたも
のならばどんなに素敵でしょう。墨の持つ味わいは魅力的です。現代に合ったオ
シャレな水墨画を描けるようにお手伝いさせていただきます。

県内

くさえのかい

小田原市矢作

草絵は、90年位続いている和紙と布の絵です。近年住宅様式の変化により、和
の布を足すことにより奥行きやバランスを保っています。下絵を描かずにハサミを
使い、即興の部分が主ですが、初心者には教材を配布します。

草絵の会

日本美術家連盟会員、公益社団法人二科会会員、臨床美術師、美術教員免許状あり

指導内容

応相談

指導内容

しげた　あやこ （そうきゅう）

4 美術・手工芸

小田原市前川

指導実績 2市8町及び二宮町

有償（2,000円）・無償の両方　交通費　材料費　　

指導実績

応相談

県内

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費　　

4－1 絵画・書道
絵を描くことはさほどむずかしいことではありません。適切な指導を受けることで
簡単に自分らしい絵が描けるように成ります。旅先でのスケッチや庭に咲いた草
花など身の回りにあるものを気軽に楽しんで描いてみましょう。

大井町金子

指導実績

日本習字師範・教授、漢字八段、仮名四段

指導内容

応相談

可（応相談）
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タイトル 書道の筆使いの基本の習得 メッセージ

1.太筆を使っての楷、行、草書を書く指導 ふりがな 登録No 9127

2.小筆を使って暮らしに役立つ文字の勉強（名前等を書く） 氏　名 男 昭和23年生

電話番号 090-8044-1118 住所

1.中島公民館にて月3回指導 ＦＡＸ 個人指導

2.蓮正寺ふれあい処にて月3回指導 活動時間 応相談 活動地域

3.けやきにて月3回指導、介護施設でのアドバイス指導 講師料等

職歴・経歴

タイトル
古典を基調とした美しい字を学びま
しょう

メッセージ

ふりがな 登録No 9170

氏　名 女

電話番号 090-9821-7191　 住所

1.書道講師（ギャラリー城山） ＦＡＸ 個人指導

活動時間 応相談 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル
アルファベットの書道
カリグラフィー

メッセージ

1.イタリック体の習得と作品作り ふりがな 登録No 9211

2.カッパープレート体の練習と課題制作 氏　名 女

3.ゴシック体の練習と課題制作 電話番号 090-3590-2078 住所

1.個人教室（20年前から3クラス） ＦＡＸ 個人指導

2.生涯学習講座から立ち上がったクラス開催（18年前から） 活動時間 クラス指導時間以外ならいつでも 活動地域

3.カルチャー小田原にて10年前から2クラス 講師料等

職歴・経歴

タイトル パッチワークキルト製作 メッセージ

1.布の裁断から縫製及びキルトとして作品に仕上げる ふりがな 登録No 9024

2.１日で出来る小物作り 氏　名 女

電話番号 0465-22-3316　 住所

1.幼稚園パッチワークキルト指導,箱根町指導 ＦＡＸ 個人指導

2.市内小学校パッチワークキルト指導、市民教室指導 活動時間 昼間（日曜日はのぞく） 活動地域

3.自宅その他でパッチワーク教室開催 講師料等

職歴・経歴

タイトル 大理石モザイク・ステンドグラス メッセージ

1.大理石を使ったローマ・モザイクなど ふりがな 登録No 9056

2.ステンドグラスをやさしく教えます 氏　名 男 昭和22年生

電話番号 055-944-0373 ・ 090-2916-8673 住所

1.キャンパスおだわらキャンパス講師 ＦＡＸ 055-944-0373 個人指導

2.平塚美術館WorkSｈｏｐ元講師 活動時間 9:00～12:00、13:00～16:00 活動地域

3.沼津モンミュゼ美術館夏休み講座講師 講師料等

職歴・経歴

タイトル 食器に絵付け メッセージ

1.磁器、ガラスに上絵付けをします ふりがな 登録No 9088

2.絵を描かずに転写紙を貼るだけの簡単手法もあります 氏　名 女

3.世界に1つだけのオリジナル作品を制作します 電話番号 090-9364-3837 住所

1.県内外、ＰＴＡ講座、家庭教育学級講座等出張講師 ＦＡＸ 個人指導

2.開成町生涯学習課講師、熱海市生涯学習課講師 活動時間 応相談 活動地域

3.高齢者のための講座、老人ホーム等へ出張講師 講師料等

職歴・経歴

小田原市中町

可（応相談）

いのうえ　よねこ

有償（応相談）・無償の両方　材料費　　

かなざわ　まさゆき　（しょうほう）

指導内容

指導実績

可

2市8町及び二宮町

有償（応相談）・無償の両方　材料費　

指導実績

井澤　順子　

あなたも書道を趣味のひとつに加えませんか？この講座で書道の基本となる筆
使いをマスターするきっかけにしませんか？是非体験してみてください。

葬儀社にてメイン看板、名札書き、美風会書道会員

指導実績

指導実績

公益財団法人日本手芸普及協会パッチワーク指導員及びミシンキルト指導員

湯河原町宮上

有償（500円）・無償の両方　交通費　材料費　その他（材料費1回に付き2000円）　

白磁器、ガラスに上絵付けをし、焼き上げます。世界に1つだけのオリジナル作品
を作りませんか？絵の苦手な方も大丈夫！転写紙を貼るだけの簡単手法もあり
ます。ご自宅に眠っている食器もリメイク出来ます！

小田原市栄町

指導内容 井上　代峰子

有償（3,000円／回）・無償の両方　交通費　材料費　

なす　そのこ　

4－2 手工芸

可、応相談

指導内容

すぎやま　たかゆき　（すぎやまたか）

伊豆の国市奈古谷

指導実績

有償・無償の両方　交通費　材料費　　

（公財）日本手芸普及協会カリグラフィー部門師範

2市8町及び二宮町

生命の星地球博物館など多数の建築物のモニュメント、壁画等々の制作に携さ
わってきました、やさしいステンドグラスと共に作る楽しみを皆様と共有していきた
いと思います。

小田原市城内

県内

指導実績

武蔵野美術大学油絵専攻、モザイク会議会員

杉山　髙行　(杉山たか)

可

県内

那須　園子　

無償　材料費　　

県内

指導内容

絵付け講師歴14年

可

カリグラフィーは、カードやウェルカムボードなど身近に増えています。書体も数多
く、長い時間をかけて楽しんで学んでいただけます。イルミネーションのテクニック
も数多く、ご自身の向学心に合わせて楽しんで学べます。

楽しくパッチワークキルトで小物から大物まで製作していきましょう。

金澤　正幸　(松峯)

指導内容

可

2.新宿プリンスホテル　正月元旦書道体験コーナー
　（外国人、日本人向け）

2市8町及び二宮町

鈴木　陽子　(堯媛)
1.基本から作品作りまで、漢詩を題材に楷、行、草書を
　ゆっくりと学ぶ

すずき　ようこ　（ぎょうえん）

小田原市酒匂

いさわ　じゅんこ　

キャセイパシフィック航空　香港ベース客室乗務員、アリタリアイタリア航空客室乗務員、新宿プリンスホテル（事業戦略、セミナー講師、コンシェルジュ）、東
邦書院（常任理事準同人）

指導内容

これからオリンピックに向け、この歴史ある城下町小田原にも沢山の外国人観光
客が訪れます。この町の素晴らしさを実感していただくために、書道体験を通じ国
際文化交流のお役に立てれば、と思います。
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タイトル マイ箸を作ろう メッセージ

1.木材を削り箸をつくります ふりがな 登録No 9103

氏　名 男 昭和17年生

電話番号 0465-48-5699 ・ 090-7239-4311 住所

ＦＡＸ 個人指導

活動時間 応相談 活動地域

2.市教育委員会の支援 講師料等

職歴・経歴

タイトル 編物全般 メッセージ

1.棒針編み、かぎ針編みの作品作り（基礎～応用まで） ふりがな 登録No 9150

2.布さき編み、ウェーブニット等の様々な技法を使う 氏　名 女 昭和27年生

3.おしゃれでかわいい小物（バッグ、アクセサリー、手袋等） 電話番号 0465-22-1906　 住所

1.静岡新聞社のSBS学苑静岡校・沼津校（イーラ）講師 ＦＡＸ 0465-22-1906 個人指導

2.自宅にて編物教室、小中学校での編物指導 活動時間 応相談 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル
沖縄星の砂とカラーサンドアート体
験

メッセージ

ふりがな 登録No 9152

氏　名 女

2.沖縄の星の砂について 電話番号 090-6017-2511 住所

1.小田原市、二宮町、幼稚園、小学生、保護者、子ども会 E-mail sigoto0901@gmail.com 個人指導

2.ASHIGARAアートフェスティバル、中井フェスティバル 活動時間 応相談 活動地域

3.夏休み子どもおもしろ学校、子どもと大人のおもしろ学校 講師料等

職歴・経歴

タイトル やさしいタティングレース メッセージ

1.基本の花モチーフ作成 ふりがな 登録No 9154

2.様々なテクニックを作品を通して説明 氏　名 女

3.ビーズタティングのレッスン 電話番号 090-9234-9601 住所

1.月に1回教室を開催 ＦＡＸ 個人指導

活動時間 平日（火・木）の9:00～17:00 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル 可愛いスウィートキャンドル メッセージ

ふりがな 登録No 9156

氏　名 女

電話番号 090-6017-2511 住所

E-mail sigoto0901@gmail.com 個人指導

指導実績 活動時間 応相談 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル タピボン手芸 メッセージ

1.1回目にコースター（8cm×8cm）作成 ふりがな 登録No 9176

2.その後応相談（座布団、クッション、玄関マット作成） 氏　名 女 昭和36年生

電話番号 0465-34-4464 住所

1.随時、希望者に講習 ＦＡＸ 個人指導

2.学校、老人ホーム、地域活動で体験教室開催 活動時間 10:00～20:00 活動地域

3.「みずきの家」で月2回定期講習 講師料等

職歴・経歴

大木　洋子　

指導実績

指導内容

かさかわ　ひかる

ちょっとお洒落なニットを大切な人や自分の為に作ってみませんか！短期間で簡
単に作ることがモットーです。小物からウェアー物まで何でもOKです。編物を通じ
て楽しい時間を過ごしましょう！

県内

無償　交通費　材料費

2市8町及び二宮町

(株）日本ヴォーグ社キャンドルマイスター

可

有償（応相談）　交通費　材料費

タピボン手芸は毛糸を使う刺繍です。簡単な技法でお子様からお年寄りまでどな
たにも楽しんでいただけます。絵を描く感覚で専用の針でポッポッと布を刺し埋め
てゆくとジュータンのような手触りの作品が仕上がります。手元に残り毛糸があっ
たなら始めてみませんか？

笠川　晢

1.人材バンク企画講座（夏休みこどもおもしろ学校等の）体
験講座活動

原田　万里子

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費　　

小田原市中町

2市8町及び二宮町

おおき　ようこ　

のむら　さちこ

有償（材料費含み1,000円）・無償の両方　交通費　その他（用具の針、枠は貸出）　

祖母がタピボン手芸の創始者で針を考案しました。指導及び材料販売。

県内

小さな結び目を組み合わせて模様を作っていくタティングレースは、小物や洋服
につけたり、ビーズを一緒に編み込んでアクセサリーにしたりと、色々楽しめま
す。年齢に関係なく幅広く楽しんで頂きたいと思っております。

高橋　ゆみ

2.ホイップクリームを作る手順、モチーフの作り方、パーツ
の接着方法

野村　幸子

指導内容

たかはし　ゆみ

小田原市久野

不可

木曽ひのきの美しい木目を目で楽しみ、自然の感触を楽しむ自分だけのマイ箸を
つくります。

指導実績

可

はらだ　まりこ

応相談

指導実績

有償（1,000円）　材料費　　

指導内容

マイ箸つくり指導11年

ヴォーグ学園講師資格、ウェーブニット講師資格、布さき編み講師資格、魔法の１本針インストラクター

小田原市浜町

小田原市南鴨宮

2市8町及び二宮町

指導内容

たかはし　ゆみ　

無償　交通費　材料費　　

カラフルな色砂や貝殻、プリザーブドフラワーを小瓶の中に入れて世界でひとつ
だけのオリジナルボトルを作る体験です。小さなお子様から大人まで、初めての
方でも楽しく簡単に作ることが出来ます。

指導実績

小田原市久野

髙橋　ゆみ　

指導実績

不可

県内

可

1.カラフルな色砂を使って、小瓶の中にボーダー模様を作
るコツ

火を灯さないタイプの「アロマワックスサシェ」や、花やグリーン・果物などを閉じ込
め「ボタニカルキャンドル」、お子様に人気のカップケーキキャンドルを作りません
か。お部屋に飾ったり、プレゼントにもぴったりです。

1.ワックスの種類と温度管理、芯糸と座金の取り付け方、
型紙の作り方

指導内容

小田原市城山

アマゾンキンドルより「ビーズタティングのアクセサリーレシピ」の電子書籍を出版

指導内容
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タイトル 大人のためのペーパークイリング メッセージ

1.はじめての方に基本を教える事ができます ふりがな 登録No 9222

2.基本ができた方に応用の技術を教える事ができます 氏　名 女

3.テクニックや色使い等アドバイスができます 電話番号 0465-68-1484 住所

1.サロン色彩香房　2014年～ ＦＡＸ 個人指導

2.カルチャーセンター小田原　2017年～ 活動時間 10:30～15:30 活動地域

3.自宅教室　2017年～ 講師料等

職歴・経歴

タイトル
スポーツウエルネス吹矢の楽しみ
方

メッセージ

1.スポーツ吹矢式呼吸法 ふりがな 登録No 9039

2.基本動作 氏　名

3.段位認定と競技会参加 電話番号 0465-36-7491 ・ 090-7709-9102  大野勝史 住所

1.市内で2教室開催（毎週木及び土曜日） ＦＡＸ 0465-36-7491 個人指導

2.全国及び県大会への参加と審判員 活動時間 随時（応相談） 活動地域

3.2～3回／年のイベント参加や体験会での指導 講師料等

職歴・経歴

タイトル テニスで健康な毎日を！ メッセージ

1.コーディネーションを取り入れた運動能力の指導 ふりがな 登録No 9132

2.スポンジボール・硬式用ソフトボールを使いテニスの基本
を学びます。

氏　名 男 昭和47年生

3.テニスを通じた楽しい仲間作り 電話番号 0465-83-7744 住所

1.開成グリーンテニスクラブチーフコーチ ＦＡＸ 0465-83-7744 個人指導

2.U14神奈川県代表（関東大会出場） 活動時間 応相談 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル 松濤館流空手道 メッセージ

1.基本稽古 ふりがな 登録No 9106

2.形稽古 氏　名

3.組手稽古 電話番号 0465-48-0003　高橋資芳 住所

1.日本空手協会長野県本部道場にて指導 ＦＡＸ 0465-48-0003 個人指導

2.空手之道世界連盟総本部指導員として国内外で指導 活動時間 18:00～21:00　平日 活動地域

3.日本空手協会神奈川県本部・支部にて指導 講師料等

職歴・経歴

タイトル 誰にでもできる空手道 メッセージ

1.基本稽古 ふりがな 登録No 9164

2.移動稽古 氏　名

3.型稽古 電話番号 0465-74-9595　山口智昭 住所

1.きらめき市民教授 ＦＡＸ 0465-74-9562 個人指導

2.夏休みの子ども達への空手指導、女性のための護身術 活動時間 応相談 活動地域

3.小田原・箱根の小中学校、箱根町社会教育センター 講師料等

職歴・経歴

タイトル 古武道杖道を体験しましょう メッセージ

1.基本杖道（12本） ふりがな 登録No 9031

2.杖道制定形（神道夢想流杖道） 氏　名

3.古流（希望者のみ） 電話番号 090-8054-6455  林映子 住所

1.山北町、松田、小田原（豊川※変更あり）にて稽古 ＦＡＸ 0465-74-7034 個人指導

活動時間
月火木10:00～12:00、火土（19:00～21:00）
金（10:00～12:00又は13:00～15:00）※変更
あり

活動地域

講師料等

職歴・経歴

応相談

2市8町及び二宮町

指導実績

無償

指導実績

可（応相談）

有償（応相談）・無償の両方　他一切無償

全日本剣道連盟杖道8段・居合道7段（小田原支部所属）

（社）日本スポーツウエルネス吹矢協会認定5段位、上級公認指導員、小田原支部長

2市8町及び二宮町

指導内容

あしがらじょうどう

足柄杖道
南足柄市和田河原

2市8町及び二宮町

小田原市曽比

青木　久美子

5 スポーツ・アウトドア

スポーツ吹矢、始めませんか。高い運動能力や腕力はいりません。腹式呼吸を
ベースとした呼吸法で健康をめざします。性別、年齢問わずに楽しめます。「誰で
も」「いつでも」「どこでも」「手軽に」楽しめる安全なスポーツです。

2004年～2010年までクイリング作家伊東由美先生に師事、公益財団法人日本手芸普及協会会員

5－1 スポーツ

年齢を問わず楽しくテニスの基本を学びながら健康な毎日を過ごしましょう！

指導内容

可

指導実績

みうら　りゅういちろう　

指導内容

すぽーつうえるねすふきやおだわらしぶ

スポーツウエルネス吹矢小田原支部

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費　　

2市8町

三浦　隆一郎　

指導内容

にほんからてきょうかいおだわらしぶ

日本空手協会小田原支部
小田原市小八幡

5－2 武道
2020年東京オリンピック・パラリンピックの正式種目に決まり、若人の入門が増え
ています。一方で中高齢の方々の入門も増加傾向です。老若男女が共に道場で
汗を流して心・技・体を練磨し、時には全国や世界の同志達とも交流できることが
魅力です。

開成町宮台

指導実績

不可

2市8町及び二宮町

有償（5,000）　交通費　

テニスコーチ歴20年(PTRプロフェッショナル）

日本空手協会小田原支部長、小田原地区空手道連盟理事、日体協スポーツ指導員

日本の古武道神道夢想流杖道は、400年余の長きにわたり継承されてきた武道
を通して日本人として日本を見直しするチャンスです。また、自分自身を見つめる
為にも是非皆さんで楽しく稽古してみませんか！！正しい体、心身をつくる為是
非参加して下さい。

指導内容 日本国際空手協会フルコンタクト空手道同志會
南足柄市塚原

指導実績

体験講座ですが、あいさつと返事、整列はできるようにしたいと思います。

にほんこくさいからてきょうかいふるこんたくとからてどうどうしかい

一切無償

日本国際空手協会会計理事、日本国際空手協会主催全日本大会決勝戦主審

可

指導実績

応相談

指導内容

真鶴町真鶴

細長い3㎜幅の紙を専用ツールでクルクルと巻いて作るペーパークラフトです。初

めての方には、基本の巻き方でお花を、中級以上の方にはアドバンス的な内容
で作品を作っていきます。

小田原、湯河原、真鶴、二宮

あおき　くみこ

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費
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タイトル 体にやさしい太極拳 メッセージ

1.準備運動 ふりがな 登録No 9175

2.気功八段錦 氏　名 女

3.太極拳24式　白鶴の舞（初心者は不老挙のみ） 電話番号 090-6181-6445 住所

1.友好（ヨウハオ）太極拳教室 ＦＡＸ 個人指導

2.西湘地区体育センターにて太極拳指導（初心者のみ） 活動時間 応相談 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル 楽しく学ぶフラ メッセージ

1.お子様からご年配の方、初心者の方が楽しく学べるフラ ふりがな 登録No 9019

氏　名

電話番号 0465-20-4947　片山弓美 住所

1.映画『テルマエロマエⅡ』フラダンサー役として出演 ＦＡＸ 0465-20-4947 個人指導

2.毎夏8回、湯本富士屋ホテルでサマーフラショウを開催中 活動時間 応相談 活動地域

3.その他有名ホテルでのLive Show 講師料等

職歴・経歴

タイトル スクエアダンス メッセージ

ふりがな 登録No 9212

氏　名 男 昭和32年生

電話番号 0465-87-6625 住所

1.秦野市スクエア・ラウンドダンス愛好会 ＦＡＸ 0465-87-6625 個人指導

2.伊勢原市スクエアダンスクラブ 活動時間 火曜日16:00～、土曜日夜間 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル いつでもどこでも太極拳 メッセージ

1.気功八段錦立式座式、太極拳立式座式 ふりがな 登録No 9028

2.太極鞭杵 氏　名 女 昭和17年生

3.健康講話 電話番号 0465-24-0034 ・ 090-3045-5455 住所

1.健康普及員・社会福祉協議会主催の講座 ＦＡＸ 0465-24-0034 個人指導

2.ＮＰＯ法人健康生きがいづくり教室 活動時間 10:00～11:30、13:30～15:00、19:00～20:30 活動地域

3.小田原太極拳同好連合会 講師料等

職歴・経歴

タイトル
ハッピー★ヘルシー★ビューティー
太極拳

メッセージ

1.練功18法 ふりがな 登録No 9029

2.気功八段錦 氏　名 女 昭和42年生

3.太極拳24式白鶴の舞 電話番号 0465-68-3023 ・ 090-8806-9760 住所

1.Hisayo-HHB健康太極拳運営・指導 ＦＡＸ 0465-68-3023 個人指導

2.真鶴・小田原・鴨宮・開成・藤沢など各教室 活動時間 応相談 活動地域

3.フィットネススポーツクラブ 講師料等

職歴・経歴

タイトル
健康太極拳（心も身体もリフレッ
シュ、爽やか太極拳）

メッセージ

1.腹式呼吸丹田呼吸で全身に気血を巡らす ふりがな 登録No 9065

2.気功八段錦（健康体術八種類） 氏　名 女

3.太極拳24式白鶴の舞 電話番号 0465-22-3878 ・ 080-5462-3878 住所

1.きらめき市民教授 ＦＡＸ 0465-22-3878 個人指導

2.市内各教室 活動時間 応相談 活動地域

3.介護ホーム、グループホーム、各地市民団体 講師料等

職歴・経歴

加藤　由香里
小田原市飯泉

指導実績

心息動（心と呼吸と動作の一致）の調和を深め、あせらず無理なく自分らしさを大
切に、心と体にやさしい太極拳をめざします。

指導内容

かとう　ゆかり

応相談

県内（県外も応相談）

有償（応相談）・無償の両方　交通費　その他応相談　

ＮＰＯ法人日本健康太極拳協会楊名時八段錦太極拳師範

5－3 ダンス
フラにとって大切なことは、笑顔で楽しむことです。歌の意味を知り、人や自然を
思いやり、心を知った時、魅力的なフラが表現できます。

指導内容

あおらにふら

アオラニフラ
小田原市蓮正寺

指導実績

応相談

2市8町及び二宮町

有償（応相談）・無償の両方　交通費　

フラスタジオ立ち上げから10年余り、今もなお年に数回ハワイへ行きフラの向上に努めております。

指導実績

不可

2市8町及び二宮町

無償　

指導内容

県内

無償　交通費　材料費　　

八百板　重男

やおいた　しげお

大井町上大井

日本フォークダンス連盟指導者4級

5－4 健康
健康は幸せな人生の基本、どんな幸せも健康があればこそ…。太極拳の深い呼
吸とゆったりした動きは心身のバランスを養い集中力を高め無理のない体力作り
に役立ちます。心身を整え笑顔で活気ある毎日を過ごしましょう。

指導内容

あおき　ひさよ　

青木　久世　
真鶴町真鶴

指導内容

ながい　やすえ　

永井　康江　
小田原市栄町

指導実績

可

健康太極拳の心地よさを穏やかな呼吸とゆるやかな動きと共に豊かな気を感じ
ながら味わいましょう。どなたにもやさしく楽しめる健康法でリフレッシュしましょ
う。

ＮＰＯ法人日本健康太極拳協会楊名時八段錦太極拳師範、ＮＰＯ法人日本健康太極拳協会介護福祉支援プログラム認定健康太極拳指導士

大宇宙に和してゆっくりと呼吸をしながら体を動かす。内面の心の動きと共になる
ように。太極拳でHappy・Healthy・Beautyに！！

指導実績

応相談

県内

無償　交通費

ＮＰＯ日本健康太極拳協会楊名時八段錦太極拳友好会師範、介護予防運動指導員

指導実績

可（応相談）

県内

無償

指導内容

つじむら　しげこ　

辻村　茂子　
小田原市栄町

NPO法人日本健康太極拳協会揚名時八段錦太極拳師範

1.英語の単語を理解して四角く踊る、マスゲームのような踊
りを学ぶ

健康で歩ければＯＫです。英語の単語を理解し、ただ歩くダンス。8人が協力し四
角を作って踊る。頭と体を動かし楽しく学べます。
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タイトル
カイロプラクターによる身体の歪み
姿勢改善

メッセージ

1.身体（骨盤）の歪みを確認、現状の体を知るチェックを行う ふりがな 登録No 9030

2.運動にて改善する方法、体操を行う 氏　名 女

3.日常の姿勢、睡眠姿勢等健康維持の講義を行う 電話番号 090-8817-0133 住所

1.南足柄市、開成町、小田原市にて骨盤体操教室講師 ＦＡＸ 個人指導

2.小田原市幼稚園、小・中学校にて依頼あり 活動時間 応相談 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル
体のすみずみまで丁寧に動かす
ストレッチ主体の健康体操

メッセージ

1.座位～立位のストレッチ ふりがな 登録No 9101

2.手ぬぐい・椅子・バー・マットを利用してバランス・全身運
動・筋力アップ運動

氏　名 女

3.呼吸法をもちいてリラックス(心身を整える) 電話番号 090-6181-6445 住所

1.サークル・ステップワンにて体操指導 ＦＡＸ 個人指導

2.福祉施設、デイセンターにて体操クラブ指導 活動時間 応相談 活動地域

3.小田原市内の小団体の依頼を受け体操指導 講師料等

職歴・経歴

タイトル くらしに役立つ東洋療法 メッセージ

1.東洋医学の基礎理論（陰陽・五行・気血律液・経路経穴） ふりがな 登録No 9107

2.東洋医学の診察・診断法（四診・弁証） 氏　名 男 昭和41年生

3.東洋医学の鍼灸・按摩マッサージ指圧・漢方薬・薬膳 電話番号 0465-48-0003 住所

1.薬日本堂付属道庵治療院にて一般向けセミナーを担当 ＦＡＸ 0465-48-0003 個人指導

2.関東・東北の鍼灸マッサージ専門学校講師 活動時間 応相談 活動地域

3.小田原市内で個人や法人に保健指導 講師料等

職歴・経歴

タイトル カイロプラクティック自力健康づくり メッセージ

1.背骨と骨盤の歪みを生む7つの生活習慣の改善法 ふりがな 登録No 9109

2.自分で出来る歪みチェック法と歪み改善簡単なストレッチ 氏　名 男 昭和22年生

3.睡眠中に歪みを戻すヒントやバランスの良い栄養等 電話番号 0465-83-1853 ・ 080-6576-7328 住所

1.富士フイルム健康保険組合で健康講座＆健康講話 ＦＡＸ 0465-83-1853 個人指導

2.寒川町寒川ホーム、開成町で健康講座 活動時間 いつでも 活動地域

3.埼玉県飯能市公民館で健康づくり講座 講師料等

職歴・経歴

タイトル 骨盤ウォーキング®エクササイズ メッセージ

1.姿勢改善エクササイズ ふりがな 登録No 9121

2.どなたにも簡単！ストレッチと骨盤調整エクササイズ 氏　名 女 昭和46年生

3.日常の姿勢と歩き方を正しくするウォーキング 電話番号 080-3170-9026 住所

1.市内スタジオにて講師 ＦＡＸ 個人指導

2.市内小学校にて講座 活動時間 応相談 活動地域

3.カルチャーリゾート大井ストレッチ指導 講師料等

職歴・経歴

タイトル 自分の身体を守ろう！ メッセージ

1.テーピングの効能 ふりがな 登録No 9020

2.テーピングの貼り方 氏　名 女

3.テーピングとリンパの関係 電話番号 090-1837-2761 住所

1.治療所でのテーピングの指導 ＦＡＸ 個人指導

2.市民講座 活動時間 10:00～16:00 活動地域

3.フェスティバルにてミニ講座 講師料等

職歴・経歴

南足柄市狩野

さいとう　ひろかず　

たかはし　もとよし　

髙橋　資芳　

小田原市飯泉

日常の姿勢、睡眠姿勢等により各椎骨・骨盤が歪み、神経の圧迫や筋肉の萎縮
が生じ運動や内臓の働きも悪くなります。年令に関係なく、膝痛腰痛肩こり等も歪
みを正すことで改善されてきます。子どもの落着きがない、きれる等も改善、運動
能力アップにもつながります。毎日の健康維持に！

応相談

指導内容

おくつ　れいこ　

病気や障害を引き起こしたり悪化させる原因や、それらの治療法や予防法につい
て、二千年以上の実績がある東洋医学では、どの様に考え対応するか、具体的
な事例を挙げながら解説します。セルフケアの方法も教授いたします。

指導実績

奥津　礼子　

日本全国カイロプラクティック連合会会員、カイロプラクター

シルバー体操インストラクター、ホームヘルパー、肢体不自児療護施設

指導実績

指導内容

ありとあらゆる動きによって体中くまなく動かし、自然と姿勢美しくしなやかな体を
つくります。自分が体に障害をもった時、リハビリによって復活した経験を体操に
生かし、体でお悩みの方のお役にたちたいと願っています。

指導内容

「すえながく健やかな身体と心を保ち続けたい」それは、万人共通の願いです。そ
の願い実現に向かって、自分自身の健康や生活習慣を再度見直すキッカケに役
立てば幸いです。

応相談

加藤　由香里　

小田原市小台

県内指導実績

無償　交通費　材料費　　

指導実績

齋藤　浩一　
大井町金子

県内

有償（応相談）　交通費

かとう　ゆかり　

指導内容

おさだ　てるよ　

長田　光代　
小田原市久野

エイコウォーク認定骨盤ウォーキング®インストラクター

指導内容

たき　けいこ　

指導実績

応相談

県内・県外も可

有償（応相談）・無償の両方　交通費　　　

県内（県外も応相談）

有償（応相談）・無償の両方　交通費　　　

滝　佳子　

指導内容

指導実績

可

県内

有償（500円）・無償の両方　交通費　材料費　　

キネシオテーピング協会指導員カイロプラクター

キネシオテーピングの正しい貼り方を学んでいただき、効能を体感してほしい。自
分の体は自分で感じて守っていくことの補助が出来るもの。それがキネシオテー
ピングです。体験してみましょう！楽しい生活をしましょう！

応相談

可

小田原市小八幡

2市8町及び二宮町

有償（5,000円）　交通費　材料費　　

高橋治療院院長、鍼灸マッサージ師、元専門学校教員

日本赤十字社救急員、予防医学指導士、日本カイロプラクティック連合会カイロプラクター、高校教諭免許1級

骨盤から姿勢と歩き方を見直し、健康で美しい体作りを目指します。体の硬い方、
痛みのある方でも大丈夫です。老若男女、どなたでも楽しくご参加頂けます。一
生自分の足できれいに歩きましょう。
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タイトル
赤ちゃんからシニアまでの楽しい
3Ｂ体操

メッセージ

1.子どもとママのスキンシップとママのシェイプアップ・リラッ
クス体操

ふりがな 登録No 9043

2.3B（ボール、ベル、ベルター）用具を使って筋力アップと有
酸素運動

氏　名

3.頭を使って体を動かす運動（コグニサイズ） 電話番号 0466-45-8286 ・ 090-6168-7107 宮崎かよ子 住所

1.小田原市成人学級10回講座 ＦＡＸ 0466-45-8286 個人指導

2.小田原・幼稚園、小学校、中学校講座 活動時間 応相談 活動地域

3.小田原市子育て支援課・親子講座 講師料等

職歴・経歴

タイトル
予防医療とは、若々しく年をとること
です

メッセージ

1.血管管理を行って、若々しい血管にしましょう ふりがな 登録No 9149

2.若々しく暮らすための食と運動 氏　名 女 昭和36年生

3.周りの人との良い関係性で健康に 電話番号 0465-20-3131　 住所

1.予防医療セミナーの実施 ＦＡＸ 個人指導

2.小田原市役所と共催で小田原市まちづくり学校事業の
「食と健康をつなぐセミナー」3回シリーズ

活動時間 応相談 活動地域

3.ローフード教室 講師料等

職歴・経歴

タイトル 未病で治す健康法 メッセージ

1.未病を自分で治す方法 ふりがな 登録No 9162

2.健康になる歩き方 氏　名 男 昭和35年生

3.健康になる「プチ断食」 電話番号 0465-48-2922 住所

ＦＡＸ 0465-48-2922 個人指導

活動時間 木曜日、日曜日、祝日の14:00以降 活動地域

2.健康講座を定期開催 講師料等

職歴・経歴

タイトル 予防医学な顔ヨガ メッセージ

1.ご自分のBefore・Afterの確認 ふりがな 登録No 9174

2.基礎知識（筋肉の名前・場所、効果効能、練習ポイント） 氏　名 女 昭和39年生

3.基本10ポーズを体験・実践、ポーズチェック・ステップアッ
プ法の伝授

電話番号 080-5089-2928 住所

1.デイカフェ（デイサービス）にて月1回顔ヨガスクール開催 ＦＡＸ 0465-48-8765 個人指導

2.小田原市ファミリーサポート支援会員向け講座 活動時間 応相談 活動地域

3.月2回、UMECOにて無料体験会継続実施中 講師料等

職歴・経歴

タイトル 予防医学な太極拳 メッセージ

1.体幹（インナーマッスル）を鍛え、ポッコリお腹とさようなら ふりがな 登録No 9151

2.呼吸法が身に付く太極拳（毎日忙しい子育て中のママに
ちょうど良い）

氏　名 女 昭和39年生

3.首コリ、肩コリを楽ちんにする 電話番号 080-5089-2928 住所

1.にこにこ太極拳国府津サークル・鴨宮サークル・うめこ
サークル主催

ＦＡＸ 0465-48-8765 個人指導

2.東富水幼稚園「家庭教育学級」にて太極拳指導 活動時間 応相談 活動地域

3.へいあんホームケア小田原にて、イスにすわった太極拳
指導

講師料等

職歴・経歴

タイトル 親子で楽しむキッズヨガ メッセージ

1.動物の絵カードや音楽を使って親子でできるヨガを楽しむ ふりがな 登録No 9181

氏　名 女

電話番号 080-5863-0508 住所

1.保育園児に向けてのキッズヨガ指導 ＦＡＸ 個人指導

2.地域コミュニティサークルでの出張指導（親子キッズヨガ） 活動時間 午前中 活動地域

講師料等

職歴・経歴

ヨガの形式にとらわれず、絵カードやぬいぐるみなどを使って無理のない動きを
取り入れています。親子で体を動かして楽しみましょう！！

井山　めぐみ

指導実績

応相談

県内

応相談　交通費　

幼稚園教諭、保育士（20年）、色彩心理診断士、ベビーマッサージ、ベビーヨガインストラクター、色育（いろいく）アドバイザー他多数

いやま　めぐみ

秦野市

指導内容

指導実績

（公社）日本3Ｂ体操協会公認指導士、（公財）日本レクリエーション協会インストラクター、（公財）健康運動実践指導者

3Ｂ体操は赤ちゃんからシニアの方まで楽しんで出来る健康体操です。独自の用
具を使って音楽に合わせて体を動かすことで、心も体も健康になり親子の会話や
地域のふれあい作りにも役立ちます。遊びの要素を入れて、気軽に、体に無理な
く、運動のにがてな方でも大丈夫です。一度体操してみませんか。

指導内容

にほんさんびーたいそうきょうかいかながわみなみしょう
なんぐるーぷ

自然治癒力の存在を明らかにして、生活習慣病を自分で治すことができるよう自
信を持ち、益々気楽に生きがいのある人生になるように学び合いましょう。

指導実績

応相談

東京・神奈川・静岡

有償（5,000円～）　交通費　材料費　　

藤沢市湘南台

指導内容

いばの　まさよ　

伊場野　雅代　
湯河原町鍛冶屋

小田原市鴨宮

指導実績

不可

2市8町及び二宮町

無償　交通費　

1.シンクロラボ（手技療法の完成をめざし、四肢から全身を
治す研究会）の初級講師

指導内容

小田原市国府津

指導実績

可

神奈川、東京、静岡

有償（応相談）・無償の両方　交通費　

太極拳師範、予防医学セラピー協会統合予防指導士、フットセラピスト、神奈川県未病サポーター、顔ヨガインストラクター

顔ヨガとは、顔の表情筋を鍛えてストレッチする「顔のヨガ」です。表情筋は小さな
筋肉なので効果をすぐに実感。美容効果も抜群で、健康にも有効。副作用の心
配も無し。一度身につければ、一生ものの美顔法。

(公社)日本3Ｂ体操協会神奈川南湘南グループ

鍼灸師、カイロプラクター

いわみ　まさき　

岩見　正樹

指導内容

社団法人日本予防医療協会AＤＶANCE予防医療診断士、栄養医学研究所栄養療法塾3期生、ローフードインストラクター、組織変革プラクティショナー、A.I.
プラクティショナー

不可

2市8町及び二宮町

有償（応相談）・無償の両方　

予防医療は自己治癒力を高めて細胞を元気にすること。それは誰にでもできるこ
とです。医学的に効果のあるケア方法を学び、あなたの細胞を元気にする取り組
みを始めましょう。寝たきりや介護のいらない社会をめざして！

あいば　のぶえ　（かおよがあい）

饗場　伸枝　（顔ヨガあい）

有償（応相談）・無償の両方　交通費　　　

NPO法人日本健康太極拳協会師範、予防医学セラピー協会気セラピスト、股動整体学院フットセラピスト、神奈川県未病サポーター、顔ヨガインストラクター

10年後もにこにこ笑って元気に生活していられますように…の思いを込めてお稽
古を続けています。神奈川県がすすめている「未病を治す」未病サポーターとして
も活動しています。体幹を意識したストレッチや冷え症の改善、更には呼吸法や
気のバランスの改善を取り入れた準備体操を行った後に太極拳を楽しんでます。

指導内容

あいば　のぶえ　

饗場　伸枝　

小田原市国府津

指導実績

可

神奈川、東京、静岡
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タイトル
イスに座ってらくらくのびのびスト
レッチ＆ちょっとだけ筋トレ

メッセージ

1.手足の指先ほぐしから始まる準備体操 ふりがな 登録No 9194

2.曲にのって、リズミカルに体を動かす 氏　名 女

3.イス又はマット上で、呼吸法をもちいてリラックス 電話番号 090-6181-6445 住所

1.グループホームにて体操指導 ＦＡＸ 個人指導

2.小田原市障害者サポートセンター にてイス体操講座 活動時間 応相談 活動地域

3.小田原市内の小団体の依頼を受け体操指導 講師料等

職歴・経歴

タイトル
美姿勢を手に入れる！初心者向け
体幹トレーニング教室

メッセージ

1.良い姿勢・体幹トレーニングの理解 ふりがな 登録No 9200

2.不良姿勢・歪みのリセット法（セルフで出来るもの） 氏　名 男

3.美姿勢・体幹トレーニングの実践 電話番号 050-5899-3699 住所

1.カルチャーセンター「体幹トレーニング教室」講師 ＦＡＸ 個人指導

2.県民共済コミュニティフレア「体幹トレーニング教室」講師 活動時間 火・水・金・土曜日（祝日除く） 活動地域

3.鎌倉市中体連「体幹トレーニング講座」講師 講師料等

職歴・経歴

タイトル
音楽にあわせて楽しく脳トレ・筋ト
レ・口腔体操

メッセージ

1.音楽にあわせて楽しく脳トレ ふりがな 登録No 9243

2.音楽にあわせて楽しく筋トレ 氏　名 女

3.音楽にあわせて楽しく口腔体操 電話番号 090-9906-0370 住所

1.カルチャーセンター小田原にて音楽健康体操教室講師 ＦＡＸ 個人指導

2.各施設で教室開催 活動時間 10:00～20:00(曜日応相談） 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル 身体と心が潤って目覚めるヨガ メッセージ

1.ハタヨガ ふりがな 登録No 9229

2.難しくないシンプルなポーズと呼吸を使って、気の流れを
良くし活性化します。

氏　名 女 昭和45年生

3.日常で活用できる癒しと活性化の方法 電話番号 090-6134-2453 住所

1.ヨガ指導歴17年 ＦＡＸ 個人指導

2.現在、ヨガ・フラワー・オブ・ライト主宰（主に主張ヨガを
行っています。）

活動時間 10:00～18:00（応相談） 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル 自然と遊ぼう（ネイチャーゲーム） メッセージ

1.公園や室内での親子プログラム ふりがな 登録No 9089

2.学校の校庭や森の中での自然遊び 氏　名 男 昭和46年生

3.アウトドア全般の初級講座 電話番号 070-5589-7958 住所

1.一般親子誰でも参加の講師・指導 ＦＡＸ 個人指導

2.公認指導員として指導 活動時間 応相談 活動地域

3.ロープワーク講座 講師料等

職歴・経歴

タイトル 介護アロマ＆ハーバリウム メッセージ

1.介護アロマテラピー、介護アロマハンドトリートメント、浮
腫ケア、緩和ケア

ふりがな 登録No 9242

2.アロマクラフト作り 氏　名 女 昭和53年生

3.ハーバリウム作り 電話番号 090-2762-0734 住所

1.社会福祉施設等での介護アロマハンドトリートメント・浮
腫ケア

ＦＡＸ 個人指導

2.社会福祉施設等での介護職員・ご利用者様へのセルフケア 活動時間 応相談 活動地域

3.社会福祉施設等でのハーバリウム作り 講師料等

職歴・経歴

厚生労働大臣認定 鍼灸師・柔道整復師、一般社団法人栄養コンシェルジュ協会認定2つ星栄養コンシェルジュ

指導実績

可

県内

有償（応相談）　交通費　　　

指導実績

応相談

指導内容

せと　まさのり　　（せとっぴ）

瀬戸　正功　（せとっぴ）
小田原市蓮正寺

指導内容

いがらし　ともや　

五十嵐　智也
小田原市荻窪

加藤　由香里　
小田原市飯泉

指導実績

現代病の一つにも挙げられる不良姿勢。世代を問わず姿勢の悪い方が増えてい
ます。ではなぜ姿勢が悪くなってしまうのでしょうか？また、どのような対処ができ
るでしょうか？良い姿勢を「体幹トレーニング」の観点から考え、美姿勢エクササ
イズを実践します。

指導内容

かとう　ゆかり　

応相談

有償（応相談）・無償の両方　交通費　　　

県内（県外応相談）

体に負担をかけずどなたにも取り組みやすい体操です。足腰が弱くても、座った
ままなら思ったよりも体を動かせます。硬くなりやすい体をゆるめほぐしながら少
しずつ筋力アップを図り、整った体づくりをめざします。

シルバー体操インストラクター、ホームヘルパー、肢体不自由児療養施設

6 福祉活動・社会活動

6－1 福祉・社会

可

指導実績

音楽健康指導士、管理栄養士、リフレクソロジスト、エステティシャン

指導内容

指導実績

自然に関する特別な知識が無くても、豊かな自然の持つ様々な表情を楽しめるネ
イチャーゲーム。また、アウトドア全般に関する初級講座も実施しております。

可

鴨宮より車で1時間内

映像を観ながら音楽とともに楽しく脳トレ、筋トレ、口腔体操を行います。運動の
種類が沢山あるので、お好みのプログラムで行うことができます。何分でも可能
です。健康寿命をのばして元気に生活しましょう。

もり　まゆみ

小田原市中里

5－5 アウトドア

有償（1,000円／人　応相談)

指導内容 森　真由美

大野　ひろみ
開成町吉田島

手は「第二の脳」と言われていて、ケアを受けることで脳をリラックス状態に導くこ
とができます。「触れる」という手のひらでのコミュニケーションは、不安やストレス
から解放され、癒しのひとときとなります。

おおの　ひろみ

県内

無償　交通費　材料費

介護福祉士、介護アロマセラピスト、AEAJアロマアドバイザー、AEAJアロマハンドセラピスト、ハーバリウムコーディネーター

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費　　

県内

公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会インストラクター

有償・無償　単発1人1回2,000円　月4回5,000円　交通費

小田原三森ヒーリングヨガにてスタッフ講師7年、2011年から独立し、現在まで小田原近辺にて講師活動（個人宅・公民館など）

激しい動きや難しいポーズはなく、シンプルな形で静かにじっくり行うタイプのヨガ
です。日常の中で、ご自分のための静かな時間を作っていただき、ゆっくり、じっく
り、深い呼吸と動きを使って、滞っているエネルギーの通り道をひらき、活性化し
ていきます。ご自分がエネルギーの川になる！心持良さと軽さを是非体感し、ご
自分のものとしてください。

指導内容

いいだ　りょうこ

飯田　亮子

小田原市城山

指導実績

可

2市8町及び二宮町
県内
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タイトル 色育（いろいく）講座 メッセージ

ふりがな 登録No 9182

氏　名 女

電話番号 080-5863-0508 住所

1.小学校低学年に向けての講座 ＦＡＸ 個人指導

2.福祉施設職員に向けての講座 活動時間 午前中 活動地域

3市役所・町役場での親子講座

4.市役所で一般の大人向け講座

職歴・経歴

タイトル
終活入門！あなたも終活はじめま
せんか？

メッセージ

1.終活全般 ふりがな 登録No 9191

2.エンディングノートの書き方 氏　名 女

電話番号 090-2539-1130 住所

1.終活ガイド検定講座（東京、横浜、相模原等） ＦＡＸ 個人指導

活動時間 応相談 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル 成長期キッズのからだと栄養 メッセージ

1.成長期の子どものからだの特徴 ふりがな 登録No 9199

2.からだの栄養学と五大栄養素 氏　名 男

3.発育、発達と必要な栄養素 電話番号 050-5899-3699 住所

1.市内小学校成人教育講師 ＦＡＸ 個人指導

2.カルチャーセンター講師 活動時間 火・水・金・土曜日 活動地域

3.県民共済コミュニティフレア講師 講師料等

職歴・経歴

タイトル
小田原市民大学院大学
（実験もあります）

メッセージ

1.風水などから和洋の建物、土地の健康を考える ふりがな 登録No 9204

2.建築、不動産から土地、都市、町づくり、村おこしを考える 氏　名

3.健全なハウスインスペクション（環境医学、公衆衛生） 電話番号 070-3270-9419　村越弘和 住所

1.きらめきおだわら塾市民教授（音楽、環境） ＦＡＸ 個人指導

2.夏休み子どもおもしろ学校（アロマ製作） 活動時間 応相談 活動地域

3.大学受験でのメディカル指導 講師料等

職歴・経歴

タイトル 子育てに役立つノウハウ伝えます メッセージ

1.子育てで困ったときのキーワード等お伝えします ふりがな 登録No 9217

2.音楽に合わせて絵本を読み伝える「コンサートリーディン
グ」や、お肌に優しいキットパスアートの楽しみ方

氏　名 女 昭和60年生

3.居場所作りのノウハウ教えます 電話番号 090-9323-9434 住所

ＦＡＸ 個人指導

活動時間 応相談 活動地域

2.県内のフォーラム、シンポジウム等で講演 講師料等

職歴・経歴

タイトル
早目の終活で充実したシニアライフ
を送りませんか？

メッセージ

1.終活全般のご相談（医療、介護、相続、葬儀、供養など） ふりがな 登録No 9218

2.各種セミナー（終活資格取得、エンディングノートの書き
方、介護、趣味、旅行など）

氏　名

3.終活に関わるお困りごとの解決、アドバイス 電話番号 090-2539-1130　槙利絵子 住所

1.終活ガイド検定講座（東京、横浜、小田原、相模原など） ＦＡＸ 050-3488-5505 個人指導

2.エンディングノート書き方講座（平塚ほか） 活動時間 応相談 活動地域

3.キャンパスおだわら連続講座 講師料等

職歴・経歴

有償（セミナー受講料）　材料費

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費　

いわせ　ゆうこ

岩瀬　祐子

指導実績

応相談

指導実績 県内、静岡県東部

（一社）終活協議会（終活ガイド検定認定講師、エンディングノート認定講師、心託コンシェルジュ）、介護福祉士、行政書士等

小田原市南鴨宮

指導内容

おだわらしにあらいふきょうぎかい

小田原シニアライフ協議会

二宮町山西

指導内容

さとやまやんぐりーぶす

指導実績

里山ヤングリーヴス
小田原市早川

指導内容

県内

洋風の建築には洋風の、和風の建築には和風の歴史と経済・地理があり、土地
建物には現代の縮図があります。現代の問題（雑音、騒音と環境）（タワマンと学
習能力）（早川の歴史をたどりながら和洋混交を考える）（風水実験）（各土地、都
市、町づくりから村おこしへ）（ハウスインスペクションと医学）等を一緒に学びま
しょう。

指導内容

指導実績

まき　りえこ

保育士、AsMama認定サポーター、キットパスアートインストラクター

今や「終活」ブームです。おひとりさま、跡継ぎのいない方、親の終活をお考えの
方その他どなたにも早目の終活をおすすめします。早目の終活で充実したシニア
ライフを手に入れませんか。人生まだまだこれからです。

県内

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費　

有償（応相談）　交通費　材料費　

ライプツィヒ大学（ドイツ）公認コーディネーショントレーナー、一般社団法人栄養コンシェルジュ協会認定2つ星栄養コンシェルジュ

応相談

環境計量士、医学（建築医学）、化学分析技能士、ハウスインスペクション

4人の子を持つママです。小田原では、多世代交流のできる「居場所作り」をして
います。保育士として、また私の活動の中で培ったノウハウをお伝えします。子育
てがもっと楽しくなる講座も実施！！

槙　利絵子

応相談

県内、静岡県東部

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費　その他応相談

社団法人終活協議会認定講師、心託コンシェルジュ、介護福祉士、総合旅行業務取扱管理者、小田原シニアライフ協議会代表

県内

成長期の子どもにとって食事・運動・睡眠などの外部環境はその後の人生を左右
するほどの影響を与えます。どの時期に何を摂るべきか。育成の本場ドイツで学
んだ講師と一緒に学びませんか。

可

指導内容

いやま　めぐみ

井山　めぐみ

講師料等

秦野市

1.絵本、絵カード、塗り絵を通して集中力、想像力、コミュニ
ケーション力を養う

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費　　

県内

いがらし　ともや　

五十嵐　智也

カラフルなオリジナル教材を使って3つの力（集中力・想像力・コミュニケーション
力）を育てることを目指して活動しています。ご家庭は勿論、学校や企業での「よ
り良い人間関係」作りにもきっとお役に立ちます。

指導実績

二宮町山西

指導内容

応相談

可1.子育て支援センター、サークル等でコンサートリーディン
グ実施

保育士（20年）、セルフメディカルアロマセラピスト、幼稚園教諭、色彩心理診断士、色育アドバイザー、ベビーヨガ・マッサージインストラクター他資格多数

指導実績

小田原市荻窪

最近よく耳にする「終活」。何から手を付けたら良いのか…。医療、介護、相続、
葬儀、エンディングノート等様々なテーマについて実例をあげながら基本的なこと
を解説します。皆さんも終活を始めてみませんか？
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タイトル
バードおじさんの環境教育
マジックショー

メッセージ

1.地球温暖化防止：地球温暖化のしくみ、温暖化を防ぐ為
には

ふりがな 登録No 6203

2.資源の枯渇防止・省エネ：私たちにできる3R、省エネ活動 氏　名 男 昭和29年生

3.生物多様性保全：自然の生き物の大切さ 電話番号 0465-43-4109 ・090-7281-3724 住所

1.小田原市立酒匂・豊川・富水小学校放課後授業 ＦＡＸ 0465-43-4109 個人指導

2.相模原市立博物館　学びの収穫祭 活動時間 応相談 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル
多世代による学び
（小学生や未就学児との学び）

メッセージ

1.地域の課題を考え発表する ふりがな 登録No 9224

2.未就学の子どもたちと学ぼう 氏　名 女

電話番号 080-6162-2470 住所

1.小田原市内の公民館で学習支援 ＦＡＸ 個人指導

2.インターネットを利用した学習支援 活動時間 応相談 活動地域

3.パソコンを使った学習支援 講師料等

職歴・経歴

タイトル たのしくパソコン メッセージ

1.エクセル ふりがな 登録No 9038

2.ワード 氏　名 男

3.ホームページ 電話番号 080-6587-3003 住所

1.キャンパスおだわらキャンパス講師 ＦＡＸ 個人指導

2.きらめき☆おだわら塾市民教授 活動時間 昼 活動地域

3.たすけあい　パソコン講師 講師料等

職歴・経歴

タイトル やさしいパソコン メッセージ

1.アマゾンキンドルの電子書籍の出版 ふりがな 登録No 9155

2.エクセルの計算式を使った簿記 氏　名 女

3.実務（経理・人事等）に役立つエクセルの計算式 電話番号 090-9234-9601 住所

1.電子書籍版のレッスン ＦＡＸ 個人指導

2.Ｗｅｂ作成のレッスン 活動時間 平日（火・木）9:00～17:00 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル
マイペースに楽しむパソコン講座
（初心者向け）

メッセージ

1パソコンの基本操作、ワード、エクセル、パワーポイント ふりがな 登録No 9188

2.インターネット
（検索、ネットショッピング、ＳＮＳ、地図など）

氏　名 女

3.メール、デジカメ、スマートフォン、タブレットなど 電話番号 090-6259-5000 住所

1.パソコン教室での個人指導 ＦＡＸ 個人指導

2.市内公共施設、企業研修でのグループレッスン 活動時間 9：00～20：00 活動地域

3.個人宅での出張レッスン 講師料等

職歴・経歴

タイトル プログラミング教室 メッセージ

1.プログラムって何だろう ふりがな 登録No 9203

2.自分でプログラムを作ってみよう 氏　名 男

3.プログラムを動かしてみよう 電話番号 0465-43-4109 ・090-7281-3724 住所

1.横浜市立幸ケ谷小学校土曜日講座 ＦＡＸ 0465-43-4109 個人指導

2.こども大学常陸土曜授業 活動時間 随時 活動地域

3.親子で学ぶプログラミング教室（小田原市内） 講師料等

職歴・経歴

可

有償（応相談）・無償の両方　交通費　内容によってテキスト代

一切無償

指導実績

不可

7－1 情報処理・通信

アマゾン配布の無料ソフトを使って電子書籍を出版（WindowsのノートＰＣ持込）し
ます。また、仕事や日常生活で作業効率が上がるエクセルの計算式の上手な利
用方法も楽しみながら覚えて行きましょう。

野村　幸子

県内

2市8町及び二宮町

わからないことは何度でもご質問ください。何度でも笑顔でお答えします！

シニア情報生活アドバイザー、アマゾンキンドルより電子書籍出版、経理事務従事、各種広告物・マニュアル作成（イラストレータ、フォトショップ使用）

指導内容

キャンパスおだわらキャンパス講師

応相談

地球温暖化をはじめとした地球環境問題は、現在を生きる私たちが解決すべき
重要な課題です。マジックを楽しみながら、私たちが地球環境問題解決のに向け
てできることを学びます。

太田　実　

パソコンの初歩からていねいに教えます。

指導内容

実際に自分でプログラムを作り動かしてみることにより、プログラムとはどういった
ものかを学びます。プログラム作成は、論理的思考能力や創造力を高め、私たち
の生活環境を豊かにすることにつながっていきます。

インストラクター歴13年

のむら　さちこ

有償（500円／人）　1回につき最大10人

技術士（環境部門）、第1種情報処理技術者

はたけやま　よしひこ

小田原市小竹

指導実績

指導内容

ほり　ともこ

小田原市中町

有償（応相談）　交通費

指導実績

指導実績

指導内容

おおた　みのる　

有償（応相談）・無償の両方　交通費　その他（資料のコピー代）

商学部卒業、塾講師4年、公立高校講師5年

県内

畠山　義彦

堀　朋子

可

小田原市久野

可

県内

小田原市飯泉

指導実績

子どもは無限の可能性を秘めた存在です。子どもの長所を知り、能力を伸ばし、
子どもの意欲を引き出すためにはどうすれば良いのかを考えなければなりませ
ん。そのために周りの大人たちはどのように関わっていけば良いのか、一緒に学
んでいきましょう。

指導内容

くにはら　ほしこ

小田原市酒匂

7 その他

国原　星子

小田原市内

技術士（環境部門）、畠山環境技術士事務所所長

指導内容

はたけやま　よしひこ

畠山　義彦

有償（5,000円／回）

小田原市小竹

指導実績 県内

不可
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タイトル
子どものためのプログラミング
（ビスケット）

メッセージ

1.プログラミング言語Viscuit（ビスケット）の体験講座 ふりがな 登録No 9205

氏　名 女

電話番号 090-6259-5000 住所

1.公共施設や企業研修などのグループレッスン ＦＡＸ 個人指導

2.パソコン教室での個人指導 活動時間 9：00～19：00 活動地域

3.出張レッスンやワークショップ 講師料等

職歴・経歴

タイトル ワンランク上のチラシ作成 メッセージ

1.伝わるチラシとは？ ふりがな 登録No 9187

2.ワードで作るチラシ作成のポイント 氏　名 女

3.ネットプリントの活用 電話番号 090-6259-5000 住所

1.パソコン教室での個人指導 ＦＡＸ 個人指導

2.企業研修や公共施設でのグループレッスン 活動時間 9：00～20：00 活動地域

3.ＵＭＥＣＯ主催「事業企画・広報講座」講師 講師料等

職歴・経歴

タイトル
裏千家茶道を通して日本文化を
学ぶ

メッセージ

1.茶道入門・正しいお辞儀、立ち振る舞い ふりがな 登録No 9026

2.客の心得・お茶とお菓子のいただき方 氏　名 女 昭和27年生

3.亭主の心得・所作をしながらお茶を点てましょう 電話番号 0465-22-5908　 住所

1.自宅で茶道教室 ＦＡＸ 個人指導

2.小学校・中学校クラブ活動 活動時間 応相談 活動地域

3.茶道連盟茶会 講師料等

職歴・経歴

タイトル
煎茶席を楽しみ、おもてなしの心を
学ぶ

メッセージ

1.煎茶道入門、立ち振る舞い ふりがな 登録No 9160

2.お点前を通して所作を学ぶ 氏　名 女 昭和27年生

3.煎茶、玉露のおいしい淹れ方 電話番号 090-7940-8209 住所

1.東京総支部茶会、小田原茶道連盟茶会 ＦＡＸ 0465-42-3623 個人指導

2.カルチャーセンター小田原、マロニエ 活動時間 応相談 活動地域

3.湯本の旅館で、着付け・茶道・立ち振る舞い講座 講師料等

職歴・経歴

タイトル 英語de茶道 メッセージ

1.抹茶のいただき方（作法） ふりがな 登録No 9206

2.抹茶の点て方 氏　名 女

3.礼儀作法 電話番号 0465-49-0588 住所

1.スイスの中学校等で講習指導 ＦＡＸ 個人指導

2.イギリスの小・中・高等学校で講習指導 活動時間 10：00～12：00 活動地域

3.国際茶会で各国大使・外交官へ指導 講師料等

職歴・経歴

タイトル
アロマトリートメント　ハーバリウム
アロマクラフト

メッセージ

1.アロマハンドトリートメント、浮腫ケア、緩和ケア ふりがな 登録No 9241

2.ハーバリウム作り 氏　名 女 昭和53年生

3.アロマクラフト作り 電話番号 090-2762-0734 住所

1.自宅サロンでのアロマトリートメント ＦＡＸ 個人指導

2.自宅サロンでのハーバリウム作り、アロマクラフト作り 活動時間 応相談 活動地域

3.外出の難しい方のお宅に訪問してのハーバリウム作り 講師料等

職歴・経歴

茶道裏千家准教授、裏千家インターナショナルアソシエーション会員、国際茶道文化協会会員

茶道は海外で最も有名で、多くの人が興味を持っている日本伝統文化の1つで
す。子どもたちに講座を通して茶道と英語に興味を持ってもらえればと思います。
せめて抹茶の飲み方を知り、海外からのお客様に教えてあげられれば素敵では
ないですか？

指導内容

やまざき　かおるこ　（そうくん）

小田原市南鴨宮

インストラクター歴13年

山崎　薫子　（宗薫）

小田原市久野

ほり　ともこ

指導内容

指導実績

不可

県内

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費

2市8町及び二宮町

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費　　

日本の伝統文化である｢茶道」を身近に学んでみましょう。床の花やお菓子に季
節を感じ静かに一服いただく。茶道具を拝見しながら焼物・塗り物の勉強をする。
一期一会を体験してみて下さい。

小田原市栄町

小田原市別堀

茶道裏千家正教授、学校茶道指導資格、小田原茶道連盟役員

竹縄　慶子　(宗慶)

「伝わる」「集まる」チラシ作りのポイントを楽しくお伝えします！

指導実績

小田原市久野

指導実績

煎茶道東阿部流、財団評議員、研究会講師（指導員）、教授として45年間指導、小田原茶道連盟参与、小田原市文化連盟理事

応相談

指導実績

可

2.プログラミングを通して、考え方やプレゼンテーション力を
育てる

開成町吉田島

介護福祉士、介護アロマセラピスト、AEAJアロマアドバイザー、AEAJアロマハンドセラピスト、ハーバリウムコーディネーター

有償（応相談）・無償の両方　交通費　内容によって教材費

県内

堀　朋子

可

県内

有償（応相談）・無償の両方　交通費

2020年から小学校で必修化されるプログラミングを楽しみながら学ぶ機会を作り
ます。プログラミング言語Viscuit（ビスケット）は自らが描いた絵を動かす等、小さ
な子どもでも表現方法の1つとして取り組めます。

インストラクター歴13年、ビスケットファシリテータ養成講座修了など

指導内容

ほり　ともこ

堀　朋子

無償　交通費　材料費

心身共に健康であるために…日々の生活に癒しのひとときを取り入れてみませ
んか？

指導内容

たけなわ　けいこ　（そうけい）

県内指導実績

7－3 趣味・実用

指導内容

おおの　ひろみ

大野　ひろみ

可

応相談

2市8町及び二宮町

有償（応相談）・無償の両方　材料費　　

指導実績

煎茶道に触れ、日本人に身近な存在の「煎茶」を通して、おもてなしの心と文化を
学んでみませんか。一椀に淹れたお茶の味を味わってみてください。

指導内容

さいとう　けいこ　（すいけい）

齋藤　恵子　（翠恵）

7－2 ビジネス一般
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タイトル 英語de華道 メッセージ

1.いけばなの基本 ふりがな 登録No 9237

2.花材と花器についての知識 氏　名 女

3.実践 電話番号 0465-49-0588 住所

1.イギリス・スイスの学校、コミュニティーセンター等で講習
指導

ＦＡＸ 個人指導

2.有名私立大学に於いて流派のいけばなの講習（英語） 活動時間 10:00～12:00 活動地域

3.日本いけばな芸術展等花展出瓶 講師料等

職歴・経歴

タイトル 本格ベトナム料理　宮廷料理 メッセージ

1.おいしい定番ベトナム料理 ふりがな 登録No 9069

2.ヘルシーでダイエットできる料理 氏　名

3.パーティで使えるベトナムコース料理 電話番号 0465-32-0616　赤松寿音 住所

1.市民教授 ＦＡＸ 個人指導

2.自宅でベトナム料理教室 活動時間 13：00～17：00 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル おいしい！簡単！タイ料理！ メッセージ

1.本場のタイ料理を短時間で作るコツ伝授します ふりがな 登録No 9080

2.タイを中心に、アジアのおもてなし料理教えます 氏　名 女

3.タイ料理を作りながら、タイの文化などなど教えます 電話番号 090-3916-3186 住所

1.自宅、アトリエにての料理教室 ＦＡＸ 個人指導

活動時間 応相談 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル 蕎麦を打って、楽しみましょう メッセージ

1.蕎麦打ちの基本・使用素材の説明及び工程表の説明、
道具使い方の指導

ふりがな 登録No 9023

2.水回しの必要性と其のやり方、練の必要性と其の効果
（練り方によるその効果）

氏　名

3.決まった厚さに伸ばす方法とその確認、包丁の使い方、
ゆで方の確認と、実践

電話番号
0465-36-7307 ・ 090-5503-0354
鈴木彦利

住所

1.こゆるぎ蕎麦の会指導 ＦＡＸ 0465-36-1156 個人指導

2.キャンパスおだわら　蕎麦講座への参加指導 活動時間 9:00～16:00（応相談） 活動地域

3.全麺協　東・中部地区のそば祭り及び小田原地区での
介護施設への蕎麦提供参加

講師料等

職歴・経歴

タイトル 手打蕎麦を楽しみましょう メッセージ

1.蕎麦手打ち ふりがな 登録No 9090

氏　名 男 昭和17年生

電話番号 0465-48-5699 ・ 090-7239-4311 住所

1.キャンパスおだわら　蕎麦打体験教室 ＦＡＸ 個人指導

2.老人施設・福祉施設支援 活動時間 応相談 活動地域

3.市教育委員会の支援 講師料等

職歴・経歴

タイトル
優しい時間～癒しのフィトセラピー
（植物療法）

メッセージ

1.アロマクラフト作り（手作り石けんetc） ふりがな 登録No 9119

2.ハーブ講座 氏　名 女

3.花育（フラワーデザイン） 電話番号 090-1995-8605 住所

1.中学校PTA向け講座、小学校向け香りの講座 ＦＡＸ 個人指導

2.病院にてアロマ講座 活動時間 応相談 活動地域

3.カルチャーセンターにて講座 講師料等

職歴・経歴

ばんぶーべとなむ

小田原市南鴨宮

大磯町東小磯

応相談

こゆるぎ蕎麦の会

有償（1,000円）　交通費　材料費　　

有償（1,000～3,000円）・無償の両方　交通費　材料費　　

小田原市飯田岡

かさかわ　ひかる

笠川　晢

指導実績

バンブーベトナム

指導実績

不可

本場のタイ料理をおいしく！簡単に作るコツを伝授します。食は文化です。タイ料
理を料理のレパートリーに加わることにより、タイの文化も広めていきたいと思い
ます。タイを中心にアジアのおいしい料理もお教えします。

やまざき　かおるこ　（こうげつあん）

小田原市荻窪

山崎　薫子　（香月庵）

「いけばな」は、今や世界の人々に認知されている日本の伝統文化であり芸術で
す。未来を担う子ども達に「いけばな」を通して、日本の伝統文化や四季折々の自
然の美しさを体験してもらえればと思います。

不可

指導内容

無償（応相談）

県内

指導実績 県内

商社勤務の後タイ在住、タイ料理、調理師免許取得

有償（応相談）・無償の両方　材料費　その他（道具の借用費）

日本生花司松月堂古流日本総街頭（流派最高位・職）、日本いけばな芸術協会会員

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費　　

ベトナム人が教えるベトナム料理です。子どもからお年寄りまで食べられるヘル
シーな家庭料理から高級な食材を使う宮廷料理まで幅広く学べます。

2市8町及び二宮町

西山　朋花　(オリエンタルジャスミン)

指導実績

小田原市飯泉

指導実績 県内

指導実績

指導内容

2.キャンパスおだわらキャンパス講師として　おいしい！簡
単！タイ料理！教室

よこやま　みつこ　

応相談

指導内容

手打ち蕎麦は楽しいです。手打ち蕎麦は美味しいです。

県内

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費　　

にしやま　ともか　（おりえんたるじゃすみん）

食品衛生管理、ベトナム料理調理師

クラブ代表者、全麺協三段位、地方認定審査員

ＮＰＯ法人インターナショナルフィトセラピーアカデミー（IPA）認定統合ケアアロマセラピスト、和漢ハーブセラピスト、ブリザーブドフラワーデザインインストラクター

アロマ、ハーブ、フラワーをとり入れるフィトセラピー（植物療法）。リラックス効果
から植物のもつ成分を生かした本格的な療法まで幅広く活用されています。忙し
い日々をひととき忘れ優しい時間を共にすごしましょう。

応相談

小田原市南鴨宮

可

可

指導内容 横山　みつこ　

自分で蕎麦を打ち家族や大勢の友達で楽しむ人が増えてきています。自分で
打った蕎麦が美味しいからです。一度、私達と、キャンパスおだわら蕎麦打ち講
座でやってみませんか。私達のクラブ会員が手助けし応援します。

指導内容

こゆるぎそばのかい

指導内容
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タイトル
初心者でも楽しく簡単にフラワーア
レンジメント！

メッセージ

1.ドライフラワーアレンジメント指導 ふりがな 登録No 9138

2.ブリザーブドフラワー、アーティフィシャルフラワー指導 氏　名 女

3.コサージュ、花冠、リース作り指導 電話番号 090-6017-2511 住所

1.小田原市、大井町、二宮町で親子向け教室 E-mail sigoto0901@gmail.com 個人指導

2.やまきた桜まつり　フラワーアレンジワークショップ 活動時間 応相談 活動地域

3.小田原市役所「CHAT茶っと文化祭」体験教室 講師料等

職歴・経歴

タイトル
腸内環境のお手伝い！
醗酵素講座★

メッセージ

1.醗酵素ジュースを作ります ふりがな 登録No 9239

氏　名 女 昭和50年生

電話番号 090-5870-6382 住所

1.自宅で教室を開催 ＦＡＸ 個人指導

活動時間 10:00～17:00 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル アロマクラフト メッセージ

1.アロマ（精油）を使って様々な作品を作ります ふりがな 登録No 9185

氏　名 女

電話番号 080-5863-0508 住所

1.アロマクラフト講座 ＦＡＸ 個人指導

2.アロマクラフト（サロン）、コミュニティーサークルでの講座 活動時間 9:00～15:00 活動地域

3.月2回のワークショップ 講師料等

職歴・経歴

タイトル 簡単！きれい！ ハーバリウム メッセージ

ふりがな 登録No 9186

氏　名

電話番号 080-5863-0508 住所

ＦＡＸ 個人指導

活動時間 9:00～15:00 活動地域

講師料等

職歴・経歴

タイトル
知っているようで知らない世界遺産
講座

メッセージ

1.世界遺産全般（入門～趣味レベル） ふりがな 登録No 9192

2.世界遺産検定対策講座 氏　名 女

電話番号 090-2539-1130 住所

1.NPO法人世界遺産アカデミー主催世界遺産検定対策講座 ＦＡＸ 個人指導

2.自治体講座（小田原及び近郊市町村、大和市、松戸市他） 活動時間 応相談 活動地域

3.藤嶺学園藤沢、神奈川婦人会館教養講座 講師料等

職歴・経歴

タイトル ママのためのフォトレッスン メッセージ

1.脱オート！初心者向けマニュアルモードレッスン ふりがな 登録No 9193

2.ＳＮＳ映えするスマホ写真レッスン 氏　名 女

3.ママ向け写真整理術 電話番号 090-7167-6717 住所

1.報徳二宮神社杜のひろばにてワークショップを定期開催 ＦＡＸ 個人指導

2.カメラのキタムラ湘南T-SITE店にて月2回カメラレッスン 活動時間 平日中心（応相談） 活動地域

3.ハイアットリージェンシー箱根スマホカメラワークショップ 講師料等

職歴・経歴

指導内容 猪谷　理奈

可

県内

いのたに　りな

カメラをオートで撮るのは簡単ですが、もっと自分好みに素敵な写真を撮ってみま
せんか？もう一歩操作を学ぶことで写真はがらりと変わります。ママだからこそ撮
れる表情、シーンがたくさんあります。子どもたちの未来へ記憶になる写真を残し
てあげましょう！

指導内容

指導実績

指導実績

応相談

県内、静岡県東部

指導内容

たかはし　ゆみ　

小さなお子様からお年寄りまで、初めての方でも楽しく簡単にできるフラワーアレ
ンジをご用意します。ギフトやインテリアなど多方面にご利用いただける作品をア
レンジします。皆様のご希望に応じて出向きます。お気軽にご相談ください！

高橋　ゆみ　
小田原市久野

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費　　

井山　めぐみ

ホットストーンセラピスト、ヘッドリフレクソロジスト、セルフメディカルアロマセラピスト、保育士、幼稚園教諭、色彩心理診断士、色育アドバイザー、ベビーヨ
ガ・マッサージインストラクター　他

きれいな花材に囲まれながらハーバリウムをつくってみませんか？花材は、プリ
ザーブドフラワーやドライフラワーを使用します。お好きな花を選んで瓶に入れ、
専用のオイルをそそいで出来上がり！！とても楽しいですよ。

ベビーヨガ・マッサージインストラクター、ハーバリウムデザイナー、リンパケアセラピスト、色彩心理診断士、ワードスペシャリスト2013　他

お好きな香りに包まれながらオリジナルのコスメやアロマワックスバー、アロマス
トーン、キャンドルなどを作ってみませんか？世界に一つだけの素敵なグッズが
できます！！

渡邉　寛子

神奈川県内、静岡県東部

わたなべ　ひろこ

静岡県伊東市吉田

（社）MMC写真教室インストラクター協会認定講師、フォトマスター検定準1級、写真整理アドバイザー

今や1073件を数える世界遺産（2017年現在）。日本でも毎年のように世界遺産が
登録されています。世界遺産を基礎から学びませんか？人に話したくなる裏話、
エピソード満載です。

ＮＰＯ法人世界遺産アカデミー認定講師、総合旅行業務取扱管理者、介護福祉士、社団法人終活協議会認定講師

まき　りえこ

県内

交通費　材料費

槙　利絵子
二宮町山西

有償（応相談）・無償の両方　交通費

可

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費

小田原市矢作

指導内容

いやま　めぐみ

井山　めぐみ

指導内容

酵素は腸内環境を良くしてくれる存在です。季節の無農薬、有機の野菜や果物に
微生物（酵母菌・乳酸菌・納豆菌）を加え、醗酵素ジュースを作ります。誰もが願う
健康です。少しでもお役に立てれば嬉しいです。

指導実績

いやま　めぐみ

リビングカラーSumiko M、シモンチェリーフラワーデザイン&テーブルデコレーションデザイナー講師、ヨーロピアンフラワーデザイン連盟１級インストラク
ター、箱根体験教室インストラクター、一般社団法人日本ガーデンセラピー協会2級コーディネーター、（株）日本ヴォーグ社キャンドルマイスター

指導実績

不可

指導実績

応相談

秦野市

県内

醗酵素教室インストラクター、薬膳アドバイザー

不可

交通費　材料費

秦野市

指導実績

1.ハーバリウム専用の瓶にお好きな花材を入れ、専用のオ
イルをそそいで出来上がりです。（花瓶に生けた花のように
なり、1年ほど同じ状態を保つことができます）

指導内容

県内

有償（1,000円）　交通費　材料費

1.サロンにてハーバリウム体験講座、夏休み小学生向けの
講座、月2回のワークショップ、大手企業職員向けの講座、
県内幼稚園・小学校・中学校の保護者向け講座
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タイトル
写真整理とスクラップブッキングで
アルバム作り

メッセージ

1.写真を素敵に飾って思い出を残すスクラップブッキング ふりがな 登録No 9197

2.写真整理を楽しみながらできる方法を指導 氏　名 女

3.プレゼント用などのオリジナル作品作り 電話番号 090-5819-7774 住所

1.小田原アリーナ文化教室講師 ＦＡＸ 個人指導

2.日本ホビーショーにてワークショップ講師 活動時間 応相談 活動地域

3.HaRuNe小田原、各地デパートなどでイベント講師 講師料等

職歴・経歴

タイトル アロマセラピー入門 メッセージ

1.アロマセラピー温故知新 ふりがな 登録No 9201

2.アロマオイルの種類（柑橘系、樹木系、フローラル系） 氏　名 女

3.アロマオイルの生活への取り入れ方 電話番号 090-4244-5522 住所

1.個人宅や公民館などで小さな勉強会を行う ＦＡＸ 個人指導

2.年間多数のクラスで多くの人にアロマの世界を広める 活動時間 応相談 活動地域

3.ATT施術認定講座取得 講師料等

職歴・経歴

タイトル 写真を楽しみましょう！ メッセージ

1.被写体の選び方 ふりがな 登録No 9216

2.パソコンによる現像・編集方法 氏　名 男 昭和26年生

3.プリンターによる印刷方法 電話番号 090-3437-5477 住所

1.写真団体講師 ＦＡＸ 個人指導

2.審査・運営委員 活動時間 応相談 活動地域

3.ギャラリートーク等 講師料等

職歴・経歴

タイトル 体がよろこぶお菓子作り メッセージ

1.本格的なケーキ（生菓子から焼菓子まで）の作り方 ふりがな 登録No 9234

2.季節のイベントに作って贈る（クリスマスやバレンタイン）
お菓子レッスン

氏　名 女 昭和48年生

3.子どもお菓子教室（大人同伴） 電話番号 080-8163-2749 住所

1.ベーキングスクール講師（シンガポール） ＦＡＸ 個人指導

2.NHK文化センター（兵庫県神戸・西宮）講師 活動時間 朝～夜 活動地域

3.自宅にてお菓子教室、出張教室 講師料等

職歴・経歴

タイトル 手品の基本と演技の指導 メッセージ

ふりがな 登録No 9070

氏　名

2.手品の演技の組み立て（ステージマジック、サロンマジッ
ク、お喋りマジック等）

電話番号 0465-48-0111 ・ 090-1737-1517  古谷敏幸 住所

1.キャンパスおだわら連続講座 ＦＡＸ 0465-48-6735 個人指導

2.小・中・高等学校総合学習講師 活動時間 応相談 活動地域

3.各種団体及び、教職員、幼稚園職員講座指導 講師料等

職歴・経歴

タイトル いろいろなボードゲームを楽しもう メッセージ

1.いろいろなボードゲームの体験 ふりがな 登録No 9215

2.ボードゲームを通じてコミュニケーションなどを学ぶ 氏　名

3.ＴＲＰＧ体験 電話番号 090-4430-0620  柳瀬順示 住所

1.小学校でボードゲーム体験 ＦＡＸ 個人指導

2.イベントなどでの体験講師 活動時間 応相談 活動地域

3.ワークショップでのボードゲーム体験 講師料等

職歴・経歴

国際スクラップブッキング協会認定ＩＳＡ1級エグゼクティブインストラクター、写真整理アドバイザー上級

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費

指導実績 県内

指導内容 藤木　紀子
小田原市扇町

ベーキングスクール講師（NHK文化センター、海外、自宅レッスン他）、ホテルのペストリー勤務

応相談

マジックの基本を親切、丁寧に指導を行います。仲間同志、練習を楽しみながら、
ボランティア活動も行っています。

指導内容

手軽な趣味とする写真愛好家の方々が増えています。市民の皆様に写真撮影の
基本から作品作りまでを楽しく学び、写真の面白さを体験していただき、キャンパ
ス講師を目指します。

全国

小田原市風祭

鈴木　厚子　

すずき　あつこ　

指導実績

指導実績

応相談

どこでも

有償・無償の両方　材料費

アロマ（香）という言葉があふれている近頃ですが、香が身体に及ぼす影響を正し
く知ることが香りの選び方、利用の方法、大自然の恵みへの感謝へとつながりま
す。日々の生活の質の向上につながるアロマの世界を少し学んでみませんか。

「わくわく楽しく！」をモットーに、日常からビッグイベントまで思い出の写真を素敵
に飾って残すスクラップブッキングの魅力をお伝えします。お子さまから大人まで
楽しくご参加いただけます。そして写真整理を快適に楽しくできる方法をお伝えし
ます。

ふじき　のりこ

日本奇術協会賛助会員、小田原奇術クラブ会長

ぐしけん　みか

具志堅　みか

小田原市南町

7－4 娯楽・ゲーム

おいしいシュークリームが食べたいな！そんな時、おうちで気軽に作ってみませ
んか？神戸で修行を積んだパティシエが、楽しく、体がよろこぶお菓子作りをご伝
授します！

指導内容

可

二宮町山西

いしづか　ゆきお

石塚　幸男
小田原市中村原

2市8町及び二宮町

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費　　

みんなでサイコロ指導内容

指導実績

1.手品の基本（手品の3原則、道具の扱い、不思議な現象
の意味）

指導内容

おだわらきじゅつくらぶ

小田原奇術クラブ

知的コミュニケーションとして注目されているボードゲームを楽しみませんか？子
どもから大人まで男女を問わず国内外のボードゲームが体験できます。

小田原市飯泉

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費　　

指導実績

応相談

県内

交通費　材料費

可

県内

有償（応相談）・無償の両方　交通費　材料費　　

神奈川県西写真連盟会長、小田原市美術展覧会運営委員、小田原市文化連盟理事

みんなでさいころ

応相談

指導内容

指導実績
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