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資格

指導対象

お問い合わせ先

安部 友子

「書育」手書き文字が伝える人の想い
（心）の暖かさ、豊かさを今この時代だから
こそ伝え続けていきたいと願っています。

平成元年8月より、はがき文化に
関する指導をしています。指導歴
31年、著書「素晴らしいはがき
道」大分合同新聞社発行。講演
(学校、企業、公民館、ロータリー
クラブ、その他) 社員研修・セミ
ナー(企業・社会福祉・高齢者大
学等)。

平成元年8月に大分発祥の
新しいふみの文化づくり活
動として「豊の国はがき道
クラブ」を発足、以来30年
以上に亘り,講演研修等で
指導。郵便事業株式会社・
PFCアドバイザー

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

衛藤 利一

タクティカルトレーニングの仕方、軽フィジ
カルトレーニングの仕方、ジャパン・ブズカ
シ（創作スポーツ）

子ども, 青年, 成
人

鶴崎公民館

詩をつくろう（自立支援センター
おおいた）講師平成20年から指
導歴があります

詩のボクシング佐賀県大会
準チャンピオン大分県短文
学大会入賞大分県詩人協
会・北九州文学協会所属

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大在公民館

成人, 高齢者

坂ノ市公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

木村 永遠

詩の作り方と、詩の朗読方法を教えます

塩地 キミヱ

形式にとらわれず季節の移ろいや、身辺の
折り節をリズム良く表現する自由律俳句の
楽しさを皆さんにわかりやすく説明。初心
者でも素直な気持と感謝の心があれば作
品は生まれると言う事を指導したい。自分
の可能性に再度挑戦することをおすすめし
ます。

平成12年5月から川南公民館
俳句教室「路の会」(会員10名)
を指導平成22年6月から小佐
井公民館俳句教室「あじさいの
会」(会員9名)を指導

句歴23年平成21年8月
「層雲(同人誌)」の“長流
(4段階の最上位)”の同人
となる。 23年度『層雲賞』
を受賞。現在、九州地区委
員及び大分支部長を務め
る。

手書き文字の大切さ（書育）

はがき文化に関する指導歴22
年、著書「素晴らしいはがき道」
大分合同新聞社発行。講演(学
校、企業、公民館、ロータリークラ
ブ、その他) 社員研修・セミナー
(企業・社会福祉・高齢者大学
等)平成元年８月から指導歴が
あります。

郵便事業株式会社・PFCア
ドバイザー

安部 友子
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はがき道（やさしく、たのしい、はがきの書き
方）

はがき文化に関する指導歴22
年、著書「素晴らしいはがき道」
大分合同新聞社発行。講演(学
校、企業、公民館、ロータリークラ
ブ、その他) 社員研修・セミナー
(企業・社会福祉・高齢者大学
等)平成元年８月から指導歴が
あります。

郵便事業株式会社・PFCア
ドバイザー

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

郷土史 ： 座学、現場案内、解説園芸 ：
座学、栽培指導環境教育 ： 座学

小中学生指導(判田校区ふれあ
い広場活動)

土木・造園1級施工管理士
大分県地球温暖化防止推
進員大南地区文化財同好
会会員判田校区歴史研究

子ども, 成人, 高
齢者

大南公民館

松本 光平

新しい家庭学講座ベストカップル養成講座
(夫婦葛藤の原因と幸せ実現の法則、男と
女の違いと結婚生活など)子育てポイント
講座（親子の絆を深める上手な育て方・思
春期の子供の心理と親の役割）

平成17年7月～

家族心理カウンセラー

青年, 成人

大分西部公民館

米澤 金作

セミナーや講演を通じコミュニケーション能
力、人間関係能力向上やメンタルヘルスに
関する指導ができます。特に子育て、親子
関係や夫婦関係のあり方、又、職場の人間
関係改善のために臨床心理学(交流分析
など)を用います。子どもは高校生以上が
対象

企業の社員研修、PTAでの子育
て講演会、ロータリークラブでの
卓話、商工会などでの講演等平
成１８年１月より指導しています。

①産業カウンセラー ②キャ
リア開発アドバイザー(略称
CDA) ③キャリア・コンサル
タント ④交流分析士インス
トラクター

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

南大分公民館

鍵谷 英美

色を見たり触れたり塗ったり、絵を描くこと
により感情を発散させストレスを緩和させ
る。気づきや新しい自分を発見したりと自
分と向き合う時間を作るメンタルヘルス対
策につながります。（カラーセラピー）

NHK文化センター大分教室で
平成17年4月から指導歴があり
ます。

イメージアップアカデミー認
定カラーセラピスト産業カ
ウンセラー日本色育推進認
定色育アドバイザー色彩生
理心理研究会認定アンコン
シャスカラー講師

青年, 成人, 高
齢者

大分南部公民館

工藤 マリ

交流分析を軸に自己分析を行い自分との
向き合い方を心理学・色・メイクで学ぶ。

県立・私立高校、各公民館や現
在は勤務先の専門学校で１４年
間行っています。

交流分析士、インストラク
ター

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

安部 友子

【歴史・地理】
7

野尻 義行

【哲学・思想】
該当なし
【心理学・カウンセリング】
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新名 勝

音楽活動（リズム・メロディ・身体・脳トレ）
などを通して以下のことを目指す。①身体
機能の維持・改善②回想療法③リズムによ
る心身の活性化④情緒の安定化⑤集中力
の維持⑥音楽での自己表現

地区公民館での高齢者対象講
座は、平成１５年から毎年実施。
（年間 １０回程度）

日本音楽療法学会認定音
楽療法士中学校教諭免許
（音楽） 高等学校教諭免
許（音楽）

高齢者

稙田公民館

医療、福祉施設に１４年間勤務。
フリースペース（不登校）にて、
傾聴ボランティアの経験あり。現
在は、高齢者福祉施設にて、介
護職員のメンタルヘルス予防、
啓発やコミュニケーション研修を
行う。また、子育て相談などの個
別カウンセリングや、親子コミュ
ニケーションワークなどの実績が
あります。
平成２４年から指導歴がありま
す。

社団法人日本産業カウンセ
ラー協会 産業カウンセ
ラーNPO法人交流分析協
会 交流分析士インストラク
ター財団法人職業技能振
興会 高齢者ケアストレスカ
ウンセラー、青少年ケアスト
レスカウンセラー中央労働
災害防止協会 THP指導
者(心理相談員)
AFAA プライマリー認定
ZUMBA インストラクター

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

・地区公民館での高齢者対象講
座は、平成１５年から毎年実施。
（年間１０回程度）

日本音楽療法学会正会員
音楽療法士（１０年以上）
中学校教諭免許

高齢者

稙田公民館

2012年8月 親子エコクラフト
教室開催（光吉台子ども会）
2012年11月 別府アートマン
スにてワークショップを実施

イルドクルール認定 色彩
心理カラーセラピスト

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

・カラーイメージコンサルタ
ント ・色彩心理ファシリ
テーター・AFT１級 色彩
コーディネーター ・パーソ
ナルカラーアナリスト

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

・保育士・平成３年度より大
分県社会教育課講師

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

13

杉田 清香

子育てや高齢者を介護する方のメンタルヘ
ルスやコミュニケーションについての指導
自分自身を大切にしながら、相手とどう向
き合っていくのかを改善するため、交流分
析や発達心理学を用いて、ワークを行いま
す。

14

大野 ミチル

ZUMBA

15

16

17

18

新名 友子

安部 涼子

音楽活動（リズム・メロディー・身体・脳ト
レ）などを通して以下のことを目指す。①身
体機能の維持と改善②回想療法③リズム
による心身の活性化④情緒の安定化⑤集
中力の回復⑥音楽による自己表現
再生紙でできたエコテープでかごを編みま
す。初めての方でも1時間程度でできる簡
単なエコクラフトです。色を選び色を感じな
がら編むという作業なので、カラーセラ
ピーの効果もあります。

松尾 美子

色を生活（衣・食・住）に取り入れ、毎日を
楽しむ方法をお伝えします。

正 くにか（利満 邦家）

・カウンセリング技術 ・コーチング ・
ヒーリング ・コミュニケーション ・自分
発見 ・自分発見（全国３００回以上）

H22年から活動、生涯学習、家
庭教育、企業、団体、福祉、個
人、その他においてイベント、
ワークショップ及びセミナー、講
座等を実施。
平成３年に大分合同新聞「人」
欄に出て以来、全国講演３００回
以上。各公民館にて講座、人生
学校で指導中。
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西村 慶治

産業カウンセラー、キャリヤカウンセラー
（キャリアコンサルタント）として働く人や、
働こうとしている人へカウンセリングしてい
ます。「自分らしさ」を活かした人生のため
にストレスへの対処法や対人関係スキルを
覚えましょう。

平成17年より、労働者や経営者
等のカウンセリング及び相談に
携わり、大学での講義も含めて
講師（指導）経験多数。

キャリアコンサルタント（国
家資格）・産業カウンセラー
ほか

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分西部公民館

医療をめぐる人権

平成２３年～大分県人権問題講
師日田市・九重・竹田・国東にて
講演平成２５年明治明野公民館
人権講座講師坂ノ市公民館、大
分市共同参画課講師依頼別府
市生涯学習課講師依頼

薬害肝炎当事者ＤＶ被害子
どもの疾病看護体験

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

石井 美佐子

心理学を活用し、親子関係の改善をするこ
と。ママが役割や義務で生きるのではなく、
才能を活かし人生をクリエイトできるサ
ポートができる。

平成１３年４月からマザーアース
にて、セラピスト育成の指導歴あ
り。平成２０年１１月からＯｆｆｉｃｅ
Ｍｉｓａ主宰、ＮＰＯ法人子育て応
援ワクワクピースにて講師平成
27年から、福岡自分ブランド革
命講師

日本ヒーリングセラピー研
究所認定 心理セラピスト、
トレーナー

子ども, 成人

稙田公民館

大塚 まなみ

パーティには欠かせない基本知識のほか、
テーブルデコレーション、バルーンアートな
ど、ちょっとしたアイデアでホームパーティ
を素敵に演出できる方法をお伝えします。

２０１９年～ 誕生会、
Wedding、各種イベントを企画
しています。

一般社団法人バースデー
プランナー協会認定「バー
スデープランナー」

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

渡邉 陽子

オリジナルの人材育成メソッド「ヨーコ メ
ソッド」を軸に講師としてセミナーや講演実
施。子育て支援、ママ講座、受験生メンタル
支援実施。「あなたに会えてよかった」と思
われる人材育成をしている。

別府大学コーチング論非常勤講
師、高校看護科担任病院研修
（新人～中堅）別府市青年部経
営講演会ＰＴＡ講演会大分合同
新聞文化教室

・看護師（認定管理者
ファースト）・産業カウンセ
ラー養成講座終了

子ども, 青年, 成
人

佐賀関公民館

色彩を活用した自己理解、セルフケアを
行っています。

・サロンにて、個人カウンセリン
グ１０年以上・オンライン、メンタ
ルケア講師歴１０年以上

・カラーセラピスト・システ
ム開発者・産業カウンセ
ラー・キャリアコンサルタン
ト（国家資格）

青年, 成人

大分中央公民館

江藤 裕子

油布 季良美

4

№
氏名
【俳句・短歌・川柳】

25

26

27

28

29

指導内容

塩地 キミヱ

形式にとらわれず季節の移ろいや、身辺の
折り節をリズム良く表現する自由律俳句の
楽しさを皆さんにわかりやすく説明。初心
者でも素直な気持と感謝の心があれば作
品は生まれると言う事を指導したい。自分
の可能性に再度挑戦することをおすすめし
ます。

山本 和子

○短歌実作指導・『万葉集』講座○短歌で
自分史（文章による自分史はハードルが高
いが、短歌で自分史を作成し、後世に足跡
を残す。）

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

平成12年5月から川南公民館
俳句教室「路の会」(会員10名)
を指導平成22年6月から小佐
井公民館俳句教室「あじさいの
会」(会員9名)を指導

句歴23年平成21年8月
「層雲(同人誌)」の“長流
(4段階の最上位)”の同人
となる。 23年度『層雲賞』
を受賞。現在、九州地区委
員及び大分支部長を務め
る。

成人, 高齢者

坂ノ市公民館

大分県歌人クラブ副会長・
短歌結社主宰

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

１９９５年頃から大分県歌人クラ
ブ、短歌結社で25年指導してい
ます。１９９５年頃から大分合同
新聞文化教室の講師として２５
年指導しています。シルバー短歌
選考等。
１９９５年前から各文化教室の短
歌講座の講師を２５年していま
す。「豊の国ねんりんピック・シル
バーふれあい短歌」等の選者。

大分合同新聞文化教室講
師歴２５年。大分県歌人クラ
成人, 高齢者
ブ副会長。短歌「歌帖社」
主宰。

大分中央公民館

山本 和子

「短歌で自分史」短歌の作り方を学び、自
分史を写真・文章・出来事を入れて作成。

薬師寺 裕二

地域社会（公民館等）において、子どもを
中心に５・７・５の俳句で日々のできごとを
日記で綴る様、指導していきたい。

坂ノ市公民館主催講座「俳句を
書く書道教室（平成25年）」、自
鳴鐘（福岡県）選者

現代俳句協会会員「自鳴
鐘」同人、俳句を書く書道
教室「竹雪会」主宰

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

佐賀関公民館

「初心者 実作短歌」

文化教室の短歌講座の講師２５
年「豊の国ねんりんピック・シル
バーふれあい短歌」等の選者

大分合同新聞文化教室の
講師として２５年指導してい
ます。大分県歌人クラブ副
会長。短歌「歌帖社」主宰。

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

昭和４２年より

図書館司書

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

稙田公民館

平成15年4月から指導暦があり
ます。

フリーランスアナウンサー

乳幼児, 子ども

鶴崎公民館

・昭和４７年より保育士

・保育士

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

山本 和子

【読書・読み聞かせ】
30

橋本 五十鈴

31

古賀 恵理子

32

正 くにか（利満 邦家）

子供の本のすべて、選書、読み聞かせ、子
どもの本講座県内外にて、子どもの本の講
座、講演
英語、日本語の本の読み聞かせ、ことばあ
そび・アニマシオン。(コミュニケーション能
力向上)
・絵本の読み聞かせ ・吉四六話指導 ・
内容、ストーリー、主旨などの学習をし、自
分の人生にどう生かすか

5

№

33

34

35

36

37

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

平松 あざれ

日英絵本の読み聞かせ、英語絵本の選び
方やCTP/ORTを含む多読絵本の紹介、
始め方、これからのAI時代を生き抜く力を
育てる絵本育児など。講演・読み聞かせ・
ワークショップ等。依頼は個人・企業・保護
者会等どなたでも。

全国各地で出張講演依頼あり、
詳しくはHP「絵本と暮らす」で検
索してください。オンラインセミ
ナーで、２年間で４０００人以上
が受講。

NPO法人「絵本で子育て」
センター・絵本講師

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

クレヨン・クレパス・色鉛筆による絵画水彩
画、油絵、ちぎり絵、貼り絵、デッサン読み
聞かせ少々体操

社会福祉センターで指導コンパ
ルホール、地区公民館で指導ホ
ルトホール、コンパルホールで読
み聞かせ学習塾経営時読み聞
かせ

絵画教室指導者証健康づ
くり運動指導者証ＪＰＩＣ読
み聞かせサポーター

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

花坂 歩

大学で独自の弛緩発声法を研究していま
す。段階を踏んだレッスンで、発声の力みを
取り除き、自分にとって心地よい「声」を探
します。1度の定員はおよそ10名。朗読の
ための基礎発声講座です。

2018年度から大分県立図書館
より「子ども読書推進員」の委嘱
を受け、市民団体に指導。同年
度からは、大分大学にて、公開講
座「自分の声を「調べ」にするた
めの4つのレッスン」、「自分の声
をもっと好きになる自分の声探し
の旅」を開催。

なし

青年, 成人, 高
齢者

南大分公民館

伊藤 房江

絵本を通して新たな気づきを得る「絵本セ
ラピー」「絵本の読み聞かせ」講座は絵本
の見せ方、選び方など読み聞かせの基本
から丁寧にわかりやすくお伝えします。「大
人の絵本会」は大人ならではの絵本の楽し
み方をお伝えします。

絵本セラピスト?・わらべう
２０１１年より乳幼児へ絵本の読
たベビーマッサージ講師大
み聞かせ。２０１３年より絵本セラ
分市民健康づくり運動指導
ピー・大人の絵本会・絵本講座。
者

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

明治明野公民館

絵本を使いコミュニケーション力を高める。
言葉の大切さや、言葉で人は育つ事を伝え
る。

別府大学コーチング論非常勤講
師高校看護科担任病院職員研
修（新人～中堅）ＰＴＡ講演会等
大分県農業会議大分合同新聞
文化教室「絵本セルフコーチン
グ」

看護師産業カウンセラー養
成講座受講

青年, 成人

佐賀関公民館

大人が絵本を愉しむための「もっと大人も
絵本たのしもう「大人のための絵本セラ
ピー」絵本を使って自分へのメッセージや
気づきを見つける

平成23年より

絵本セラピスト

青年, 成人, 高
齢者

鶴崎公民館

武生 和子

渡邉 陽子

【人文系その他】
38

田代 裕子

6

№
氏名
≪社会系≫
【知的財産（著作権等）】
該当なし
【経営・経理・事務管理】

39

40

41

42

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

米澤 金作

セミナーや講演を通じコミュニケーション能
力、人間関係能力向上やメンタルヘルスに
関する指導ができます。特に子育て、親子
関係や夫婦関係のあり方、又、職場の人間
関係改善のために臨床心理学(交流分析
など)を用います。子どもは高校生以上が
対象

企業の社員研修、PTAでの子育
て講演会、ロータリークラブでの
卓話、商工会などでの講演等平
成１８年１月より指導しています。

①産業カウンセラー ②キャ
リア開発アドバイザー(略称
CDA) ③キャリア・コンサル
タント ④交流分析士インス
トラクター

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

南大分公民館

八木 道弘

国家資格ファイナンシャルプランニング2・
3級の資格取得の指導

日本ファイナンシャルプランナー
協会での指導歴平成１７年～日
本文理大学での指導歴平成２１

国家資格1級ＦＰ技能士

青年, 成人, 高
齢者

南大分公民館

大賀 香代

退職金制度はいろいろ。退職金制度があ
れば、従業員の定着が良くなります。その
制度の違いと、会社の規模に合った退職金
制度の選び方などをお話しします。

平成22年より指導しています。

成人

大分中央公民館

大きな夢を持ち、その実現を目指す。その
ための精神と技術を教えたい。

大分経済同友会在席中。日本文
理大学、別府大学各２回「自己
実現」に関して講演した。大分県
の大分スタートアップセンターの
助言、指導者になっており、これ
まで数回、主に「起業」について
大分、臼杵、津久見、杵築などで
指導助言してきた。

セミナーや講演を通じコミュニケーション能
力、人間関係能力向上やメンタルヘルスに
関する指導ができます。特に子育て、親子
関係や夫婦関係のあり方、又、職場の人間
関係改善のために臨床心理学(交流分析
など)を用います。子どもは高校生以上が
対象

企業の社員研修、PTAでの子育
て講演会、ロータリークラブでの
卓話、商工会などでの講演等平
成１８年１月より指導しています。

野﨑 武成

・ファイナンシャルプラン
ナー２級技能士・DC（確定
拠出年金）マイスター・公的
保険アドバイザー
私自身中学校教頭を５３才
で辞め、大分でまだ知られ
ていないドラッグストア
チェーンに挑戦。１５店、従
業員３００人、年商７２億円
まで成長。その実践と勉強
した理論をまとめて教えた
い。著書２冊「凡人でもでき
る夢実現のすすめ」「起業
成功の教科書」

鶴崎公民館

【政治・経済】

43

米澤 金作

7

①産業カウンセラー ②キャ
リア開発アドバイザー(略称
CDA) ③キャリア・コンサル
タント ④交流分析士インス
トラクター

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

南大分公民館

№

氏名

44

植田 謙一

45

井上 杉夫

46

井上 杉夫

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

今さら聞けないニュースの言葉を分かりや
すく解説。その時々の政治経済問題を題材
にしながら、政治や経済などの流れや状況
を学問的に読み解きます。

公務員試験受験予備校にて政
治学・行政学・行政法・社会学・
国際関係・日本史・世界史・倫
理などを１９９７～２００４年担当
小中高学生を対象に英数国理
社の塾講師を１９９８年より担当

京都大学 学士 (法学）・
大分県人権研修講師

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

高齢者

大分東部公民館

老人クラブの集会や行事等の場において、
事件事故の被害にあわない方法や健康寿
命を伸ばすための生活習慣等について笑
いをまじえて指導
学校行事やPTA主催の行事において、夢
と目標をもって頑張ること、他人と比べなく
ていいから思いやりを持つこと、保護者に
対してはコミュニケーションの大切さ等を笑

警察官として警部になった平成
13年4月から、地域行事や各種
会合等で指導。
警察官として警部になった平成
13年4月から、学校行事等の場
で指導。

保護司

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分東部公民館

中華料理と中国語

田北料理学院で中国語と中華
料理を指導

調理師免許証厚生省保健
医療技術考査合格証

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

南大分公民館

インバウンド受け入れや海外各国への理解
グローバルな人材の形成のヒント

富山県氷見市・滋賀県草津商工
会会議所・ライオンズクラブ・国
土交通省滋賀支社他で講演や
指導

総合旅行業務管理者、京都
検定2級

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

野津原公民館

奥村高幸

世界（日本）の観光・地理・歴史 等

高岡南高校キャリアデザイン授
業（2か月15回実施）富山国際
大学講義 旅行業務取扱主任認
定講師

総合旅行業務管理者、京都
検定2級

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

野津原公民館

阿部 豊志

行政書士及びファイナンシャルプランナー
の経験から、暮らしに関わるお金と法律(遺
言、相続、成年後見、悪質商法、生活設計、
資産形成、老後資金準備、年金、保険等）

H14年より指導しています。

行政書士ファイナンシャル
プランナー(NPO法人日本
ファイナンシャルプランナー
ズ協会)宅地建物取引士

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

鶴崎公民館

遺産相続,遺言書,成年後見制度等の財産
承継に関する学習の指導

大分県行政書士会無料相談員
大分市役所市民相談室(2F)無
料相談員コンパルホール定例無
料相談員

行政書士ビジネス実務法
務検定エキスパートの称号
を取得

青年, 成人, 高
齢者

南大分公民館

【裁判員制度】
該当なし
【国際理解・国際情勢】
47

48

49

大野 玉枝

奥村高幸

【法律】
50

51

武内 一樹

8

№
氏名
【財政・統計】
52

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

国家資格ファイナンシャルプランニング2・
3級の資格取得の指導

日本ファイナンシャルプランナー
協会での指導歴平成１７年～日
本文理大学での指導歴平成２１

国家資格1級ＦＰ技能士

青年, 成人, 高
齢者

南大分公民館

社会保険労務士及びキャリアカウンセラー
の経験から仕事や暮らしに役立つ社会保
険（年金も含む）や労働に関わる法律の
話、仕事や人間関係のヒントを楽しくお伝
えします。仕事選び、自分探しのお手伝い
も！

平成９年より、民間企業や公的
団体でのセミナーや高等学校・
大学や公民館他、多方面で講師
（指導）経験多数。

キャリアコンサルタント（国
家資格）・ 特定社会保険労
務士・産業カウンセラー ほ
か

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分西部公民館

平成１８年より指導しています。
保育園、幼稚園、小学校,中学
校,高校、公民館、児童館等で子
育て講演

・保育士 幼稚園教諭 ・子
育てアドバイザー・大分県
レクリエーションインストラ
クター・保護司・子育て支援

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

平成１８年より指導しています。

保育士、幼稚園教諭、保護
司、子育てアドバイザー

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

安部 友子

「書育」手書き文字が伝える人の想い
（心）の暖かさ、豊かさを今この時代だから
こそ伝え続けていきたいと願っています。

平成元年8月より、はがき文化に
関する指導をしています。指導歴
31年、著書「素晴らしいはがき
道」大分合同新聞社発行。講演
(学校、企業、公民館、ロータリー
クラブ、その他) 社員研修・セミ
ナー(企業・社会福祉・高齢者大
学等)。

平成元年8月に大分発祥の
新しいふみの文化づくり活
動として「豊の国はがき道
クラブ」を発足、以来30年
以上に亘り,講演研修等で
指導。郵便事業株式会社・
PFCアドバイザー

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

松本 光平

新しい家庭学講座ベストカップル養成講座
(夫婦葛藤の原因と幸せ実現の法則、男と
女の違いと結婚生活など)子育てポイント
講座（親子の絆を深める上手な育て方・思
春期の子供の心理と親の役割）

平成17年7月～

家族心理カウンセラー

青年, 成人

大分西部公民館

八木 道弘

【社会問題・労働】

53

西村 慶治

【社会学】
該当なし
【交通・観光】
該当なし
【男女共同参画・女性教育】
54

55

56

57

安東 真由美

安東 真由美

・「親子のふれあいあそび」・「思春期」講
演・「子育て」講演・「心の居場所づくり」・
「人権」講演・「生きる」とは・「親子関
係」・「孫育て」講演
人権講演会で講演（身近な生活の中で
「生と死」「生きる力」）（うた、ポエム、絵
本、パネルシアター等で）

9

№

氏名

指導内容

58

工藤 マリ

交流分析を軸に自己分析を行い自分との
向き合い方を心理学・色・メイクで学ぶ。

59

正 くにか（利満 邦家）

・人としての女性の生き方を考えましょう。・
嫁、姑問題にはかくされたひみつがある。

森 彬

「心の健康と音楽」～暮らしを彩る名曲の
活用法～◎高性能オーディオ（立体音響）
で名曲を体感＆感動いただけます。女（ヒ
ト）と男（ヒト）が互いに認め合う心豊かな
社会をめざし て！◎所要時間＝９０分～１
２０分

60

61

62

63

資格

指導対象

お問い合わせ先

交流分析士、インストラク
ター

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

・アイネス・大分市開始第
一期生

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

平成１３年１０月からメンタルヘ
ルス研修、高齢者教室、人権・男
女共同参画、家庭教育、ライフプ
ラン、労働安全衛生、接遇研修
等の指導暦があります。

「メンタルヘルスアドバイ
ザー」平成１１年、ＳＭＥ（ソ
ニー・ミュージック・エンタ
テイメント）関連の「新日本
ファミリークラブ」在籍時に
取得。

青年, 成人, 高
齢者

社会教育課

手書き文字の大切さ（書育）

はがき文化に関する指導歴22
年、著書「素晴らしいはがき道」
大分合同新聞社発行。講演(学
校、企業、公民館、ロータリークラ
ブ、その他) 社員研修・セミナー
(企業・社会福祉・高齢者大学
等)平成元年８月から指導歴が
あります。

郵便事業株式会社・PFCア
ドバイザー

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

安部 友子

はがき道（やさしく、たのしい、はがきの書き
方）

はがき文化に関する指導歴22
年、著書「素晴らしいはがき道」
大分合同新聞社発行。講演(学
校、企業、公民館、ロータリークラ
ブ、その他) 社員研修・セミナー
(企業・社会福祉・高齢者大学
等)平成元年８月から指導歴が
あります。

郵便事業株式会社・PFCア
ドバイザー

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

大賀 香代

女性の働き方について学びます。女性が働
く上で気になる〇〇万円の壁。正社員で働
くと損？その働き方で老後は大丈夫？人生
100年時代を豊かに生き抜くために、ライ
フプランを作成しながら、生き方働き方に
ついて考えます。

平成22年より指導しています。

・ファイナンシャルプラン
ナー２級技能士・住宅ロー
ンアドバイザー・公的保険
アドバイザー・証券外務員
Ⅱ種

成人

大分中央公民館

安部 友子

指導歴
県立・私立高校、各公民館や現
在は勤務先の専門学校で１４年
間行っています。
○大分県で女性教育第１号 ・
学校の先生に指導○大分県生
涯学習講師（東京女性会館にて
大分県代表で発表）

10

№

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

64

相澤 真紀子

女性の更年期を多角的に学ぶ医療編：ホ
ルモン動態に伴う症状・対処方法メンタル
ヘルス編：認知行動療法・睡眠セルフケア
編：ストレスマネージメント・睡眠実践編：リ
ラクゼーションピラティス

令和２年８月より あけの鶴亀
（マクロビ食品店）にて

メノポーズ（更年期）カウン
セラー（NPO法人更年期と
加齢のヘルスケア認定）

成人

大分中央公民館

65

工藤 マリ

働く女性のストレスに対して自己対応を考
える。前向きな人材となれるように学ぶ。

１３年間県立・私立高校での講
話、専門学校での実務を活かし
て働くことの意識向上をねらう。

キャリアカウンセラー

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

ナツメロ、演歌の歌唱指導。

平成元年より指導歴あり。

ジャスラックのカラオケ教室
指導者許諾証出張教授認

成人, 高齢者

明治明野公民館

山岸 治男

子どもの発達と社会環境との関係など。

1981(昭和56年)から年に数
回、講義、助言、コーディネートな
どを実施してきた。

日本文理大学工学部（教
職課程）

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

稙田公民館

山崎 清男

今日の教育問題、学校教育、社会教育を含
め、教育問題一般。生涯学習。

大学、高校、中学校、公民館等
で、講義及び講師を担当。昭和５
２年５月から指導歴があります。

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

稙田公民館

阿部 豊志

行政書士及びファイナンシャルプランナー
の経験から、暮らしに関わるお金と法律(遺
言、相続、成年後見、悪質商法、生活設計、
資産形成、老後資金準備、年金、保険等）
の話

H14年より指導しています。

行政書士ファイナンシャル
プランナー(NPO法人日本
ファイナンシャルプランナー
ズ協会)宅地建物取引士

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

鶴崎公民館

仲矢 光江

子育てコーチングの講演会。子育てをして
いる保護者の方に向けて、コーチングのス
キルを絵本等を使って楽しくわかりやすく
伝え、自分の子育てをふり返ってもらう。
又、親子一緒にコミュニケーションを考える
講演会も行っている。

佐伯市内、別府市内の幼稚園、
保育園、子育て支援施設、小学
校、中学校等への講演会を平成
24年から行っている。

大分県子育てコーチ絵本セ
ラピスト（絵本セラピスト協
会認定）

子ども, 成人

大分西部公民館

【教育一般】
66

67

68

69

70

北島 俊一
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№

71

72

73

74

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

竹林 美伽

タブレットのアプリを使ってお絵かきしなが
ら、描画を動かすための仕組みを考えるプ
ログラミングワークです（対象は4歳～）。
思った通りに動かすための筋道を立てる中
で思考力を養います。また、集中力と成功
体験を育みます。

ワークショップ工房という名称で
活動しています。平成30年8月
からあ児童クラブや校区公民館
等でワークショップを開催し、指
導して参りました。

ビジュアルプログラミング
言語viscuitファシリテータ

乳幼児, 子ども,
青年

大南公民館

人生百年の時代。６０才定年からもう一度
二度新しい人に挑戦できる、やりましょう、
やり方を教えます。

戸次公民館で数年前高齢者に
対し初めて人生について講演。
死ぬまで勉強、成長しよう。「老
驥櫪に伏すも志千里に在り。烈
士暮年壮心已まず」など名句を
出し話した。

中学校英語・社会教師。在
任中大分大学に内地留学
６か月。「自己実現の教育
の研究」論文あり。

成人, 高齢者

鶴崎公民館

野﨑 武成

学校の勉強は決まった範囲のやらされる勉
強、読書さえも、これからは自分が目指す
人生のための勉強、読書です。私は５３才
からそれをやってきました。そのことを教え
たい。

ドラッグストアチェーン１５店３０
０人の仕事能力向上の社内教育
を月１回続けた。日本文理大学、
別府大学各２回、大分経済同友
会から派遣により講演した。大分
スタートアップセンターの指導助
言者として県下各市の要請によ
り講演した。

５３才で教頭時退職。ドラッ
グストアチェーンに挑戦年
商７２億円、１５店舗３００人
社員にまで成長してきた。そ
の間日本の優れた経営者、
指導者の指導を受けた。読
書月約３０冊を続けた。計４
０００冊超。著書２冊。

三重野真美

これまでタブー視されてきた性教育をユネ
スコ発刊の国際セクシュアリティ教育ガイ
ダンスにもとづき、乳幼児からできる「おう
ち性教育」の話と、いのちがどのように生ま
れてくるのか、おへその話、ジェンダーなど
含めた包括的性教育を分かりやすく伝えま
す。

令和３年９月より大人向け講座、
令和４年１月より親子講座を開
催している。

助産師、看護師

乳幼児, 子ども

大分南部公民館

・「親子のふれあいあそび」・「思春期」講
演・「子育て」講演・「心の居場所づくり」・
「人権」講演・「生きる」とは・「親子関
係」・「孫育て」講演

平成１８年より指導しています。
保育園、幼稚園、小学校,中学
校,高校、公民館、児童館等で子
育て講演

・保育士 幼稚園教諭 ・子
育てアドバイザー・大分県
レクリエーションインストラ
クター・保護司・子育て支援
フレンド代表

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

野﨑 武成

鶴崎公民館

【乳幼児教育】

75

安東 真由美
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№

氏名

指導内容

指導歴

資格

76

仲谷 由香

幼児対象リトミック、音楽実技

リトミック指導歴 平成１２年～
音楽指導歴 昭和６３年～

リトミック研究センター認定
講師

77

仲谷 由香

演奏指導

昭和６３年

78

仲谷 由香

演奏（鍵盤実技）指導。

昭和６３年～

釘宮 誠司

子育て、発達障がいの理解と対応

精神科の医師として27年の経
験があり、平成１７年９月から保
育部会の先生方等対象に指導
歴があります。

医師免許 精神保健指定医

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

渕野 チエミ

幼児体育、レクリエーション等、乳幼児教
育、家庭教育

平成元年より保育士、幼稚園教
員。レクリエーションインストラク
ター、体育指導員として１０年以
上。

保育士、幼稚園教員、レク
リェーションインストラク
ター、幼児体操指導員保育
サポーター、発達支援員

乳幼児, 子ども,
青年, 成人

稙田公民館

リズム体操、自分の体を思うように動かせ
るような活動。 (例:小さなボールを使って、
バランス感覚をやしなう。四肢、体幹部の発
達にかかわる運動)

H3.4～H4.3 看護学校臨時講
師、H4.5～H5.3 小学校臨時
講師、H17.5～ 明治明野公民
館 3.4才児体操教室講師、坂ノ
市校区公民館 親子体操教室講
師。

中学校・高等学校保健体育
教諭免許日本ホリスティッ
クコンディショニング協会公
認 フィジカルコンディショ
ナー

乳幼児, 子ども

坂ノ市公民館

須藤 里美

絵本の読み聞かせを通して、さまざまなお
話しをいたします。

大分市内公民館 読み聞かせ講
師、人権講演会、子育て講演会、
思春期講演会、など。

基礎絵本セラピスト、大分
市レクリエーション協会会
員、大分市民健康づくり運
動指導者、大分県人権問題
講師団、笑顔のコーチング
ファシリテーター

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

坂ノ市公民館

渡邊美紀

リトミックとソルフェージュ(リズムの遊びを
取り入れ音楽の基礎を学ぶ) 現在、稙田公
民館にてサークル教室開講中

稙田公民館にて、リトミックの
サークル教室 平成１４年より指
導歴があります。現在は、自宅に
て指導。

リトミック研究センター指導
者会員

乳幼児, 高齢者

稙田公民館

79

80

81

82

83

安部 ケイ子

13

指導対象
乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者
乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者
乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

お問い合わせ先
鶴崎公民館

鶴崎公民館

鶴崎公民館

№

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

84

藤間 美貴柳

日本舞踊を通じての礼儀作法、自然な着
物の着方、古典舞踊から新しい曲の舞踊を
指導

昭和４９年４月より45年指導し
ています。

藤間流師範

乳幼児, 子ども,
成人

大分中央公民館

85

ＮＰＯ法人子育て応援ワクワク
ピース 漆間文代

子育てコミュニティーの運営方法について
脳の働きを活用した感情コントロールの仕
方ハッピー子育て法発達を促す遊びにつ
いて

２００９年より講師活動、保育園
等で保護者向け講演会等

認定初級発達支援コーチ
ブレインジム101中・高一
種教員免許

乳幼児, 子ども,
成人

稙田公民館

仲矢 光江

子育てコーチングの講演会。子育てをして
いる保護者の方に向けて、コーチングのス
キルを絵本等を使って楽しくわかりやすく
伝え、自分の子育てをふり返ってもらう。
又、親子一緒にコミュニケーションを考える
講演会も行っている。

佐伯市内、別府市内の幼稚園、
保育園、子育て支援施設、小学
校、中学校等への講演会を平成
24年から行っている。

大分県子育てコーチ絵本セ
ラピスト（絵本セラピスト協
会認定）

子ども, 成人

大分西部公民館

平松 あざれ

英語絵本のアドバアザーとして英語育児を
されている方、両親が英語を話せなくとも
英語絵本を用いた家庭の取り組みでバイリ
ンガル育児を目指せる方法を全国で講演
中。依頼は個人・企業・教育関係従事者等
どなたでも。

東京・神奈川・埼玉・群馬・静
岡・愛知など出張依頼で講演実
績あり。オンラインセミナーで、２
年間で４０００人以上が受講。

NPO法人「絵本で子育て」
センター・絵本講師

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

基礎絵本セラピスト、大分
市レクリエーション協会会
員、大分市民健康づくり運
動指導者、大分県人権問題
講師団、笑顔のコーチング
ファシリテーター

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

坂ノ市公民館

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

明治明野公民館

86

87

88

89

須藤 里美

絵本の読みきかせを通して、さまざまなお
話をいたします。

大分市内公民館 読み聞かせ講
師、人権講演会、子そだて講演
会、思春期講演会、など。

伊藤 房江

絵本の読み聞かせを通して、０歳からの絵
本の選び方、読み方など実際の体験を踏
まえてお伝えします。

絵本セラピスト?・わらべう
２０１１年より乳幼児へ絵本の読
たベビーマッサージ講師大
み聞かせ。２０１３年より絵本セラ
分市民健康づくり運動指導
ピー・大人の絵本会・絵本講座。
者
14

№
氏名
【青少年教育】

90

91

92

93

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

安東 真由美

・「親子のふれあいあそび」・「思春期」講
演・「子育て」講演・「心の居場所づくり」・
「人権」講演・「生きる」とは・「親子関
係」・「孫育て」講演

平成１８年より指導しています。
保育園、幼稚園、小学校,中学
校,高校、公民館、児童館等で子
育て講演

・保育士 幼稚園教諭 ・子
育てアドバイザー・大分県
レクリエーションインストラ
クター・保護司・子育て支援
フレンド代表

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

安東 真由美

人権講演会で講演（身近な生活の中で
「生と死」「生きる力」）（うた、ポエム、絵
本、パネルシアター等で）

平成１８年より指導しています。

保育士、幼稚園教諭、保護
司、子育てアドバイザー

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

安部 友子

「書育」手書き文字が伝える人の想い
（心）の暖かさ、豊かさを今この時代だから
こそ伝え続けていきたいと願っています。

平成元年8月より、はがき文化に
関する指導をしています。指導歴
31年、著書「素晴らしいはがき
道」大分合同新聞社発行。講演
(学校、企業、公民館、ロータリー
クラブ、その他) 社員研修・セミ
ナー(企業・社会福祉・高齢者大
学等)。

平成元年8月に大分発祥の
新しいふみの文化づくり活
動として「豊の国はがき道
クラブ」を発足、以来30年
以上に亘り,講演研修等で
指導。郵便事業株式会社・
PFCアドバイザー

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

西村 慶治

キャリアカウンセラー及び社会保険労務士
の経験等を活かし、家庭・学校・地域(企
業)と連携して、次代を担う青少年の『生き
る力』を導き出し、多様な価値観を大切に
しながら若者の社会人としての自立を支援

平成９年より、幼稚園・大学・
PTA・他各種社会教育関係団体
及び企業も含めて、多方面で次
世代育成支援の視点での講師
(指導)経験多数。

キャリアコンサルタント（国
家資格）・特定社会保険労
務士・産業カウンセラー ほ
か

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分西部公民館

南京玉すだれ簡単なジャグリング（バルー
ン等）指導※初心者対象

パフォーマンス出演『和ンダフル
曲芸!!・しん☆ちゃん』その他パ
フォーマンス出演【イベント芝
居・MC等】テレビ映像出演ラジ
オ出演演劇舞台出演漫画 コラ
ム 戯曲 シナリオ受賞

久留米生涯学習市民協会
LLアドバイザー長崎県教
育人材バンク「地域の達
人」※他、ラジオパーソナリ
ティーとしても活躍中
福
岡 ドリームスFM

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分南部公民館

平成15年4月から指導暦があり
ます。

フリーランスアナウンサー

乳幼児, 子ども

鶴崎公民館

平成９年より

英検2級貿易英語C級

子ども

鶴崎公民館

94

いけうち しん (池内 伸)

95

古賀 恵理子

96

古賀 恵理子

英語、日本語の本の読み聞かせ、ことばあ
そび・アニマシオン。(コミュニケーション能
力向上)
楽しく簡単な英会話が出来るように指導。
まず、聞く、話すから、そのあと”読む、書く”
とレッスン。外国人に対する日本語・日本習

15

№

氏名

97

98

99

100

101

102

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

ものづくり等の工作活動を通じ、科学的な
発想の面白さ・考え方を伝える(紙工作、折
紙、簡単な実験など)。

大分少年少女発明クラブの発足
以来、昭和５８年より指導を続け
ている。最近では地区・校区公
民館などから声がかかることが
多くなった。

毎年開催されている「大分
県発明・科学技術指導者研
修会」受講

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分南部公民館

木村 永遠

詩の作り方と、詩の朗読方法を教えます

詩をつくろう（自立支援センター
おおいた）講師平成20年から指
導歴があります

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大在公民館

油布 季良美

・色彩の生理的・心理的効果を暮らしに仕
事にコミュニケーションに活用します。・
パーソナルカラーを活用したカラーコー
ディネート

H18年より、大分県内を中心に
セミナーや講座を実施。短大、専
門学校での非常勤講師10年以
上

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

山本 千枝子

まず声を出しやすくするため、身体や口な
どを動かす準備体操をし、簡単な発声練習
をする。誰もが歌い易い叙情歌、童謡、
フォークソング、流行歌、世界の歌などピア
ノや電子ピアノで伴奏して歌う。

合奏サークルで平成14年11月
から。歌声サークルは平成18年
6月から。長浜公民館、大道公民
館で指導。

中学校音楽教員1級免許・
高等学校音楽教員2級免
許

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

葉月 えみ

メイク(化粧をする)ことで、コミュニケーショ
ン(SELFや他人、社会) のバランスをとる。
印象分析をしながら印象変化させる。

平成８年よりNHK大分, イリス
大分２年間指導, NHK福岡ー
北九州カルチャー４年指導、大分
銀行マナー講座、毎日文化セン
ター福岡等で４年指導していま
す。 ビタミンメイクハウスを平成
10年より指導

医美心研究会メイクセラピ
スト養成講座1期生 メディ
カルメイクアップアソシエー
ション(カモ・フラージュメイ
ク指導) フレグランスコー
ディネイト Japan Make
up Artist Network 会員
ビタミンメイクスクール主宰

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

藤間 美貴柳

日本舞踊を通じての礼儀作法、自然な着
物の着方、古典舞踊から新しい曲の舞踊を
指導

昭和４９年４月より45年指導し
ています。

藤間流師範

乳幼児, 子ども,
成人

大分中央公民館

龍堂 勝彦

16

詩のボクシング佐賀県大会
準チャンピオン大分県短文
学大会入賞大分県詩人協
会・北九州文学協会所属
・財団法人、日本色彩研究
所認定 色彩指導者・イ
メージアップアカデミー カ
ラーセラピスト資格

№

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

103

山本 千枝子

鍵盤ハーモニカで合奏をします。簡単な曲
を指づかい、息つぎの練習から始めます。
弾くことに慣れてきたら、コーラスのように
二重奏・三重奏と演奏の幅を拡げていきた
いです。

合奏サークル“ホルトの木”で、
平成14年11月から指導。歌声
サークルは平成18年6月から始
める。

中学校音楽教員1級免許・
高等学校音楽教員2級免
許

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

104

釘宮 誠司

思春期、不登校等の心の問題への助言

105

河野 信治

室内でできるスロージョギング健康法

財津 保生

労働安全衛生教育（KY活動、ヒヤリハット
含み）家庭、子供の安全（子供KY、自転車
の交通安全、家庭内のハザード、KY教育）
事例を示し分かりやすく説明します。地球
環境、自然保護、公害問題及び省エネル
ギー関連教育、教宣特に、子供の頃から自
然、環境問題に関心をもち、自分で考えら
れるよう教成を目指したい。自然観察、外
で遊ぶ、自然を題材にしたゲーム等を通じ
野外活動をして子供の豊かな感性を育て
る。ゲームを通じ人の個性は違うことを知
り、協力することで達成感を味わうよう心が
けたい。

手書き文字の大切さ（書育）

106

107

安部 友子

平成１５年５月から小中学校等
で指導歴があります。
平成２４年１月より市営陸上競
技場にて指導

医師免許 精神保健指定医
大分市陸上競技協会会長

子ども, 青年, 成
人, 高齢者
子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館
大分南部公民館

企業の安全衛生教育、企業支援
6年企業勤務時環境安全衛生業
務に従事。以降企業への環境教
育、企業支援6年自然の中で児
童、生徒対象に観察会、ゲームを
通じ活動（4年）

労働安全コンサルタント、農
作業安全アドバイザー応急
手当普及員（大分市消防
局）、酸素欠乏作業主任者
地域カーボンカウンセラー
養成講座修了（環境省関
連講座）大分県青少年育
成アドバイザー（同協議会
会員）（公社）日本シェアー
リングネイチャーの会会員
（リーダー）

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

はがき文化に関する指導歴22
年、著書「素晴らしいはがき道」
大分合同新聞社発行。講演(学
校、企業、公民館、ロータリークラ
ブ、その他) 社員研修・セミナー
(企業・社会福祉・高齢者大学
等)平成元年８月から指導歴が
あります。

郵便事業株式会社・PFCア
ドバイザー

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

17

№

108

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

はがき道（やさしく、たのしい、はがきの書き
方）

はがき文化に関する指導歴22
年、著書「素晴らしいはがき道」
大分合同新聞社発行。講演(学
校、企業、公民館、ロータリークラ
ブ、その他) 社員研修・セミナー
(企業・社会福祉・高齢者大学
等)平成元年８月から指導歴が
あります。

郵便事業株式会社・PFCア
ドバイザー

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

安東 真由美

・保護者（保育園、幼稚園、小中学校、高
校）生徒、公民館等で講演する。

平成１８年より指導しています。

保育士、幼稚園教諭、保護
司、子育てアドバイザー

安東 真由美

人権講演会で講演（身近な生活の中で
「生と死」「生きる力」）（うた、ポエム、絵
本、パネルシアター等で）

平成１８年より指導しています。

保育士、幼稚園教諭、保護
司、子育てアドバイザー

平成元年8月より、はがき文化に
関する指導をしています。指導歴
31年、著書「素晴らしいはがき
道」大分合同新聞社発行。講演
(学校、企業、公民館、ロータリー
クラブ、その他) 社員研修・セミ
ナー(企業・社会福祉・高齢者大
学等)。

平成元年8月に大分発祥の
新しいふみの文化づくり活
動として「豊の国はがき道
クラブ」を発足、以来30年
以上に亘り,講演研修等で
指導。郵便事業株式会社・
PFCアドバイザー

安部 友子

【成人教育】
109

110

111

安部 友子

「書育」手書き文字が伝える人の想い
（心）の暖かさ、豊かさを今この時代だから
こそ伝え続けていきたいと願っています。

112

山崎 清男

成人期の課題、PTAの課題。

公民館、PTAにて講演

113

米澤 金作

セミナーや講演を通じコミュニケーション能
力、人間関係能力向上やメンタルヘルスに
関する指導ができます。特に子育て、親子
関係や夫婦関係のあり方、又、職場の人間
関係改善のために臨床心理学(交流分析
など)を用います。子どもは高校生以上が
対象

企業の社員研修、PTAでの子育
て講演会、ロータリークラブでの
卓話、商工会などでの講演等平
成１８年１月より指導しています。

114

安部 美由紀

英語全般を楽しく指導します

旺文社LL教室2年自宅にて
TOEIC、英検指導平成５年より

18

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者
乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

大分中央公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

稙田公民館

①産業カウンセラー ②キャ
リア開発アドバイザー(略称
CDA) ③キャリア・コンサル
タント ④交流分析士インス
トラクター

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

南大分公民館

実用英語検定準一級
TOEIC 940

青年, 成人, 高
齢者

大分南部公民館

№

指導内容

指導歴

木村 永遠

詩の作り方と、詩の朗読方法を教えます

詩をつくろう（自立支援センター
おおいた）講師平成20年から指
導歴があります

116

油布 季良美

・色彩の生理的・心理的効果を暮らしに仕
事にコミュニケーションに活用します。・
パーソナルカラーを活用したカラーコー
ディネート

117

工藤 マリ

交流分析を軸に自己分析を行い自分との
向き合い方を心理学・色・メイクで学ぶ。

山本 千枝子

まず声を出しやすくするため、身体や口な
どを動かす準備体操をし、簡単な発声練習
をする。誰もが歌い易い叙情歌、童謡、
フォークソング、流行歌、世界の歌などピア
ノや電子ピアノで伴奏して歌う。

115

118

119

氏名

杉田 清香

資格
詩のボクシング佐賀県大会
準チャンピオン大分県短文
学大会入賞大分県詩人協
会・北九州文学協会所属
・財団法人、日本色彩研究
所認定 色彩指導者・イ
メージアップアカデミー カ
ラーセラピスト資格

指導対象

お問い合わせ先

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大在公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

交流分析士、インストラク
ター

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

合奏サークルで平成14年11月
から。歌声サークルは平成18年
6月から。長浜公民館、大道公民
館で指導。

中学校音楽教員1級免許・
高等学校音楽教員2級免
許

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

子育てや高齢者を介護する方のメンタルヘ
ルスやコミュニケーションについての指導
自分自身を大切にしながら、相手とどう向
き合っていくのかを改善するため、交流分
析や発達心理学を用いて、ワークを行いま
す。

医療、福祉施設に１４年間勤務。
フリースペース（不登校）にて、
傾聴ボランティアの経験あり。現
在は、高齢者福祉施設にて、介
護職員のメンタルヘルス予防、
啓発やコミュニケーション研修を
行う。また、子育て相談などの個
別カウンセリングや、親子コミュ
ニケーションワークなどの実績が
あります。

社団法人日本産業カウンセ
ラー協会 産業カウンセ
ラーNPO法人交流分析協
会 交流分析士インストラク
ター財団法人職業技能振
興会 高齢者ケアストレスカ
ウンセラー、青少年ケアスト
レスカウンセラー中央労働
災害防止協会 THP指導
者(心理相談員)

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

平成８年よりNHK大分, イリス
大分２年間指導, NHK福岡ー
北九州カルチャー４年指導、大分
銀行マナー講座、毎日文化セン
ター福岡等で４年指導していま
す。 ビタミンメイクハウスを平成
10年より指導

医美心研究会メイクセラピ
スト養成講座1期生 メディ
カルメイクアップアソシエー
ション(カモ・フラージュメイ
ク指導) フレグランスコー
ディネイト Japan Make
up Artist Network 会員
ビタミンメイクスクール主宰

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

昭和４９年４月より45年指導し
ています。

藤間流師範

乳幼児, 子ども,
成人

大分中央公民館

120

葉月 えみ

メイク(化粧をする)ことで、コミュニケーショ
ン(SELFや他人、社会) のバランスをとる。
印象分析をしながら印象変化させる。

121

藤間 美貴柳

日本舞踊を通じての礼儀作法、自然な着
物の着方、古典舞踊から新しい曲の舞踊を

H18年より、大分県内を中心に
セミナーや講座を実施。短大、専
門学校での非常勤講師10年以
上
県立・私立高校、各公民館や現
在は勤務先の専門学校で１４年
間行っています。

19

№

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

山本 千枝子

鍵盤ハーモニカで合奏をします。簡単な曲
を指づかい、息つぎの練習から始めます。
弾くことに慣れてきたら、コーラスのように
二重奏・三重奏と演奏の幅を拡げていきた
いです。

合奏サークル“ホルトの木”で、
平成14年11月から指導。歌声
サークルは平成18年6月から始
める。

中学校音楽教員1級免許・
高等学校音楽教員2級免
許

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

佐藤 貴茂

ハーモニカを、楽しく・正しく・分かり易く、
基本から指導致します。 ハーモニカは「吹
き吸い」で鳴る楽器。手軽さと共に健康面
からも見直され、愛好者は全国的に急増
中。初心者に限らず、更に上達したい方に
もお勧め致します。

（本制度上の「生涯学習指導
者」としてではなく、別途、個人
的に・・・）、平成15年5月より地
区公民館や自宅でグループやマ
ンツーマンでのご指導を致して
います。

日本ハーモニカアカデミー
認定師範。 なお、日本ハー
モニカ芸術協会にも所属
し、九州ハーモニカ連盟理
事、全日本ハーモニカ連盟
理事等も拝命しているた
め、ハーモニカ界の幅広い
情報も提供できます。

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

猪頭 香織

ストレッチ、呼吸法、体幹エクササイズ、ピラ
ティス、ベーシックバレー、バレエピラティ
ス、高齢者の運動等日々の心身の凝りをほ
ぐして頂ける時間を作っていけたらと思って
おります。

平成17年10月～トップウェルネ
ス大分平成19年5月～大分市
大南公民館の講座にてピラティ
スの指導しています。平成24年
6月～明野総合型地域クラブに
て健康体操教室の指導していま
す。

ＥＴＰマットピラティス（ベー
シック、アドバンス）コース
終了大分市民健康づくり運
動指導者養成講座終了

成人, 高齢者

大分中央公民館

125

西村 慶治

これまでの各種資格取得経験等を活かし
ながら「自分らしい生き方再発見」のお手
伝いをさせていただきたいと思います。社
会環境の変化を楽しめる多様な価値観や
多面的な考え方についてご一緒に考えて
いきましょう。

平成９年より、民間企業や公的
団体でのセミナーや各種講座ほ
か、多方面で講師（指導）経験
多数。

キャリアコンサルタント（国
家資格）・ 社会保険労務
士・産業カウンセラー ほか

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分西部公民館

126

河野 信治

室内でできるスロージョギング健康法

平成２４年１月より市営陸上競
技場にて指導

大分市陸上競技協会会長

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分南部公民館

122

123

124
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№

127

128

129

130

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

手書き文字の大切さ（書育）

はがき文化に関する指導歴22
年、著書「素晴らしいはがき道」
大分合同新聞社発行。講演(学
校、企業、公民館、ロータリークラ
ブ、その他) 社員研修・セミナー
(企業・社会福祉・高齢者大学
等)平成元年８月から指導歴が
あります。

郵便事業株式会社・PFCア
ドバイザー

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

はがき道（やさしく、たのしい、はがきの書き
方）

はがき文化に関する指導歴22
年、著書「素晴らしいはがき道」
大分合同新聞社発行。講演(学
校、企業、公民館、ロータリークラ
ブ、その他) 社員研修・セミナー
(企業・社会福祉・高齢者大学
等)平成元年８月から指導歴が
あります。

郵便事業株式会社・PFCア
ドバイザー

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

田中 るり子

・ビジネスマナー（あいさつ、立ち居振る舞
い、敬語、電話応対、来客応対、名刺交換、
訪問、話し方、聞き方の基本と応用、ビジネ
ス文書、慶弔）・秘書検定準一級、サービス
接遇検定準一級、面接指導（希望があれ
ば１級も対応）

実務技能検定協会 秘書検
定 １級実務技能検定協会
サービス接遇検定１級（実
務技能検定協会 優秀賞＜
個人＞受賞）早稲田ワーキ
ングスクール インストラク
ター養成講座終了日本秘
書クラブＨＥＳ会員

青年, 成人, 高
齢者

稙田公民館

大賀 香代

「基礎から学ぶ、資産運用のいろは」興味
はあるけど、なんとなく怖いイメージの運用
について、基礎から学べます。初心者限定。
イデコやニーサの違いについても簡単に解
説。自分に合った運用の方法がわかりま
す。

平成22年より指導しています。

・ファイナンシャルプラン
ナー２級技能士・証券外務
員Ⅱ種・公的保険アドバイ
ザー・中・高教諭Ⅰ種免許
状

成人

大分中央公民館

安東 真由美

・保護者（保育園、幼稚園、小中学校、高
校）生徒、公民館等で講演する。

平成１８年より指導しています。

保育士、幼稚園教諭、保護
司、子育てアドバイザー

安東 真由美

人権講演会で講演（身近な生活の中で
「生と死」「生きる力」）（うた、ポエム、絵
本、パネルシアター等で）

平成１８年より指導しています。

保育士、幼稚園教諭、保護
司、子育てアドバイザー

安部 友子

安部 友子

【高齢者教育】
131

132

21

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者
乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

大分中央公民館

№

133

134

135

136

137

138

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

林 美紀

・婦人(季節の食材を取り入れ健康的でバ
ランスの取れた食生活作りを指導する)・男
性(料理の基本から始め、料理作り、食生
活の指導をする)・子供（朝食作りから始
め、郷土料理、お弁当作りなどの食育）

平成元年より指導しています。

辻学園日本調理師学校(教
師課程)卒業

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

安部 友子

「書育」手書き文字が伝える人の想い
（心）の暖かさ、豊かさを今この時代だから
こそ伝え続けていきたいと願っています。

平成元年8月より、はがき文化に
関する指導をしています。指導歴
31年、著書「素晴らしいはがき
道」大分合同新聞社発行。講演
(学校、企業、公民館、ロータリー
クラブ、その他) 社員研修・セミ
ナー(企業・社会福祉・高齢者大
学等)。

平成元年8月に大分発祥の
新しいふみの文化づくり活
動として「豊の国はがき道
クラブ」を発足、以来30年
以上に亘り,講演研修等で
指導。郵便事業株式会社・
PFCアドバイザー

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

松尾 秀子

高齢者・・・健康管理、介護予防、介護保険
青年者・・・野外活動、ネイチャーゲーム、レ
クリエーション

公民館や老人会の健康教室。学
校、公民館の子供自然体験教
室。

保健婦、ケアマネージャー、
レクレーションインストラク
ター、ネイチャーゲーム初級
指導員

子ども, 成人

稙田公民館

山崎 清男

高齢期のすごし方、高齢者と社会のかかわ
り。

高齢者学級等で講師をする。

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

稙田公民館

木村 永遠

詩の作り方と、詩の朗読方法を教えます

詩をつくろう（自立支援センター
おおいた）講師平成20年から指
導歴があります

詩のボクシング佐賀県大会
準チャンピオン大分県短文
学大会入賞大分県詩人協
会・北九州文学協会所属

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大在公民館

阿部 豊志

行政書士及びファイナンシャルプランナー
の経験から、暮らしに関わるお金と法律(遺
言、相続、成年後見、悪質商法、生活設計、
資産形成、老後資金準備、年金、保険等）
の話

H14年より指導しています。

行政書士ファイナンシャル
プランナー(NPO法人日本
ファイナンシャルプランナー
ズ協会)宅地建物取引士

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

鶴崎公民館
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№

139

140

141

142

143

144

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

油布 季良美

・色彩の生理的・心理的効果を暮らしに仕
事にコミュニケーションに活用します。・
パーソナルカラーを活用したカラーコー
ディネート

H18年より、大分県内を中心に
セミナーや講座を実施。短大、専
門学校での非常勤講師10年以
上

・財団法人、日本色彩研究
所認定 色彩指導者・イ
メージアップアカデミー カ
ラーセラピスト資格

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

工藤 マリ

交流分析を軸に自己分析を行い自分との
向き合い方を心理学・色・メイクで学ぶ。

県立・私立高校、各公民館や現
在は勤務先の専門学校で１４年
間行っています。

交流分析士、インストラク
ター

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

新名 勝

音楽活動（リズム・メロディ・身体・脳トレ）
などを通して以下のことを目指す。①身体
機能の維持・改善②回想療法③リズムによ
る心身の活性化④情緒の安定化⑤集中力
の維持⑥音楽での自己表現

地区公民館での高齢者対象講
座は、平成１５年から毎年実施。
（年間 １０回程度）

日本音楽療法学会認定音
楽療法士中学校教諭免許
（音楽） 高等学校教諭免
許（音楽）

高齢者

稙田公民館

山本 千枝子

まず声を出しやすくするため、身体や口な
どを動かす準備体操をし、簡単な発声練習
をする。誰もが歌い易い叙情歌、童謡、
フォークソング、流行歌、世界の歌などピア
ノや電子ピアノで伴奏して歌う。

合奏サークルで平成14年11月
から。歌声サークルは平成18年
6月から。長浜公民館、大道公民
館で指導。

中学校音楽教員1級免許・
高等学校音楽教員2級免
許

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

葉月 えみ

メイク(化粧をする)ことで、コミュニケーショ
ン(SELFや他人、社会) のバランスをとる。
印象分析をしながら印象変化させる。

平成８年よりNHK大分, イリス
大分２年間指導, NHK福岡ー
北九州カルチャー４年指導、大分
銀行マナー講座、毎日文化セン
ター福岡等で４年指導していま
す。 ビタミンメイクハウスを平成
10年より指導

医美心研究会メイクセラピ
スト養成講座1期生 メディ
カルメイクアップアソシエー
ション(カモ・フラージュメイ
ク指導) フレグランスコー
ディネイト Japan Make
up Artist Network 会員
ビタミンメイクスクール主宰

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

山本 千枝子

鍵盤ハーモニカで合奏をします。簡単な曲
を指づかい、息つぎの練習から始めます。
弾くことに慣れてきたら、コーラスのように
二重奏・三重奏と演奏の幅を拡げていきた
いです。

合奏サークル“ホルトの木”で、
平成14年11月から指導。歌声
サークルは平成18年6月から始
める。

中学校音楽教員1級免許・
高等学校音楽教員2級免
許

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館
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№

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

ハーモニカを、楽しく・正しく・分かり易く、
基本から指導致します。 ハーモニカは「吹
き吸い」で鳴る楽器。手軽さと共に健康面
からも見直され、愛好者は全国的に急増
中。初心者に限らず、更に上達したい方に
もお勧め致します。

（本制度上の「生涯学習指導
者」としてではなく、別途、個人
的に・・・）、平成15年5月より地
区公民館や自宅でグループやマ
ンツーマンでのご指導を致して
います。

日本ハーモニカアカデミー
認定師範。 なお、日本ハー
モニカ芸術協会にも所属
し、九州ハーモニカ連盟理
事、全日本ハーモニカ連盟
理事等も拝命しているた
め、ハーモニカ界の幅広い
情報も提供できます。

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

猪頭 香織

ストレッチ、呼吸法、体幹エクササイズ、ピラ
ティス、ベーシックバレー、バレエピラティ
ス、高齢者の運動等日々の心身の凝りをほ
ぐして頂ける時間を作っていけたらと思って
おります。

平成17年10月～トップウェルネ
ス大分平成19年5月～大分市
大南公民館の講座にてピラティ
スの指導しています。平成24年
6月～明野総合型地域クラブに
て健康体操教室の指導していま
す。

ＥＴＰマットピラティス（ベー
シック、アドバンス）コース
終了大分市民健康づくり運
動指導者養成講座終了

成人, 高齢者

大分中央公民館

147

新名 友子

音楽活動（リズム・メロディー・身体・脳ト
レ）などを通して以下のことを目指す。①身
体機能の維持と改善②回想療法③リズム
による心身の活性化④情緒の安定化⑤集
中力の回復⑥音楽による自己表現

・地区公民館での高齢者対象講
座は、平成１５年から毎年実施。
（年間１０回程度）

日本音楽療法学会正会員
音楽療法士（１０年以上）
中学校教諭免許

高齢者

稙田公民館

148

河野 信治

室内でできるスロージョギング健康法

平成２４年１月より市営陸上競
技場にて指導

大分市陸上競技協会会長

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分南部公民館

「心の健康と音楽」～暮らしを彩る名曲の
活用法～◎高性能オーディオ（立体音響）
で名曲を体感＆感動いただけます。心の健
康と生涯現役・生涯青春・生涯学習をご提
案◎所要時間＝９０分～１２０分

平成１３年１０月からメンタルヘ
ルス研修、高齢者教室、人権・男
女共同参画、家庭教育、ライフプ
ラン、労働安全衛生接遇研修、
子育て支援、青少年健全育成、
地域社会育成等の指導暦があり
ます。

「メンタルヘルスアドバイ
ザー」平成１１年、ＳＭＥ（ソ
ニー・ミュージック・エンタ
テイメント）関連の「新日本
ファミリークラブ」在籍時に
取得。

青年, 成人, 高
齢者

社会教育課

145

146

149

氏名

佐藤 貴茂

森 彬

指導内容
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№

150

氏名

安部 友子

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

手書き文字の大切さ（書育）

はがき文化に関する指導歴22
年、著書「素晴らしいはがき道」
大分合同新聞社発行。講演(学
校、企業、公民館、ロータリークラ
ブ、その他) 社員研修・セミナー
(企業・社会福祉・高齢者大学
等)平成元年８月から指導歴が
あります。

郵便事業株式会社・PFCア
ドバイザー

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

はがき文化に関する指導歴22
年、著書「素晴らしいはがき道」
大分合同新聞社発行。講演(学
校、企業、公民館、ロータリークラ
ブ、その他) 社員研修・セミナー
(企業・社会福祉・高齢者大学
等)平成元年８月から指導歴が
あります。

郵便事業株式会社・PFCア
ドバイザー

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

日本サロネーゼ協会 アイ
シングクッキー認定講師看

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大南公民館

151

安部 友子

はがき道（やさしく、たのしい、はがきの書き
方）

152

田中 妙子

アイシングクッキーの作り方介護技術短時
間での小物作成

葉月 えみ

心を元気にするフェイスアップセラピー（顔
力UP）手持ちの化粧だけでワンポイント
レッスンだけで顔が明るくなりたい。

ビタミンメイクスクール15年主宰
傾聴カウンセリング資格小学校
教員免許

ビタミンメイクスクール主宰

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

下山 哲也

健康マージャンを教えます。

2018～イオン甘木カルチャー麻
雀講師2020～佐賀関公民館、
健康麻雀講師

日本プロ麻雀連盟三段一
般社団法人ＮＳＫ健康麻雀
九州、認定講師

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

竹林 美伽

スマホの操作が分からない、新しいアプリ
を触るのは不安な方でも、タブレットで簡単
に「動く絵」を作れるプログラミング講座で
す。お孫さんやご近所のお友達と一緒に楽
しくコンピュータの仕組みに触れられます。

ワークショップ工房という名称で
活動しています。平成30年8月
からあ児童クラブや校区公民館
等でワークショップを開催し、指
導して参りました。

ビジュアルプログラミング
言語viscuitファシリテータ

高齢者

大南公民館

153

154

155
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№

156

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

柳楽 雅子

１ 「自分らしい自立したシニアライフ」を過
ごすために必要な情報『介護保険・任意後
見制度・相続・遺言・悪質商法』を「利用者
の視点」で解説します。「楽しく知る」ことが
できる場づくりを心がけています。２ 【エン
ディングノートの活かし方】 エンディング
ノートは「あなたの望む生き方」を記載しま
す。市発行のエンディングノートに沿い、
ノートをより活用できるよう「後見制度」
「相続」「遺言」等の解説をしていきます。

平成１２年４月より介護保険・悪
質商法を中心に、公民館、福祉
センター、学校等で啓発活動を
してきました。熊本市在住の折に
は、公民館主催講座でもっとも
良い講座に選ばれました。

消費生活アドバイザーシニ
アライフアドバイザー消費
生活相談員

成人, 高齢者

大分中央公民館

平成１８年より指導しています。
保育園、幼稚園、小学校,中学
校,高校、公民館、児童館等で子
育て講演

・保育士 幼稚園教諭 ・子
育てアドバイザー・大分県
レクリエーションインストラ
クター・保護司・子育て支援
フレンド代表

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

平成１８年より指導しています。

保育士、幼稚園教諭、保護
司、子育てアドバイザー

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

保育士、幼稚園教員、レク
リェーションインストラク
ター、幼児体操指導員保育
サポーター、発達支援員

乳幼児, 子ども,
青年, 成人

稙田公民館

成人

稙田公民館

日本ホリスティックコンディ
ショニング協会公認 フィジ
カルコンディショナー

成人

坂ノ市公民館

平成15年4月から指導暦があり
ます。

フリーランスアナウンサー

乳幼児, 子ども

鶴崎公民館

平成９年より

英検2級貿易英語C級

子ども

鶴崎公民館

【家庭教育】

157

安東 真由美

・「親子のふれあいあそび」・「思春期」講
演・「子育て」講演・「心の居場所づくり」・
「人権」講演・「生きる」とは・「親子関
係」・「孫育て」講演

158

安東 真由美

・保護者（保育園、幼稚園、小中学校、高
校）生徒、公民館等で講演する。

159

渕野 チエミ

160

山崎 清男

161

安部 ケイ子

162

古賀 恵理子

163

古賀 恵理子

幼児体育、レクリエーション等、乳幼児教
育、家庭教育
家庭教育のすすめ方
ソフトジム(小さなボール)やバランスボー
ルを使った運動、体の歪みに気づき、自ら
バランスの整った体づくりを目指す運動
英語、日本語の本の読み聞かせ、ことばあ
そび・アニマシオン。(コミュニケーション能
力向上)
楽しく簡単な英会話が出来るように指導。
まず、聞く、話すから、そのあと”読む、書く”
とレッスン。外国人に対する日本語・日本習
慣の指導。

平成元年より保育士、幼稚園教
員。レクリエーションインストラク
ター、体育指導員として１０年以
上。
家庭教育学級で講演。
H18.4に上記資格を取得し、
日々のレッスンで活かしていま
す。フリーで活動中。

26

№

氏名

指導内容

指導歴

164

須藤 里美

絵本の読み聞かせを通して、さまざまなお
話しをいたします。

大分市内公民館 読み聞かせ講
師、人権講演会、子育て講演会、
思春期講演会、など。

165

副田理恵

アメリカンフラワー

公民館を使った自主サークルで
の指導経験あり

資格
基礎絵本セラピスト、大分
市レクリエーション協会会
員、大分市民健康づくり運
動指導者、大分県人権問題
講師団、笑顔のコーチング
ファシリテーター
アメリカンフラワー 師範2
級

指導対象

お問い合わせ先

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

坂ノ市公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

坂ノ市公民館

医療、福祉施設に１４年間勤務。
フリースペース（不登校）にて、
傾聴ボランティアの経験あり。現
在は、高齢者福祉施設にて、介
護職員のメンタルヘルス予防、
啓発やコミュニケーション研修を
行う。また、子育て相談などの個
別カウンセリングや、親子コミュ
ニケーションワークなどの実績が
あります。

社団法人日本産業カウンセ
ラー協会 産業カウンセ
ラーNPO法人交流分析協
会 交流分析士インストラク
ター財団法人職業技能振
興会 高齢者ケアストレスカ
ウンセラー、青少年ケアスト
レスカウンセラー中央労働
災害防止協会 THP指導
者(心理相談員)

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

フラワーアレンジメント講師

なし

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

坂ノ市公民館

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

166

杉田 清香

子育てや高齢者を介護する方のメンタルヘ
ルスやコミュニケーションについての指導
自分自身を大切にしながら、相手とどう向
き合っていくのかを改善するため、交流分
析や発達心理学を用いて、ワークを行いま
す。

167

藤本 貴美子

毛糸・レース糸の小物作り、おし花カルト
ナージュ・紙バンドのエコバッグ作りなどを
簡単に作成。

168

大賀 香代

「子どものマネー教育はまず家庭から」子
どものマネー教育は、物心ついたときから
始まっています。親が人生１００年時代の知
識を身につけることで、お小遣いの与え方、
職業選択のことなど、子どもへの声掛けは
変わってきます。

金銭教育 マネーセミナー 平成
２２年より指導しています。

・ファイナンシャルプラン
ナー２級技能士・住宅ロー
ンアドバイザー・公的保険
アドバイザー・中・高教諭Ⅰ
種免許状

169

松下 美紀

犬をさわり、接し方を勉強することで、命の
大切さを学び、思いやる気持ちを育てる。

平成26年～

犬の美容師、犬の訓練士

乳幼児, 子ども,
青年, 成人

大分西部公民館

仲矢 光江

子育てコーチングの講演会。子育てをして
いる保護者の方に向けて、コーチングのス
キルを絵本等を使って楽しくわかりやすく
伝え、自分の子育てをふり返ってもらう。
又、親子一緒にコミュニケーションを考える
講演会も行っている。

佐伯市内、別府市内の幼稚園、
保育園、子育て支援施設、小学
校、中学校等への講演会を平成
24年から行っている。

大分県子育てコーチ絵本セ
ラピスト（絵本セラピスト協
会認定）

子ども, 成人

大分西部公民館

170
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№

171

172

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

平松 あざれ

英語絵本のアドバアザーとして英語育児を
されている方、両親が英語を話せなくとも
英語絵本を用いた家庭の取り組みでバイリ
ンガル育児を目指せる方法を全国で講演
中。依頼は個人・企業・教育関係従事者等
どなたでも。

東京・神奈川・埼玉・群馬・静
岡・愛知など出張依頼で講演実
績あり。オンラインセミナーで、２
年間で４０００人以上が受講。

NPO法人「絵本で子育て」
センター・絵本講師

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

竹林 美伽

次世代の子どもがプログラミング教育で学
ぶ思考力。パパ・ママが子どもの学習を理
解すれば「出来た！」を認めてあげられま
す。論理的な発想・考え方、タブレットを
使って親も一緒に習得しましょう！

ワークショップ工房という名称で
活動しています。平成30年8月
からあ児童クラブや校区公民館
等でワークショップを開催し、指
導して参りました。

ビジュアルプログラミング
言語viscuitファシリテータ

成人

大南公民館

大分市内公民館 読み聞かせ講
師、人権講演会、子そだて講演
会、思春期講演会、など。

基礎絵本セラピスト、大分
市レクリエーション協会会
員、大分市民健康づくり運
動指導者、大分県人権問題
講師団、笑顔のコーチング
ファシリテーター

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

坂ノ市公民館

元 小学校教諭

成人

大分中央公民館

173

須藤 里美

絵本の読みきかせを通して、さまざまなお
話をいたします。

174

岡野 基美

子育てに関する事項、子育て支援「効果の
あるしかり方で、親も楽になろう」

伊藤 房江

絵本を通して新たな気づきを得る「絵本セ
ラピー」「絵本の読み聞かせ」講座は絵本
の見せ方、選び方など読み聞かせの基本
から丁寧にわかりやすくお伝えします。「大
人の絵本会」は大人ならではの絵本の楽し
み方をお伝えします。

絵本セラピスト?・わらべう
２０１１年より乳幼児へ絵本の読
たベビーマッサージ講師大
み聞かせ。２０１３年より絵本セラ
分市民健康づくり運動指導
ピー・大人の絵本会・絵本講座。
者

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

明治明野公民館

道野 明子

薬膳には毎日を元気に楽しく過ごせるヒン
トがたくさんあります。薬膳の基本をもと
に、手軽な季節の薬膳料理、薬膳茶、簡単
養生法を学んでいきます。

令和１年６月より福岡・別府・大
分にて単発料理教室開催。現在
豊後高田市にて技能実習生
（ミャンマー、ベトナム）に料理教
室を開催。

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

175

176
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栄養士 薬膳アドバイザー
中医診断薬膳師 養生アド
バイザー

№

177

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

柳楽 雅子

【親が重い？辛い？親子の距離感を見つめ
直す・毒親について】「毒親」を解説し、「毒
親」で悩む方及び自分自身が「毒親」でな
いかと不安を抱える方へ、実例を交えて対
処法を伝えます。

指導歴は１５年男女共同参画セ
ンターで実施された男女共生セ
ミナー講師。毎日新聞・大分合
同新聞に記事掲載。大分中央公
民館「子供のお世話講座」講師

家族関係アドバイザー

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

消費者教育・環境教育・生活科学について
の講義

環境アドバイザーとして、公民館
教室、女性団体等での指導歴、
婦人大学(県ニューライフアカデ
ミア)の講師として県下5会場で
の講義歴

成人

稙田公民館

遺産相続,遺言書,成年後見制度等の財産
承継に関する学習の指導

大分県行政書士会無料相談員
大分市役所市民相談室(2F)無
料相談員コンパルホール定例無
料相談員

行政書士ビジネス実務法
務検定エキスパートの称号
を取得

青年, 成人, 高
齢者

南大分公民館

安東 真由美

人権講演会で講演（身近な生活の中で
「生と死」「生きる力」）（うた、ポエム、絵
本、パネルシアター等で）

平成１８年より指導しています。

保育士、幼稚園教諭、保護
司、子育てアドバイザー

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

正 くにか（利満 邦家）

○人権とは？○いじめ問題を考える（体験
者としての講演・講座）

平成３年度より、全国講師３００
回以上。

○大分県人権教育講師に
登録○大分県社会教育課、
各公民館で講座・講演

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

薬害肝炎当事者ＤＶ被害子
どもの疾病看護体験

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

大分県人権研修講師

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

【消費者教育】

178

179

小野 ひさえ

武内 一樹

【人権・同和教育】
180

181

182

江藤 裕子

医療をめぐる人権

平成２３年～大分県人権問題講
師日田市・九重・竹田・国東にて
講演平成２５年明治明野公民館
人権講座講師坂ノ市公民館、大
分市共同参画課講師依頼別府
市生涯学習課講師依頼

183

植田 謙一

サブカルチャー事情等を題材とした人権講
座の開催

２０１２年度大分県立芸術文化
短大「情報特講」シンポジウム
「指原莉乃論」基調報告を担当
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№
184

185

氏名

指導内容

指導歴

資格

江藤 裕子

発達障害全般

芸短大、国東市、別府市

井上 杉夫

警察官として、現場の捜査や相談の取扱を
通して経験した様々な人権侵害の原因や
対策等、現実的な対応について（今はコロ
ナ差別も&hellip;）いっしょに考えたい。

子供から高齢者まで大分県内の遺跡・史
跡について、また家々に残る古文書等を通
して郷土の歴史を知ることにより、情操教
育と地域の活性化を目指すものです。

指導対象
子ども, 青年, 成
人, 高齢者

お問い合わせ先
明治明野公民館

上記資格を取得した令和3年4
月から

大分県人権問題講師団講
師（自治体・社会教育向
け）大分県人権問題研修講
師（企業・団体向け）

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分東部公民館

(元)大分市教育委員会社会教
育課(留守家庭児童生活指導
員) 氏族会、史談会にて、主に古
代史の講演歴7回研究論文の執
筆活動及び自費出版あり。平成
9年より

幼稚園教諭普通2級免許
状、保育士資格大分県立歴
史博物館「博物館大学」
(考古学)修了 研究員

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

郷土史 ： 座学、現場案内、解説園芸 ：
座学、栽培指導環境教育 ： 座学

小中学生指導(判田校区ふれあ
い広場活動)

土木・造園1級施工管理士
大分県地球温暖化防止推
進員大南地区文化財同好
会会員判田校区歴史研究
員会員

子ども, 成人, 高
齢者

大南公民館

「書育」手書き文字が伝える人の想い
（心）の暖かさ、豊かさを今この時代だから
こそ伝え続けていきたいと願っています。

平成元年8月より、はがき文化に
関する指導をしています。指導歴
31年、著書「素晴らしいはがき
道」大分合同新聞社発行。講演
(学校、企業、公民館、ロータリー
クラブ、その他) 社員研修・セミ
ナー(企業・社会福祉・高齢者大
学等)。

平成元年8月に大分発祥の
新しいふみの文化づくり活
動として「豊の国はがき道
クラブ」を発足、以来30年
以上に亘り,講演研修等で
指導。郵便事業株式会社・
PFCアドバイザー

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

手書き文字の大切さ（書育）

はがき文化に関する指導歴22
年、著書「素晴らしいはがき道」
大分合同新聞社発行。講演(学
校、企業、公民館、ロータリークラ
ブ、その他) 社員研修・セミナー
(企業・社会福祉・高齢者大学
等)平成元年８月から指導歴が
あります。

郵便事業株式会社・PFCア
ドバイザー

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

【地域・郷土の理解】

186

187

眞鍋 松子

野尻 義行

【まちづくり・住民参加】

188

189

安部 友子

安部 友子
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№

190

氏名

安部 友子

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

はがき道（やさしく、たのしい、はがきの書き
方）

はがき文化に関する指導歴22
年、著書「素晴らしいはがき道」
大分合同新聞社発行。講演(学
校、企業、公民館、ロータリークラ
ブ、その他) 社員研修・セミナー
(企業・社会福祉・高齢者大学
等)平成元年８月から指導歴が
あります。

郵便事業株式会社・PFCア
ドバイザー

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

ボランティア協会主催の派遣講
師。各公民館、鶴崎公民館での
親子手話教室17年以上指導歴

子ども, 成人

鶴崎公民館

高齢者

大分西部公民館

＜アロマテラピー＞植物の香りを嗅いで心
と体の健康づくりに役立てます。アロマテラ
ピーの正しい使い方、役立て方、楽しみ方
を指導します。高齢者をもつ家族の方へ芳
香浴の役立て方の指導をさせていただきま
す。

（公社）日本アロマ環境協
会認定アロマテラピーイン
ストラクター（公社）日本ア
ロマ環境協会認定アロマテ
ラピーアドバイザー特定非
営利活動法人日本メディカ
ルハーブ協会認定ハーバ
ルセラピスト

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

＜アロマテラピーとメディカルハーブ＞介護
をされている家族のみなさんへ。心と体の
ケアにリフレッシュ、リラックスのできるお時
間をつくります。スプレーづくり、サシエ、香
りの使い方等

（公社）日本アロマ環境協
会認定アロマテラピーイン
ストラクター（公社）日本ア
ロマ環境協会認定アロマテ
ラピーアドバイザー特定非
営利活動法人日本メディカ
ルハーブ協会認定ハーバ
ルセラピスト

青年, 成人, 高
齢者

明治明野公民館

【自治体行政・経営】
該当なし
【ボランティア活動・NPO】
191

坂本 澄子

手話の基礎知識、聴覚障がい者の生活(問
題点)等を理解し、手話で日常会話が楽し
くできるように指導。

192

松崎 誠治

みんなで笑って健康づくり歩いて行けるた
まり場づくり

193

194

田原 郁美

田原 郁美
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ボランティア協会主催の派
遣講師。各公民館、鶴崎公
民館での親子手話教室17
年以上指導歴
大分県社会福祉協議会平
成20年度福祉ボランティア
リーダー大分県福祉保健部
高齢者介護予防ボランティ
アリーダー

№

195

氏名

指導内容

田原 郁美

＜寄せ植えセラピー＞植物、花、土にふれ
五感をつかいながらの楽しい寄せ植えで
す。毎日の健康づくりに植物は力と豊かさ
をあたえてくれます。簡単につくれます。ぜ
ひみんなで楽しみましょう。

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

（公社）日本家庭普及協会
認定グリーンアドバイザー
日本園芸協会認定ガーデ
ンコーディネーター（公社）
日本アロマ環境協会 環境
カオリスタ

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

【施設ボランティア養成】
該当なし
【各種リーダー養成】

196

正 くにか（利満 邦家）

ＮＰＯ法人
197 子育て応援ワクワクピース
漆間文代
【団体育成・運営技術】
該当なし
【社会系その他】

198

安藤 隆弘

○リーダーとはなにか？○自分の中のリー
ダーは自分なのだ。○主観、客観的思考○
みえる化の大切さ、気づき

平成３年から「座・いきだよ」学
習会(生きるとは何か？）のリー
ダー。

○保育士（２３年）○大分
県、全国で指導講演○大分
県社会教育課で講師とな
る。

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

コミュニティーの運営・企画の方法リー
ダーになるための自分軸の作り方

２００９年より子育てコミュニ
ティーのリーダー育成

ブレインジム 公式１０１(教
育キネシオロジー)

成人

稙田公民館

「健康は美しい姿勢とポジティブな思考か
ら」をテーマに姿勢チェックなどの実技を
交えながら「真の健康」について考えます。
「健康講座」時間は1時間半～2時間自然
医学であるカイロプラクティックの理念に
基づき、医療に頼らずいかに「健康寿命」
をのばすかを考えます。[健康講座]

平成18年10月より指導してい
ます。2005年以降、毎年5回程
度健康講座最近の主な指導
2011年 大南公民館 シルバー
大学 60名2012年 大分中央
公民館 女性のためのバリエー
ション講座（前期・後期）各30
名2013年 ＪＡ大分中央会 と
よレディーのつどい 80名 日出
町中央公民館 コミュニティー講
座 50名

健康科学士(カイロプラク
ティック) [オーストラリア公
立マードック大学健康科学
部カイロプラクティック学科
(csc)卒業]ＷＨＯ(国際）
基準カイロプラクター

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館
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№

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

葉月 えみ

メイク(化粧をする)ことで、コミュニケーショ
ン(SELFや他人、社会) のバランスをとる。
印象分析をしながら印象変化させる。

平成８年よりNHK大分, イリス
大分２年間指導, NHK福岡ー
北九州カルチャー４年指導、大分
銀行マナー講座、毎日文化セン
ター福岡等で４年指導していま
す。 ビタミンメイクハウスを平成
10年より指導

医美心研究会メイクセラピ
スト養成講座1期生 メディ
カルメイクアップアソシエー
ション(カモ・フラージュメイ
ク指導) フレグランスコー
ディネイト Japan Make
up Artist Network 会員
ビタミンメイクスクール主宰

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

南 由美子

ハッピーぷらすレッスン笑いヨガ＋笑顔＋魅
力ある声作り（発声）など、自分の魅力を
引き出し輝かせる。

２０１１年10月から、ハッピーぷ
らすレッスン講師として面接指導
など。

・大分県人材育成講師訓練
9ヶ月終了・笑いヨガリー
ダー・司会、レポーター等
（受付・営業等）

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

松尾 美子

色を生活（衣・食・住）に取り入れ、毎日を
楽しむ方法をお伝えします。

H22年から活動、生涯学習、家
庭教育、企業、団体、福祉、個
人、その他においてイベント、
ワークショップ及びセミナー、講
座等を実施。

・カラーイメージコンサルタ
ント ・色彩心理ファシリ
テーター・AFT１級 色彩
コーディネーター ・パーソ
ナルカラーアナリスト

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

松尾 美子

人材の育成、マネジメント、モチベーション
を高める接遇講座です。「話す・聴く・動
作」を理解し笑顔空間マナーを活用できる
内容です。

平成6年から20年以上さまざま
な分野(業種)にて接客業を経験
してきました。平成26年度より
「笑顔空間マナー」をお伝えして
います。

接遇マナーインストラクター

子ども, 青年, 成
人

大分西部公民館

203

松尾 美子

色に関する知識や活用方法を年齢や性別
に関係なく誰でも気軽に楽しくわかりやす
くお伝えする内容です。色彩検定をうける
方にもおすすめです。

平成22年から、カルチャー講
座、企業、団体、個人、その他に
おいて指導歴があります。色彩
生理心理学講座を始め、その他
色に関する現場では、色彩学に
も触れお伝えします。

AET 1級色彩コーディ
ネーター（文部科学省後援
色彩検定）

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

204

葉月 えみ

心を元気にするフェイスアップセラピー（顔
力UP）手持ちの化粧だけでワンポイント
レッスンだけで顔が明るくなりたい。

ビタミンメイクスクール15年主宰
傾聴カウンセリング資格小学校
教員免許

ビタミンメイクスクール主宰

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

199

200

201

202

氏名
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№
氏名
≪自然系≫
【数学・計算】
該当なし
【物理・原子】
該当なし
【化学・実験】

205

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

ビーカーやフラスコなどの実験器具がなく
てもキッチンにある材料や容器を使ってで
きる科学実験を紹介し、科学の楽しさを体
験できるよう指導します。

１９８４年4月～２００９年3月
中学校教諭（理科）２０１１年5
月～２０１２年2月 理科支援員
（判田中学校）２０１２年8月
子どもの科学教室講師（南大分
公民館）２０１３年、２０１５年７
月、２０１６年７月 科学教室講師
（稙田公民館）

中学校教諭一級普通免許
（理科）

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

望遠鏡で天体観測。

大分天文協会で,昭和５４年より
指導しています。

子ども, 青年, 成
人

鶴崎公民館

幸 徳行

野鳥観察、自然観察

小中学生へ野鳥観察の指導歴
有り

日本野鳥の会会員、日本自
然保護協会自然観察指導
員

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

鶴崎公民館

植田 謙一

別府市や大分市の温泉の科学的知識や歴
史などを分かりやすく解説。

別府ハ湯温泉通名人温泉
マイスター溝部学園短大温
泉コンシェルジュコース終
了

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

安部 涼子

【医学・薬学】
該当なし
【自然観察・天体観測・地学】
206

207

208

渕 辰夫
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№

209

210

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

財津 保生

労働安全衛生教育（KY活動、ヒヤリハット
含み）家庭、子供の安全（子供KY、自転車
の交通安全、家庭内のハザード、KY教育）
事例を示し分かりやすく説明します。地球
環境、自然保護、公害問題及び省エネル
ギー関連教育、教宣特に、子供の頃から自
然、環境問題に関心をもち、自分で考えら
れるよう教成を目指したい。自然観察、外
で遊ぶ、自然を題材にしたゲーム等を通じ
野外活動をして子供の豊かな感性を育て
る。ゲームを通じ人の個性は違うことを知
り、協力することで達成感を味わうよう心が
けたい。

企業の安全衛生教育、企業支援
6年企業勤務時環境安全衛生業
務に従事。以降企業への環境教
育、企業支援6年自然の中で児
童、生徒対象に観察会、ゲームを
通じ活動（4年）

労働安全コンサルタント、農
作業安全アドバイザー応急
手当普及員（大分市消防
局）、酸素欠乏作業主任者
地域カーボンカウンセラー
養成講座修了（環境省関
連講座）大分県青少年育
成アドバイザー（同協議会
会員）（公社）日本シェアー
リングネイチャーの会会員
（リーダー）

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

中内 信孝

自然観察会を通じて、自然のしくみのおも
しろさや不思議さ、そして自然の大切さを
伝えます。

２０１１年１１月より自然観察指
導員を取得して自然観察の指導
を始めました。

自然観察指導員（公益財
団法人日本自然保護協
会）

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

消費者教育・環境教育・生活科学について
の講義

環境アドバイザーとして、公民館
教室、女性団体等での指導歴、
婦人大学(県ニューライフアカデ
ミア)の講師として県下5会場で
の講義歴

成人

稙田公民館

子ども, 成人, 高
齢者

大南公民館

【自然保護・環境問題・公害問題】

211

212

小野 ひさえ

野尻 義行

郷土史 ： 座学、現場案内、解説園芸 ：
座学、栽培指導環境教育 ： 座学

小中学生指導(判田校区ふれあ
い広場活動)

35

土木・造園1級施工管理士
大分県地球温暖化防止推
進員大南地区文化財同好
会会員判田校区歴史研究
員会員

№

213

氏名

指導内容

財津 保生

労働安全衛生教育（KY活動、ヒヤリハット
含み）家庭、子供の安全（子供KY、自転車
の交通安全、家庭内のハザード、KY教育）
事例を示し分かりやすく説明します。地球
環境、自然保護、公害問題及び省エネル
ギー関連教育、教宣特に、子供の頃から自
然、環境問題に関心をもち、自分で考えら
れるよう教成を目指したい。自然観察、外
で遊ぶ、自然を題材にしたゲーム等を通じ
野外活動をして子供の豊かな感性を育て
る。ゲームを通じ人の個性は違うことを知
り、協力することで達成感を味わうよう心が
けたい。

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

企業の安全衛生教育、企業支援
6年企業勤務時環境安全衛生業
務に従事。以降企業への環境教
育、企業支援6年自然の中で児
童、生徒対象に観察会、ゲームを
通じ活動（4年）

労働安全コンサルタント、農
作業安全アドバイザー応急
手当普及員（大分市消防
局）、酸素欠乏作業主任者
地域カーボンカウンセラー
養成講座修了（環境省関
連講座）大分県青少年育
成アドバイザー（同協議会
会員）（公社）日本シェアー
リングネイチャーの会会員
（リーダー）

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

企業の安全衛生教育、企業支援
6年企業勤務時環境安全衛生業
務に従事。以降企業への環境教
育、企業支援6年自然の中で児
童、生徒対象に観察会、ゲームを
通じ活動（4年）

労働安全コンサルタント、農
作業安全アドバイザー応急
手当普及員（大分市消防
局）、酸素欠乏作業主任者
地域カーボンカウンセラー
養成講座修了（環境省関
連講座）大分県青少年育
成アドバイザー（同協議会
会員）（公社）日本シェアー
リングネイチャーの会会員
（リーダー）

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

【資源・エネルギー問題】

214

財津 保生

労働安全衛生教育（KY活動、ヒヤリハット
含み）家庭、子供の安全（子供KY、自転車
の交通安全、家庭内のハザード、KY教育）
事例を示し分かりやすく説明します。地球
環境、自然保護、公害問題及び省エネル
ギー関連教育、教宣特に、子供の頃から自
然、環境問題に関心をもち、自分で考えら
れるよう教成を目指したい。自然観察、外
で遊ぶ、自然を題材にしたゲーム等を通じ
野外活動をして子供の豊かな感性を育て
る。ゲームを通じ人の個性は違うことを知
り、協力することで達成感を味わうよう心が
けたい。

36

№
氏名
【科学技術・情報化】
該当なし

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

安藤 隆弘

「健康は美しい姿勢とポジティブな思考か
ら」をテーマに姿勢チェックなどの実技を
交えながら「真の健康」について考えます。
「健康講座」時間は1時間半～2時間自然
医学であるカイロプラクティックの理念に
基づき、医療に頼らずいかに「健康寿命」
をのばすかを考えます。[健康講座]

平成18年10月より指導してい
ます。2005年以降、毎年5回程
度健康講座最近の主な指導
2011年 大南公民館 シルバー
大学 60名2012年 大分中央
公民館 女性のためのバリエー
ション講座（前期・後期）各30
名2013年 ＪＡ大分中央会 と
よレディーのつどい 80名
日出町中央公民館 コミュニ
ティー講座 50名

健康科学士(カイロプラク
ティック) [オーストラリア公
立マードック大学健康科学
部カイロプラクティック学科
(csc)卒業]ＷＨＯ(国際）
基準カイロプラクター

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

216

田原 郁美

＜アロマテラピー＞植物の香りを嗅いで心
と体の健康づくりに役立てます。アロマテラ
ピーの正しい使い方、役立て方、楽しみ方
を指導します。高齢者をもつ家族の方へ芳
香浴の役立て方の指導をさせていただきま
す。

（公社）日本アロマ環境協
会認定アロマテラピーイン
ストラクター（公社）日本ア
ロマ環境協会認定アロマテ
ラピーアドバイザー特定非
営利活動法人日本メディカ
ルハーブ協会認定ハーバ

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

217

原田 眞二

知恵の輪（初歩的なものから超難関なもの
まで）を解く努力がその人の潜在能力を開
花させます。

知恵の輪マイスター一級
プロ資格

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

沢井箏曲院 講師 沢井忠
夫直門 沢井一恵直門 大
分県三曲会協会会員

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

215

≪芸術系≫
【映画鑑賞】
該当なし
【芸術鑑賞（音楽・演劇等）】

218

西 真地咲(磨智恵)

箏曲演奏、及び指導学校訪問・授業依頼
があればどこでも行きます。箏・尺八・
DUO、凛主催２０１６年美術館で音楽会出
演

・筝曲教室40年 ・高齢者講座
(西部公民館、大道公民館) ・演
奏活動38年・・・（令和元年時
点）・大分県立鶴見丘高校（箏
曲クラブ指導）・三曲協会より大
在西小学校、大在中学校へ学校
訪問・金池小学校箏曲クラブふ
れあい教室指導 ・２０１９年大
分市どこでもコンサート出演

37

№

219

220

氏名

新名 勝

新名 友子

指導内容
音楽活動（リズム・メロディ・身体・脳トレ）
などを通して以下のことを目指す。①身体
機能の維持・改善②回想療法③リズムによ
る心身の活性化④情緒の安定化⑤集中力
の維持⑥音楽での自己表現

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

地区公民館での高齢者対象講
座は、平成１５年から毎年実施。
（年間 １０回程度）

日本音楽療法学会認定音
楽療法士中学校教諭免許
（音楽） 高等学校教諭免
許（音楽）

高齢者

稙田公民館

・地区公民館での高齢者対象講
座は、平成１５年から毎年実施。
（年間１０回程度）

日本音楽療法学会正会員
音楽療法士（１０年以上）
中学校教諭免許

高齢者

稙田公民館

大正琴演奏に必要な基礎練習色々なジャ
ンルの曲を弾ける様に楽しく指導

昭和６２年より現在まで指導して
います。

琴城流大正琴振興会教授、
内閣府認可 社団法人 大
正琴協会 琴城流大正琴振
興会 本部講師

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

日本の歌、諸外国の歌曲の伴奏をします。
楽譜がなくても即興で弾き、歌う人の声の
高さに合わせ、高くも低くも移調します。

西部・南部公民館の高齢者大学
で童謡、唱歌を歌う会。生涯学
習課主催 コンパルホールの女
性講座でピアノ伴奏。大分市デ
イサービスセンターさざんかで音
楽ボランティア（平成２８年時
点）

資格ではないが、4歳から
ピアノを習い、 28歳から東
京都民合唱団 アルトの
パートリーダー

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

特になし (40年前より堀
内輝生に師事する)

成人

大分西部公民館

音楽活動（リズム・メロディー・身体・脳ト
レ）などを通して以下のことを目指す。①身
体機能の維持と改善②回想療法③リズム
による心身の活性化④情緒の安定化⑤集
中力の回復⑥音楽による自己表現

【音楽実技（合唱・演奏・演劇等）】
221

222

大塚 恵子

志村 道子

223

大下 晶子

ギターを弾き方の基礎からの指導

H1～コンパルホール ギター講
座講師 H2～現在 ギターグ
ループ コットンタイムの指導

224

北島 俊一

ナツメロ、演歌の歌唱指導。

平成元年より指導歴あり。

ジャスラックのカラオケ教室
指導者許諾証出張教授認

成人, 高齢者

明治明野公民館

田中 良司

健康効果がある複音ハーモニカ[西洋音
階](２１穴)指導及び同ペンタトニック・
ハーモニカ[日本音階](３０穴)の指導心
肺機能の活性化に繋がる循環呼吸法の指
導(息を吹いたまま鼻から空気を吸う)

平成１０年４月大分合同新聞社
文化教室講師歴２０年越。同年
県内明野、西部、湯布院公民館
他５公民館指導実績。県外・北
海道室蘭市、新潟県長岡市、栃
木県足利市、広島県、岡山県、山
口県等で演奏と指導実績。

全日本音楽教育連盟・ハー
モニカ部門師範[全国で３
名]全日本ハーモニカ連盟
アンサンブル指導員及び幹
事ハーモニカ振興会認定
認定指導員ハーモニカ芸
術協会公認公認指導員

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

225

38

№

氏名

指導内容

指導歴

資格

226

仲谷 由香

演奏指導

昭和６３年

227

仲谷 由香

演奏（鍵盤実技）指導。

昭和６３年～

228

熊谷 博臣

歌手森進一さんの歌を通して「生きる」人
生の素晴らしさを「歌」と「講話」で心の豊
かさを指導します。

229

福島 榮二

演歌、カラオケ、課題曲、自由曲、詳細に教
えます。学科実技とも実施しています。

大分市賀来にある福祉施設デイ
サービス「風香」をはじめ、県内
各地で、真一・和美ジョイントコ
ンサートを開催する。
福島歌謡教室にて10年の指導
歴です。ボランティア活動～老人
大学、病院、老人福祉等～

平成２３年度「おおいた学
びの輪」推進事業 生涯学
習支援リーダー養成講座を
修了している。
日本歌謡指導連盟講師日
本歌謡師範連盟歌謡曲師
範及び歌唱審査法修了者

指導対象
乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者
乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

お問い合わせ先

子ども, 高齢者

稙田公民館

成人, 高齢者

稙田公民館

大在公民館

鶴崎公民館

鶴崎公民館

川上 智子

大正琴指導

平成11年より指導

琴城流大正琴教授

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

231

津田 みゆき

大正琴の基礎から指導します。童謡や演
歌、クラッシック曲などを取り入れ楽しく演
奏できるようなレッスンを行います。

個人レッスンで15年の指導暦が
あります。

琴城流大正琴講師資格取
得

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分東部公民館

232

高橋 博幸

演歌、歌謡曲を歌いながら似顔絵を完成さ
せる。昭和の歌手や有名人を描く。

平成１３年より

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

南大分公民館

233

三浦 真寿美

ピアノの指導

指導歴平成１５年より

ピアノ講師6級

子ども, 成人, 高
齢者

大分南部公民館

木村 八重子

ピアノレッスンだけでなく、ニーズに合わせ
て楽しみながら取り組める音楽活動を様々
に提供しています。音楽を通して、豊かな感
性と表現力を育みながら、心通い合うコ
ミュニケーションの場づくりを目指していま
す。

小中学校勤務歴6年、ピアノレッ
スン歴11年、音楽療法活動歴
10年 (高齢者デイサービス、障
がい児・者福祉施設、精神科デ
イケア、敬老会、PTA講演会等)

日本音楽療法学会認定音
楽療法士小・中・高等学校
教諭一種免許(音楽) 幼稚
園教諭二種免許

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分東部公民館

山本 千枝子

まず声を出しやすくするため、身体や口な
どを動かす準備体操をし、簡単な発声練習
をする。誰もが歌い易い叙情歌、童謡、
フォークソング、流行歌、世界の歌などピア
ノや電子ピアノで伴奏して歌う。

合奏サークルで平成14年11月
から。歌声サークルは平成18年
6月から。長浜公民館、大道公民
館で指導。

中学校音楽教員1級免許・
高等学校音楽教員2級免
許

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

230

234

235

39

№

氏名

指導内容

236

海妻 みさ江

大正琴、ハーモニカの基礎練習勉強をか
ねた交流会デイサービスなどのデモンスト
レーションなど楽しく長いスタンスで

237

波多野 浩

238

波多野 浩

239

240

山本 千枝子

佐藤 貴茂

初心者向け、ギター・ベース・ドラムス・バン
ドクリニック
三味線の初心者が簡単なメロディが弾け
るまで
鍵盤ハーモニカで合奏をします。簡単な曲
を指づかい、息つぎの練習から始めます。
弾くことに慣れてきたら、コーラスのように
二重奏・三重奏と演奏の幅を拡げていきた
いです。
ハーモニカを、楽しく・正しく・分かり易く、
基本から指導致します。 ハーモニカは「吹
き吸い」で鳴る楽器。手軽さと共に健康面
からも見直され、愛好者は全国的に急増
中。初心者に限らず、更に上達したい方に
もお勧め致します。

指導歴
公民館活動のクラブ、老人クラ
ブ、成人グループなど、大正琴、
ハーモニカを指導昭和60年か
ら指導歴があります
平成16年５月から指導歴あり
平成１６年５月より指導していま
す。

資格
琴城流大正琴師範を昭和
63年頃、その後教授を所
持本部試験審査員資格所
持ハーモニカ6級指導員
財団法人 音楽文化創造
音楽検定4級
財団法人 音楽文化創造
音楽検定4級

指導対象

お問い合わせ先

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大在公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者
子ども, 青年, 成
人

野津原公民館
野津原公民館

合奏サークル“ホルトの木”で、
平成14年11月から指導。歌声
サークルは平成18年6月から始
める。

中学校音楽教員1級免許・
高等学校音楽教員2級免
許

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

（本制度上の「生涯学習指導
者」としてではなく、別途、個人
的に・・・）、平成15年5月より地
区公民館や自宅でグループやマ
ンツーマンでのご指導を致して
います。

日本ハーモニカアカデミー
認定師範。 なお、日本ハー
モニカ芸術協会にも所属
し、九州ハーモニカ連盟理
事、全日本ハーモニカ連盟
理事等も拝命しているた
め、ハーモニカ界の幅広い
情報も提供できます。

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

演劇歴６年。（２０１０年～）

2000年つかこうへい劇団
春期児童教室修了2010
年ミゲルヴァロン氏演出舞
台「ＥＣＨＯＥＮＭＥＸＩＣＯ」
クラウディア役出演2013
年アクターズクリニック大分
校1期生卒業

子ども, 青年, 成
人

南大分公民館

生田流宮城会教師免許

241

松本 沙和

演劇の稽古の中で使われるエクササイズ・
ゲームを使い、コミュニケーション能力の向
上を目指します。ニーズに合わせて内容を
組み立てますのでご相談ください。

242

山名 里香

琴、三味線、津軽三味線の指導。初めての
方でも楽しくお稽古します。

琴の教室歴３０年カルチャーセン
ターや学校のクラブ等での指導

243

高橋 博幸

水墨画

平成２１年より

244

高橋 博幸

ドラム演奏。文部唱歌から演歌まで。

40

子ども, 青年, 成
人, 高齢者
子ども, 青年, 成
人, 高齢者
子ども, 青年, 成
人, 高齢者

南大分公民館
南大分公民館
南大分公民館

№

氏名

245

古川 大輔

246

赤尾 よう子

指導内容
映画、舞台に通じる演技の指導。基礎から
学びたい方や演技に磨きをかけたい方・プ
ロ志望の方などを対象に丁寧に指導して
いきます。また、脚本の作り課ｔ書きゃ子ど
も向けの演技指導も行います。
あなたの憧れの曲が短期間で弾けるように
ご指導致します。

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

平成13年から演技ワークショッ
プを自ら開催。平成19年テアト
ルアカデミー臨時講師。自劇団
の演出・海外公演歴有り。

劇団昴演劇学校卒業、劇団
机上風景代表

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

音大ピアノ科卒業後、昭和４８年
４月～ピアノ教室開講

中・高教員免許取得（音
楽）

成人, 高齢者

大分南部公民館

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者
青年, 成人, 高
齢者

247

髙橋 令子

ピアノやバイオリンを使った音楽療法や指
導、ミニコンサートなど

248

矢部 清子
（NPO法人日本国際童謡館 理

童謡を皆で歌う。発声指導しています。。

平成１１年より指導しています。

橘 雅子

二胡の基礎練習や様々な演奏法を指導し
ていきます。二胡の哀愁漂う独特な柔らか
く美しい音色を一緒に楽しみながら色々な
ジャンルの楽曲を奏でます。合奏やアンサ
ンブルも楽しめます。

平成23年から

平成23年から指導を行っ
ています。

子ども, 青年, 成
人

大分西部公民館

ヤマハ所属音楽講師（１９８３年
から）、ベビーサイン講師（２００
７年から）、音楽療法士として施
設などに伺う（１９９７年から）各
公民館で子育てサポート、音楽
教室を担当する。

日本音楽療法学会認定音
楽療法士、ヴォイスフォニッ
ク研究所（ヴォイストレーニ
ング）大分校講師、日本ベ
ビーサイン協会認定講師、
ヤマハ音楽教室PISTA講
師
window.parent.CKEDI
TOR._[contentDomRe
adyInstructorDetail0L
icenseInfo"]( window
);"

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

南大分公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大南公民館

249

1989年より

音楽療法士、中高教員免許

大分東部公民館
大分中央公民館

【ダンス・舞踊】

250

251

252

粟生 美智代

音楽を楽しみながら、音楽技術の向上をめ
ざす他、音楽を媒体とし、発達促進、母子関
係の構築（家庭系）、コミュニケーションの
促進（社会系）、リハビリ（福祉系）、を目標
とし、指導・伝達していく。＜音楽実技＞ピア
ノ、パーカッション、リトミックの指導＜育
児・保育・しつけ＞しゃべりはじめる前から
の乳児とのコミュニケーションのとり方、育
児においての母親のフラストレーション軽
減方法を指導。また、リトミックを行う中で
子どもとのかかわり方を伝える。＜社会福
祉＞音楽する中で心身のリハビリ。コミュニ
ケーション力（つながり）の育成。

渡辺 務

心身の健康増進と体力増強のために音楽
にあわせて踊るスポーツで手軽に安全に
楽しめる生涯スポーツを指導します。

地区公民館で平成２４年１月か
ら指導歴があります。

公益社団法人日本ダンスス
ポーツ連盟(JDSF)公認特
定指導員公益財団法人日
本スポーツ協会公認ダンス
スポーツコーチ

藤田 節子

ストレッチ、体操、幼児に対するリズムダン
ス、レクリエーション、レクリエーションダン
ス、フォークダンスで交流をまじえて健康と
体力づくりを行う。

昭和53年より、ボランティア子ど
もルームでは平成8年より

日本フォークダンス連盟の
資格があり、1,2級は全国
で、3,4級は県内で行える。

41

№

253

254

255

氏名

藤田 節子

藤田 節子

藤田 節子

指導内容
子どもルームでのリズム教室。以前子ども
達（小学生）に10年位指導。高齢者、成人
向き、介護施設訪問。いきいき健康教室で
体操とレクダンスと民族の踊り、フォークダ
ンスを交流と体力づくりをする。
介護施設、子供ルームでのリズム教室リズ
ム運動でのコミュニケーション作りと手作り
おもちゃで遊ぶ
フォークダンス・レクリエーションを通してコ
ミュニケーション作りと健康保持のために、
年齢にあった指導を行う。学校教育にも２４
年度からフォークダンスも加入可となり、子
どもたちの交流を体力につとめる。

256

河瀬 多恵子

西野流呼吸法、西野バレエ団（1983年
～）

257

川口 倫恵

バレエ指導（親子バレエ、高齢者バレエ）
障がいのある子供、病児の子供のダンス指
導

258

荒牧 美穂

フラダンス

259

中野 愛子

インドネシア・バリ島の伝統舞踊（女性舞
踊）の指導

上野 万里絵

バレエリトミック。音、リズム、音楽を五感で
感じ、踊ることの楽しさ、柔軟性、協調性を
育みます。季節を題材にした教材を使い、
知性も養います。

260

指導歴
2級10年～35年 指導歴は昭
和52年より（大分フォークダンス
連合会の指導者は4級以上の資
格者）

資格
レクリエーション2級 フォー
クダンス2級 スコティッシュ
ダンスinternational
teacher資格、会員も指導
者は資格保持者。

指導対象

お問い合わせ先

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大南公民館

子ども達平成13年から、高齢者
平成13年から 成人・子供に対
しては昭和57年から。

保母資格、フォークダンス２
級、レクリエーション２級

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大南公民館

昭和50年より

フォークレクダンス1級 レク
リエーションダンス2級 レ
クリエーション2級

青年, 成人, 高
齢者

大南公民館

高齢者

大分西部公民館

ダンススタジオ助手助教師 ２０
０１年～カルチャースクール教師
２０１３年～
指導を始めたばかりですので指
導歴はありませんが、フラ歴は平
成21年より
平成11年より伝統舞踊の指導
をしています。
２０１７年５月から大分府内町に
あるゴールドバレエアカデミーに
てキッズクラス、ジェネラルクラ
ス、ユースクラスの指導にあたっ
ています。小学校の教員として１
５年以上教職経験があります。

42

武蔵野音楽大学声楽科学
楽部ボイストレーナー
（1963～）ＪＡＰＡＮＢＡＬＬ
ＲＯＯＭ ＤＡＮＣＥ ＦＥＤＦＲ
ＡＴＡＴＩＯＮ（1951～）
ネバタ州立大学認定マット
ピラティス指導員日本ダン
スセラピーダンスセラピー
リーダー取得中

明治明野公民館

ビューティフルフラにてアラ
カイ（講師）クラスに所属

子ども, 成人, 高
齢者

坂ノ市公民館

バリ島で舞踊を学び、東京
等で活動してきました。

子ども, 青年, 成
人

大分西部公民館

日本バレエリトミック協会
バレエリトミック指導者資格
取得保育士資格 小二種、
幼二種ダンス教育指導士、
認定ダンス指導員２級

乳幼児, 子ども

鶴崎公民館

№

261

氏名

安倍 春雄

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

社交ダンスや競技ダンスで使用される、イ
ンターナショナルなダンス種目の基礎から
上級ステップを指導します。地域の交流を
深め、健康増進等を図ります。

地区公民館で令和元年より指導
歴があります。

公益社団法人全日本ダン
ス協会連合会認定ダンス教
師ライセンシエイト公益社
団法人全日本ダンス協会
連合会認定ジュニア普及指
導員一般社団法人ダンス
教育振興連盟ＪＤＡＣ認定
ダンス指導員２級

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

南大分公民館

現代の住環境や花材に合った生花の指導
をめざします。又、生花により草木の生命を
見つめ、自然美を追求していきます。

平成１４年より指導しています。

池坊 華督

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

コンパルホール文化サークル書
道講師３０年（平成元年４月～）

日展入選 日本教育書道
連盟一般部師範 大分県美
術協会無鑑査会員読売書
法会幹事 白鴎書道会常任
理事

青年, 成人, 高
齢者

南大分公民館

MOA山月インストラク
ター、池坊

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

明治明野公民館

小原流一級家元教授一般
財団法人小原流大分支部
支部長小原流研究院研修
士

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

鶴崎公民館

稙田公民館

【華道・茶道・書道】
262

263

264

265

266

267

宮原 洋子

渡部 容子

ペン習字 ・かな書道

今長 かをる

MOA山月(MOA美術館美術財団大分県
支部)の活動お花、お茶の指導です。共に
命の大切さを学びたいです。

大滝 弘子

小学生から成人まで、伝統文化である生け
花を楽しみながら指導します。

杉島 都子

自然と触れ合いの少ないこのごろ、花や草
木の自然の美しさや輝きを「いけばな」に
表現し、心豊かに。又、植物をとおし、命の
大切さを指導したいです。

桃園公民館

池坊免許(華督)

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大嶽 康昭

日本茶 中国茶 紅茶(お茶全般)の体験教
室 日本茶の栽培と製造、入れ方 お茶と
健康 茶と伝統・文芸との関わり

平成５年～
日本茶教室平成
１４年～ 子ども日本茶教室平
成２０年～ 緑茶を使った料理
教室

日本茶インストラクター

子ども, 成人, 高
齢者

大分市のフレンドリールームの指
導を９年していました。明野中学
校のお花クラブの担当も以前さ
せてもらっていました。
大分市コンパルホール生け花小
原流講師として平成１２年より指
導歴があります。小原流家元教
授者として昭和５７年より指導歴
があります。

43

№

氏名

指導内容

268

烏谷 晴美

青少年育成のため、社会において礼儀作
法を身につけるよう指導しています。

269

児玉 以津江

古典を基本に年賀状短冊と実用的な指導
かなと実用書

270

帆足 津愉子

小原流の基礎から、伝統花を、年齢、目的、
講習期間に応じて指導します。

姫野久美子

生け花コース(初級・中級・上級)、プリザー
ブドフラワー(プライマリー・クリエイティブ)
・各コースに分かれ、コース別のテキストを
使用し指導する。毎回異なる花材でデザイ
ン、季節のお花を季節の行事に合わせて基
本形を始めデザイン指導する。

祓川 嵩春

格花・自由花・アレンジメント等、華道全般
にわたり、楽しく指導いたします。

273

松崎 誠治

子ども、高齢者に字を書く楽しさを教える。
子どもには硬筆(鉛筆)、高齢にはボールペ
ン、筆ペン

274

松本 眞理子

275

高橋 博幸

276

清家 美佳

園芸療法の視点から見た いけ花

自宅のお花の教室にて平成２９
年１０月から指導

法華寺御流いけ花師範、園
芸療法士

277

小田 良子

お茶のお点前・礼儀作法

2015年から自宅にて

表千家流講師

278

薬師寺 裕二

地域社会（公民館等）において、子どもを
中心に５・７・５の俳句で日々のできごとを
日記で綴る様、指導していきたい。

坂ノ市公民館主催講座「俳句を
書く書道教室（平成25年）」、自
鳴鐘（福岡県）選者

現代俳句協会会員「自鳴
鐘」同人、俳句を書く書道
教室「竹雪会」主宰

271

272

お花全般に関しての基礎・基本的な習得、
及びそれらを生かし日常生活にうるおいを
与え楽しくをモットーに指導していきたいと
遊墨書書道を広げてラベル文字や英文字
を楽しむ。

指導歴
学校茶道 部活動 稙田中学
校（平成元年より）、上野丘高校
（令和元年より）
稙田公民館で平成６年より指導
しています
昭和56年より自宅教室にて指
導。平成１８年より別保公民館教
室 平成２８年より明治公民館教
室 ２００３年よりオアシス病院３
か所ロビーの花、２０１１年より
別保小学校 月１～２回 玄関の
花

資格

指導対象

お問い合わせ先

茶道裏千家流 正教授学校
茶道指導者資格

子ども, 青年, 成
人

稙田公民館

前講師(畔津九郎先生 遊
神会)の紹介。指導者資格

成人

稙田公民館

一般財団法人 小原流、1
級家元教授 特例会員

子ども, 青年, 成
人

鶴崎公民館

2002年5月より

ヨーロピアンフラワーデザイ
ン認定カットフラワーアドバ
イザー

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

稙田公民館

・華道教師歴３５年・稙田公民館
教室指導・文部省親子いけ花教
室開講経験あり

新池坊華道教授新池坊ア
レンジメントフラワー講師

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

稙田公民館

生涯学習、日本書道協会
(認定書) 硬筆書道9段、筆
ペン1級、実用ボールペン1
級

子ども, 高齢者

大分西部公民館

アレンジメントフラワー・華道は
平成7年（1995）～プリザーブ
ドフラワーは平成12年（2000）

華道27年アレンジメントフ
ラワー27年プリザーブドフ
ラワー22年

平成２１年より

44

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者
子ども, 青年, 成
人, 高齢者
子ども, 青年, 成
人, 高齢者
子ども, 成人, 高
齢者
子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館
南大分公民館
大分南部公民館
大分東部公民館
佐賀関公民館

№
279

氏名
薬師寺 裕二

指導内容
地域の子ども達に漢字の成立ち（古代文
字）から指導することにより、「楽しく遊び
心」で書の文化に触れられる様にしていき

指導歴
佐賀関町公民館等で昭和６０年
頃より指導坂ノ市公民館主催
「俳句を書く書道教室」指導

資格

指導対象

お問い合わせ先

日本書芸院教師免許大分
県美術協会会員（書道部）

子ども

佐賀関公民館

箏曲演奏、及び指導学校訪問・授業依頼
があればどこでも行きます。箏・尺八・
DUO、凛主催２０１６年美術館で音楽会出
演

・筝曲教室40年 ・高齢者講座
(西部公民館、大道公民館) ・演
奏活動38年・・・（令和元年時
点）・大分県立鶴見丘高校（箏
曲クラブ指導）・三曲協会より大
在西小学校、大在中学校へ学校
訪問・金池小学校箏曲クラブふ
れあい教室指導 ・２０１９年大
分市どこでもコンサート出演

沢井箏曲院 講師 沢井忠
夫直門 沢井一恵直門 大
分県三曲会協会会員

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

昭和48年に資格を有し、以後教
室での稽古は勿論、稙田公民館
において女性サークル・男性
サークル・若年サークル・児童舞
踊と開設しています

花柳流日舞師範

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

稙田公民館

自治公民館で、平成５年６月か
ら指導歴あり

統師範九段

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分東部公民館

個人レッスンで15年の指導暦が
あります。

琴城流大正琴講師資格取
得

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分東部公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

南大分公民館

乳幼児, 子ども,
成人

大分中央公民館

【芸能（日舞・詩吟・民謡等）】

280

西 真地咲(磨智恵)

281

工藤 文子

日本舞踊(流行教を含む)のお稽古を通し
て基礎練習及び礼儀作法を学んでいきま
す

282

小野 悟

発声・吟詠法
大正琴の基礎から指導します。童謡や演
歌、クラッシック曲などを取り入れ楽しく演
奏できるようなレッスンを行います。
演歌、歌謡曲を歌いながら似顔絵を完成さ
せる。昭和の歌手や有名人を描く。
日本舞踊を通じての礼儀作法、自然な着
物の着方、古典舞踊から新しい曲の舞踊を
指導
尺八吹奏について、誰でもわかりやすく指
導します。

283

津田 みゆき

284

高橋 博幸

285

藤間 美貴柳

286

志水 明

287

高橋 博幸

水墨画

平成２１年より

288

廣瀨 詔子

吟詠の指導。吟詠に親しめるような指導を
目指します。

平成20年より指導しています。

平成１３年より
昭和４９年４月より45年指導し
ています。

藤間流師範

昭和５２年より指導歴がありま
す。

都山流大師範

45

淡窓伝光霊流7段少壮吟
士（第37期）

子ども, 青年, 成
人, 高齢者
子ども, 青年, 成
人, 高齢者
乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分東部公民館
南大分公民館
大分東部公民館

№

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

289

安部 訓平

詩吟の発声と節回し、解説

平成３年10月から指導していま
す。

淡窓伝光霊流日本詩道会
統師範（9段）

青年, 成人

大分東部公民館

290

藤原 美知子

発声練習、流統の詩道十則毎月本部より
送られてくる宗家範吟テープにて練習

佐賀関詩道会にて昭和54年よ
り指導。

淡窓伝光霊流日本詩道会
十段

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分東部公民館

前田 卓美

吟詠トレーナー（コンダクター）を使用し、
ボイストレーニング。美しい日本語・発音・
アクセント及び腹式呼吸。

昭和58年4月から指導していま
す。

淡窓伝光霊流詩吟 総師範

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分東部公民館

292

原田 今日子

伝統芸能（詩吟）の普及、継承に努めてい
る。漢詩の読み、詩の意味、そして独特な節
回しを教え、歌えるようにする。詩吟を通し
て、礼と節、感性や教養を身に着けられら
れるよう心がける。腹式呼吸の仕方を教え
る。

平成13年4月1日から指導して
います。

淡窓伝光霊流詩吟 統師範
淡窓伝光霊流日本詩道会
光霊流吟士（公財）日本吟
剣詩舞振興会少壮吟士日
本コロムビア吟詠音楽会会
員

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分東部公民館

293

北川内 彌惠

詩吟、発声、詩（漢詩）の読み

昭和62年4月から指導していま
す。

指導者

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分東部公民館

・錦町囲碁サークル指導２４年目
（令和元年時点）・審判暦３１年
（令和元年時点）・旭町文化セン
ター平成１８年１０月より指導し
ています。・長浜校区公民館まつ
り

日本棋院、囲碁5段

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

291

【将棋・囲碁・カルタ】

294

馬田 英史

囲碁が全くわからない初心者から棋力上
達をめざす高段者まで、各級の棋力に応じ
たマニュアルで、体系的に、実戦的な棋力
指導を行う

295

竹内 一光

囲碁初心者指導。初級、中級者の指導と対
局

囲碁クラブ経営実績あり。日本
棋院大分東支部役員。

日本棋院認定4段免許取
得

296

木藤 一弘

基礎から上級上達まで指導

昭和５８年より

日本棋院普及指導員 ６段

木目込み人形、千支、ひな人形 いろいろ
な人形

平成18年より

20年間先生について勉強
しています。

青年, 成人, 高
齢者

大分南部公民館

陶芸に関する一切の件

大分市立陶芸楽習館講師Ｈ
11.11～H16.1大分市東部公
民館講師H11.4～Ｈ16.1以上
の指導歴あり。

大分市生涯学習指導者

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

南大分公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者
子ども, 青年, 成
人, 高齢者

鶴崎公民館
大分南部公民館

【民俗・文化財】
297

永田 順子

【美術実技（絵画・版画・彫刻等）】

298

河野 芳德

46

№

氏名

指導内容

299

帆足 津愉子

物を創る楽しさを第一に、陶芸の基本をマ
スターして貰う。段階的に順次技法を指導。

300

鹿野 容子

水彩画の基礎(物を見て描く)を指導しま
す。初めての人は、ハガキなら花１輪から描
けるので、その日に出来ます。

指導対象

お問い合わせ先

大分市陶芸協会会員、大分
県美術協会会員

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

鶴崎公民館

H11年から現在まで、地域学校
ＰＴＡ活動に招かれて指導

県美術協会委員 白日会同
人大分支部会員

成人, 高齢者

稙田公民館

稙田公民館

粘土で花・果物等の製作

平成７年より

ハサミ使用切り絵(切り紙)親子で楽しめる
切り絵が多数あります。幼児から老人まで
参加できます。
演歌、歌謡曲を歌いながら似顔絵を完成さ
せる。昭和の歌手や有名人を描く。

切り絵講習470回以上 小学
生、中学生、公民館、婦人学級、
老人クラブ等

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分東部公民館

平成１３年より

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

南大分公民館

中島みち子

幼児の造形遊び・絵画造形活動 小学生の
絵画造形活動

子ども(3歳～12歳)絵画造形教
室で5年の指導暦

乳幼児, 子ども

野津原公民館

松崎 誠治

子ども達に、竹、紙を使った昔の遊びを教
える。ナイフ、ノコ、ハサミを使って昔の遊
び、道具を作る。

平成10年より

子ども

大分西部公民館

油絵、デッサン、水彩、子ども向き美術教室

大分油絵美術教室アートワイ
ヤー代表美術による教育の会フ
ランス文化庁国際現代美術研究
所

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

コンパルホール（4教室）、竹中
公民館、戸次老人いこいの家（２
教室）、稙田校区公民館、吉野
校区公民館、日出農協、トキハ別
府店、坂ノ市公民館。絵手紙歴
（平成１７年～）生徒数約１００名

・フランス文化庁造形芸術
免状・フランス文化庁高等
造形表現免状・フランス中
等教員免許・フランス高等
美術教員免許
筆の里工房・絵てがみイン
ストラクター

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大南公民館

平成２１年より

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

南大分公民館

首藤 陽子

302

井上 俊男

303

高橋 博幸

304

306

資格

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

301

305

指導歴
自宅教室(1999年～) 別保公
民館(2003年～) 明治公民館
（2016年～）明野カトリック幼
稚園（2014年～）
別保こ
ども陶芸（2018年～）東陽中ふ
れあいPTA（２００９年～）

武本 正見

307

那賀 美代

実技をしながら絵手紙を楽しみます。（子ど
もから大人まで）様々なテクニックで、アー
トの世界に導きます。

308

高橋 博幸

水墨画

47

中学校美術科2級免許 カ
ワイ絵画造形教室講師資
格6級

№

氏名

指導内容

309

武生 和子

クレヨン・クレパス・色鉛筆による絵画水彩
画、油絵、ちぎり絵、貼り絵、デッサン読み
聞かせ少々体操

310

園田 ゆかり

デッサン・水彩画・色えんぴつ・油絵

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

絵画教室指導者証健康づ
くり運動指導者証ＪＰＩＣ読
み聞かせサポーター

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

大学と大学院で教員免許
取得（美術工芸）

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

大分市立陶芸楽習館講師Ｈ
11.11～H16.1大分市東部公
民館講師H11.4～Ｈ16.1以上
の指導歴あり。

大分市生涯学習指導者

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

南大分公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

社会福祉センターで指導コンパ
ルホール、地区公民館で指導ホ
ルトホール、コンパルホールで読
み聞かせ学習塾経営時読み聞
かせ
西日本新聞カルチャースクール
（１９４４年～１９９６年）ふない美
術研究所（１９９６年４月から）
トップウェルネス大分（２０１７年

【手工芸・陶芸】
311

312

313

314

河野 芳德

陶芸に関する一切の件

佐藤 洋子

アメリカンフラワー粘土・布の花（古着でも
つくれる）手芸全般

昭和４１年より

アメリカンFー教授取得 粘
土 日本クレイクラフト教授
にしれんこ粘土クラフト一級

帆足 忠義

物を創る楽しさ、出来上がりの喜びを主と
し、陶芸の基本をマスターしてもらう。段階
的に技法を指導する。

自宅（1999～）

大分市陶芸協会副会長

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

鶴崎公民館

手編〈棒針、かぎ針〉の基礎から作品つくり
まで、時には手芸品の作成等。

コンパルホールにて創立時より3
年間。その後、坂ノ市公民館・大
在公民館において指導を行い現
在は自主サークルにおいて指導
を行っている

日本編物文化協会(NAC)
講師会員、手編指導員、一
本針インストラクター他。

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

坂ノ市公民館

平成17年度より滝尾小学校
PTAによる押し花クラブ指導平
成19年度1月滝尾小学校3年
生にしおり作り指導平成21年度
より滝尾小学校4年生～6年生
までのクラブ活動指導など平成
24年より豊府小クラブ活動指
導、同年地域ふれあい交流会に
おいても指導

ふしぎな花倶楽部 インスト
ラクター

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分南部公民館

2000年から小学校、公民館、幼
稚園に陶芸の指導に行ってい
る。

大分県立芸術文化短期大
学 工業専攻（陶芸）卒業

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

鶴崎公民館

板倉 富佐子

315

足立 純子

花の押し方や押し花を使った小物作り、額
など、初心者でもわかりやすく指導いたし
ます。押し花をとおして楽しい仲間作りのお
手伝いをします

316

松田 昭子

手びねりによる陶器の制作。カップ、皿、小
物入れなど。

48

№
317
318

319

320

321

322

氏名

指導内容

副田理恵

アメリカンフラワー

藤本 貴美子

毛糸・レース糸の小物作り、おし花カルト
ナージュ・紙バンドのエコバッグ作りなどを
簡単に作成。

養父 美穂子

養父 美穂子

安部 涼子

足立 純子

つくりたいと思う気持ちを大切に、つくる喜
び・つける楽しみをより多くの方に知ってい
ただき、ものづくりを通しての人と人との繋
がりをコンセプトに、ジュエリー講座を行
なっています。 対象は、子どもから高齢者
まで幅広く指導可能。ジュエリーに関するさ
まざまな資格を持つので、講座内容も幅広
く指導できます。

手軽に短時間で楽しめるかぎ針編みで
ニット雑貨やニットアクセサリー作りを指導
します。 対象は、子どもから高齢者まで幅
広く指導可能。 自身もかぎ針編みの楽しさ
をより多くの方々に伝える喜びを学んでい
再生紙でできたエコテープでかごを編みま
す。初めての方でも1時間程度でできる簡
単なエコクラフトです。色を選び色を感じな
がら編むという作業なので、カラーセラ
ピーの効果もあります。
ステンドグラス風な作品をよりかんたんに
した手法で、ステキな作品を作ります小物・
額・立体的な作品ができます

指導歴
公民館を使った自主サークルで
の指導経験あり

資格
アメリカンフラワー 師範2
級

指導対象
子ども, 青年, 成
人, 高齢者

フラワーアレンジメント講師

なし

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

坂ノ市公民館

2003年より教室活動開始。小
学校クラブ活動での特別講師、
各種イベントにおける講座など
指導経験多数。 現在、自主教
室・カルチャー教室を中心に公
益財団法人日本生涯学習協議
会が認定する認定講座や趣味で
楽しめる講座で指導活動中。 各
種コンクールの指導歴・入賞歴
多数あり。

ビーズアートステッチ本部
専任教授、モードジュエリー
メイキング本部専任講師、
ワイヤーレースジュエリー、
ジュエリークロッシェ、ビー
ズアートスキル ジュエル
DeCoRe、ビーズカラー
コーディネーター、天然石2
級ディプロマ、 等、公益財
団法人日本生涯学習協議
会が認定する資格、マクラ
メジュエリー、チェインメイ
ル、ビジュー・デコスイーツ、
ソウタシエ、オートクチュー
ルビーズ刺しゅう

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

2011年より認定講座指導。

公益財団法人日本生涯学
習協議会認定 クロッシェ
カフェ本部専任講師

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

2012年8月 親子エコクラフト
教室開催（光吉台子ども会）
2012年11月 別府アートマン
スにてワークショップを実施

イルドクルール認定 色彩
心理カラーセラピスト

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

一般成人 インストラクター希望
者指導（平成２３年より）平成２
６年金池小 地域ふれあい体験
会より児童対象にグラスアート
体験会平成２７年滝尾小 ファミ
リーPTA内で作品作りを指導

グラスアート協会 インスト
ラクター

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分南部公民館

49

お問い合わせ先
坂ノ市公民館

№

氏名

指導内容

指導歴

資格

323

村谷 彩

UVレジン液を使った手工芸。（マグネット、
キーホルダーなど）

平成２４年６月から体験教室な
どで指導。

324

指原 宏幸

竹工芸

325

安部なるみ

エコクラフトバンドを使用した作品づくり
バッグ、小物入れ、置物など

エコクラフトバンド教室としてク
ラフトルームなるみ主催
平
成24年から

326

佐藤 美穂

チラシを使ったかご編み作り

10年程度（H17年～）のかご編
みの経験がある。

327

川野 二奈

タイルを使った小物DIYポーセラーツ（オリ
ジナルカップ作りなど）、グラスアート（ガラ
スをカットしないステンドグラスのような仕
上がり）

平成２７年より

328

長谷川 豊

陶芸指導（作陶、削り、釉掛け等全般）ただ
し、道具等ある程度準備できる場所にて

2017年より竹中中学校にて指
導歴があります。

50

指導対象

お問い合わせ先

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

坂ノ市公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

成人, 高齢者

野津原公民館

日本ヴォーグ社認定 タイ
ルクラフト認定講師

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

特になし

子ども

大南公民館

エコクラフトバンドエコロ
ジー協会認定講師

№

329

330

氏名

指導内容

指導歴

今井 恵理

ユニット折り紙教室 専門用語を使わず分
かりやすい言葉で説明しますので初心者
大歓迎です。

令和3年2月より大在校区公民
館事業として大在校区公民館に
て指導中

吉多 康二

陶芸初心者・経験者を問わず、陶芸の技法
等について楽しく指導します。

資格

平成24年度～平成29年度まで
大分市陶芸楽習館にて指導歴
あり

平成23年陶芸祭2011に
て大分市長賞受賞平成27
年第19回陶芸祭にて審査
員特別賞受賞令和3年第
55回大分市美展にて運営
委員会賞受賞

指導対象

お問い合わせ先

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大在公民館

青年, 成人

稙田公民館

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

明治明野公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

子ども, 成人, 高
齢者

稙田公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

子ども, 成人

鶴崎公民館

子ども

稙田公民館

【工作・模型】

331

岐部 信義

工作全般の指導。荷造ヒモでバッタ。スト
ローでエビ、サソリ。竹で笛。紙テープでコ
マ。牛乳パックでヘリコプターミニチュア。
広告紙でチョウチョウ。ペットボトルで魚釣
り、風車。門松づくり。カマボコ板で船。
ティッシュでバレリーナ等作り。

平成８年４月より

332

佐藤 洋子

アメリカンフラワー粘土・布の花（古着でも
つくれる）手芸全般

昭和４１年より

333

佐用 治生

手工芸品、わらじ、ぞうり、竹工芸など、竹と
んぼ、水鉄砲、角松など

平成６年から指導歴があります。

334

佐藤 秀吉

竹細工(工作) ロープワーク アウトドア
野外活動

平成１６年１０月から指導歴があ
ります。

335

廣瀬 真由美

エコクラフト(牛乳パック、トレーなどを使っ
て折り紙、ディスプレー)指導指導曜日は要

橋本 寛治

木材 金属を使って、物作りの基礎を体得
させ簡単な作品を作る

私立幼稚園で9年間働いてまし
た。
平成３年から指導歴があります。
大分少年少女発明クラブで15
年指導

336

51

アメリカンFー教授取得 粘
土 日本クレイクラフト教授
にしれんこ粘土クラフト一級
教授
大分市よりふるさと名人の
認定書受理
土木施工管理技士、防災
士、刈払機講習、造園施工
管理技士、応急手当普及員
キャリアコミュニケーター
(NPO法人 キャリア・ワー
ルド認定の社会人講師)

№

氏名

指導内容
再生紙でできたエコテープでかごを編みま
す。初めての方でも1時間程度でできる簡
単なエコクラフトです。色を選び色を感じな
がら編むという作業なので、カラーセラ
ピーの効果もあります。
UVレジン液を使った手工芸。（マグネット、
キーホルダーなど）

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

2012年8月 親子エコクラフト
教室開催（光吉台子ども会）
2012年11月 別府アートマン
スにてワークショップを実施

イルドクルール認定 色彩
心理カラーセラピスト

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

337

安部 涼子

338

村谷 彩

339

指原 宏幸

竹工芸

340

吉良 由貴子

キャンドル制作

平成28年度から

日本ヴォーグ社認定 キャ
ンドルマイスター

子ども, 青年, 成
人, 高齢者
子ども, 青年, 成
人, 高齢者
子ども, 青年, 成
人, 高齢者

川野 二奈

タイルを使った小物DIYポーセラーツ（オリ
ジナルカップ作りなど）、グラスアート（ガラ
スをカットしないステンドグラスのような仕

平成２７年より

日本ヴォーグ社認定 タイ
ルクラフト認定講師

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

百﨑 典宜

運動会・学芸会・入学式・卒業式などでの
写真や動画の撮り方と編集▲写真や動画
を撮る前に▲写真や動画の撮り方▲写真
や動画の編集

公民館教室講師H22～、公民館
教室講師補助H28~、家庭教育
学級講師H28～、民間カル
チャー教室講師H20～、ボラン
ティア団体教室講師H27～

高校一種教員免許（公
民）、基本情報技術者試
験、Webクリエーター上級

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

山口 和博

デジタルカメラの操作方法(デジタル一眼
を含む)絞りやシャッター速度を活用した撮
影方法・被写体別の撮影方法

写真クラブで平成２０年から指
導歴あり。

フォトマスター1級生涯学習
インストラクター１級

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分東部公民館

永田 順子

木目込み人形、千支、ひな人形 いろいろ
な人形

平成18年より

20年間先生について勉強
しています。

青年, 成人, 高
齢者

大分南部公民館

穴見 貞子

花に触れ、色、香り型を感じることにより、
心体をリフレッシュさせ傾聴し悩み疲れを
癒します。

平成18年より指導しています。

NPO法人花セラピスト認定

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

341

平成２４年６月から体験教室な
どで指導。

明治明野公民館
坂ノ市公民館
大在公民館

【写真・ビデオ】

342

343

【芸術系その他】
344

345

52

№

346

347

氏名

指導内容

指導歴

資格

渡辺 博

マジック、皿回し、南京玉すだれ、脳トレ、
ゲーム等

平成21年より

佐藤 智美

折って楽しく、贈って喜ばれ、折る人も観る
人も優しい気持ちにしてくれる折紙作品づ
くりの指導を心がけます。基礎を学び、伝承
から現代の創作作品を、丁寧に指導しま
す。遊べる、実用、飾る作品を楽しく折りま
しょう。

平成１８年より指導しています。

指導対象

お問い合わせ先

成人, 高齢者

南大分公民館

日本折紙協会折紙講師幼
稚園教諭１級免許保育士

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者
子ども, 青年, 成
人, 高齢者

348

佐々木 久仁子

陶芸の基礎指導

河原内陶芸楽習館４年勤務

349

羽田 貴子

まんだらぬり絵を塗ってもらい、脳の活性化
と自己ヒーリング

平成２7年から指導。

まんだらぬり絵インストラク
ター

羽田 貴子

色かるた・コミュニケーション・色彩ケア・ク
オリアゲームをみんなでやってみる。

平成２8年から指導。

NPO日本パーソナルカラー
協会認定講師傾聴ボラン
ティアいろ葉代表

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

健康マージャンを教えます。

2018～イオン甘木カルチャー麻
雀講師2020～佐賀関公民館、
健康麻雀講師

日本プロ麻雀連盟三段一
般社団法人ＮＳＫ健康麻雀
九州、認定講師

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

初心者対象・内容は要望に沿って調整可。
実際に繰り返し声に出し練習することで、
基礎的な会話表現の習得を目指します。

彦根市立勤労青少年ホームにて
英会話講師（昭和58年4月～昭
和62年12月）彦根市立働く婦
人の家（現・男女共同参画セン
ター「ウィズ」）にて英会話講師
（昭和61年4月～昭和62年12
月）有限会社アンビック(現・株
式会社ジオス)にて英会話講師
（昭和63年9月～平成元年6
月）大分市事業おおいたナイトス
クールにて英語科講師（平成28
年6月～）

TOEFL ITP 575点

子ども, 青年, 成
人

大分西部公民館

350

351

下山 哲也

大分南部公民館
明治明野公民館

≪外国語≫
【外国語】

352

西村 容子

53

№

氏名

指導内容

指導歴
田北料理学院で中国語と中華
料理を指導
市内各公民館料理教室で指導
各種団体会員等に中国語を指

資格
調理師免許証厚生省保健
医療技術考査合格証
大分県知事認可日本調理
師資格

353

大野 玉枝

中華料理と中国語

354

大野 康彦

中華料理全般中国語（北京語）

首藤 正登

・小学校高学年への英語指導・スペイン語
圏から来日の子女への日本語指導・成人
へのスペイン語会話、通訳、翻訳

社会人時代は一貫して貿易部門
に在籍し、嘱託後は1年間程若
い職員にスペイン語を伝授した。

Joseph Henry Krista

英語を使った国際コミュニケーションを教
えます。

356

357

古賀 恵理子

358

359

355

指導対象
子ども, 青年, 成
人, 高齢者

お問い合わせ先

青年, 成人

南大分公民館

大阪府発行の中学校英語
教員免許1級、高等学校英
語教員免許2級

子ども, 青年, 成
人

稙田公民館

1986年から指導

インターナショナル教員資
格(国際教育)・（国際交
流）

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大在公民館

英語、日本語の本の読み聞かせ、ことばあ
そび・アニマシオン。(コミュニケーション能
力向上)

平成15年4月から指導暦があり
ます。

フリーランスアナウンサー

乳幼児, 子ども

鶴崎公民館

古賀 恵理子

楽しく簡単な英会話が出来るように指導。
まず、聞く、話すから、そのあと”読む、書く”
とレッスン。外国人に対する日本語・日本習
慣の指導。

平成９年より

英検2級貿易英語C級

子ども

鶴崎公民館

植木 奈緒美

英会話フォニックス（発音）指導

ベルリッツ 元講師

乳幼児, 子ども,
青年

大分西部公民館

(社)国際日本語普及協会
「地域日本語支援コーディ
ネーター研修」修了

青年, 成人

鶴崎公民館

TOEIC ７６５点

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

360

清末 誠

会話を中心とした日本語指導

361

阿部 通正

英会話の講師、外国の方との文化等のコ
ミュニケーション。

平成7年より日本語教室を開講

54

南大分公民館

№

362

363

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

明石 知恵理

身体を動かしたり、歌や絵本を使って英語
を指導していきます。親子のクラスでは、お
母様方に子育てでよく使う英語をご紹介し
ます。英語が好きという気持ちになってもら
えるよう楽しい指導をしていきます。

進学塾にて平成１４年３月から指
導歴があります。

英語検定準１級ＴＯＥＩＣス
コア865児童英語教師養
成講座修了（フォニックス
指導可）保育士

乳幼児, 子ども,
高齢者

大南公民館

小田 朋子

・英会話・英語一般、オンライン英会話の環
境整備・パソコン関係（インターネット、メー
ル、ドキュメント作成など）・初級プログラミ
ングスクラッチの使い方など

個別指導塾での英語指導 約２
年間

TOEIC８１０基本情報技術
者試験初級システムアドミ
ンストレーター

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

・「親子のふれあいあそび」・「思春期」講
演・「子育て」講演・「心の居場所づくり」・
「人権」講演・「生きる」とは・「親子関
係」・「孫育て」講演

平成１８年より指導しています。
保育園、幼稚園、小学校,中学
校,高校、公民館、児童館等で子
育て講演

・保育士 幼稚園教諭 ・子
育てアドバイザー・大分県
レクリエーションインストラ
クター・保護司・子育て支援
フレンド代表

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

幼児体育、レクリエーション等、乳幼児教
育、家庭教育

平成元年より保育士、幼稚園教
員。レクリエーションインストラク
ター、体育指導員として１０年以
上。

保育士、幼稚園教員、レク
リェーションインストラク
ター、幼児体操指導員保育
サポーター、発達支援員

乳幼児, 子ども,
青年, 成人

稙田公民館

親子ふれあい体操

生涯学習指導者に登録後、数回
依頼があり指導。坂ノ市校区公
民館での親子ふれあい体操実
施したこともあり。

中学校・高等学校保健体育
教諭免許日本ホリスティッ
クコンディショニング協会公
認 フィジカルコンディショ
ナー

高齢者

坂ノ市公民館

≪家庭系≫
【育児・保育・しつけ】

364

365

366

安東 真由美

渕野 チエミ

安部 ケイ子

55

№

367

氏名

安部 ケイ子

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

リズム体操、自分の体を思うように動かせ
るような活動。 (例:小さなボールを使って、
バランス感覚をやしなう。四肢、体幹部の発
達にかかわる運動)

H3.4～H4.3 看護学校臨時講
師、H4.5～H5.3 小学校臨時
講師、H17.5～ 明治明野公民
館 3.4才児体操教室講師、坂ノ
市校区公民館 親子体操教室講
師。

中学校・高等学校保健体育
教諭免許日本ホリスティッ
クコンディショニング協会公
認 フィジカルコンディショ
ナー

乳幼児, 子ども

坂ノ市公民館

大分市内公民館 読み聞かせ講
師、人権講演会、子育て講演会、
思春期講演会、など。

基礎絵本セラピスト、大分
市レクリエーション協会会
員、大分市民健康づくり運
動指導者、大分県人権問題
講師団、笑顔のコーチング
ファシリテーター

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

坂ノ市公民館

368

須藤 里美

絵本の読み聞かせを通して、さまざまなお
話しをいたします。

369

中村 節子

着物着付、礼儀作法、子ども作法

着付は昭和54年より、作法は平
成11年より

着付教授、作法師範

子ども, 成人

大分東部公民館

370

ＮＰＯ法人
子育て応援ワクワクピース
文代

楽しく子育てする方法発達を促すあそび

２０１２年より乳幼児をもつ母親
を対象に講座を開催。

認定初級発達支援コーチ
ブレインジム公式１０１

乳幼児, 子ども,
成人

稙田公民館

仲矢 光江

子育てコーチングの講演会。子育てをして
いる保護者の方に向けて、コーチングのス
キルを絵本等を使って楽しくわかりやすく
伝え、自分の子育てをふり返ってもらう。
又、親子一緒にコミュニケーションを考える
講演会も行っている。

佐伯市内、別府市内の幼稚園、
保育園、子育て支援施設、小学
校、中学校等への講演会を平成
24年から行っている。

大分県子育てコーチ絵本セ
ラピスト（絵本セラピスト協
会認定）

子ども, 成人

大分西部公民館

永冨 勝枝

未就学児（主に乳幼児）親子を対象にした
遊びやふれあいの場を提供しています。ま
た、保育や子育てに関する相談や話を聞く
ことにより安心して子育てができるお手伝
いをしています。

・校区子育てサロンのボランティ
ア指導員（Ｈ２３年５月～H３１年
３月）・乳幼児家庭教育学級の
講師（Ｈ２５年５月～）・認可保育
園勤務（保育士）（Ｈ３年～Ｈ１３
年）（H３０年５月～）

・幼稚園教諭・保育士

乳幼児, 子ども

南大分公民館

大西 正久

絵本を通じて父親の育児参加や、パート
ナーシップ地域活動の参加等をＷＳなどで
楽しく指導します

Ｈ２２より読み聞かせサークルの
運営Ｈ２３．２４県子ども子育て
県民会議委員Ｈ２５年度 絵本セ
ラピスト

おおいたパパクラブ父親の
読み聞かせサークル「パパ
トーク」代表絵本セラピスト

子ども, 青年, 成
人

大分南部公民館

371

372

373

漆間

56

№

374

375

氏名

平松 あざれ

平松 あざれ

376

須藤 里美

377

後藤 美穂

378

岡野 基美

379

380

指導内容
絵本の読み聞かせ、育児への取り入れ方、
絵本で子育てをすることの良さを広く伝え
ます。英語絵本も詳しいです。HP「絵本と
暮らす」を検索してください。依頼は個人・
企業・教育関係従事者・PTAや保護者会

指導歴
全国各地で絵本講座、英語育児
セミナーを出張講演しています。
東京都大田区で読み聞かせボ
ランティア経験あり。オンラインセ
ミナーで、２年間で４０００人以上

英語絵本のアドバアザーとして英語育児を
されている方、両親が英語を話せなくとも
英語絵本を用いた家庭の取り組みでバイリ
ンガル育児を目指せる方法を全国で講演
中。依頼は個人・企業・教育関係従事者等
どなたでも。

絵本の読みきかせを通して、さまざまなお
話をいたします。

0～１２才までに作られる心のしくみワーク
子育てに関する事項、子育て支援「効果の
あるしかり方で、親も楽になろう」

資格

指導対象

お問い合わせ先

NPO法人「絵本で子育て」
センター・絵本講師

乳幼児, 子ども,
青年

大分中央公民館

東京・神奈川・埼玉・群馬・静
岡・愛知など出張依頼で講演実
績あり。オンラインセミナーで、２
年間で４０００人以上が受講。

NPO法人「絵本で子育て」
センター・絵本講師

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

大分市内公民館 読み聞かせ講
師、人権講演会、子そだて講演
会、思春期講演会、など。

基礎絵本セラピスト、大分
市レクリエーション協会会
員、大分市民健康づくり運
動指導者、大分県人権問題
講師団、笑顔のコーチング
ファシリテーター

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

坂ノ市公民館

セミナー ２０１４年～

子育てトレーナー

青年, 成人

大分中央公民館

元 小学校教諭

成人

大分中央公民館

伊藤 房江

絵本を通して新たな気づきを得る「絵本セ
ラピー」「絵本の読み聞かせ」講座は絵本
の見せ方、選び方など読み聞かせの基本
から丁寧にわかりやすくお伝えします。「大
人の絵本会」は大人ならではの絵本の楽し
み方をお伝えします。

絵本セラピスト?・わらべう
２０１１年より乳幼児へ絵本の読
たベビーマッサージ講師大
み聞かせ。２０１３年より絵本セラ
分市民健康づくり運動指導
ピー・大人の絵本会・絵本講座。
者

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

明治明野公民館

原 理絵

色育（いろいく）で子どもたちの目を守ろ
う！成長過程の子どもたちの目の異変に気
が付くポイントを、目の発達過程や目や色
の簡単な〇&times;クイズ、ワークを通じ
て学べます。

子育てサロン、各種団体での
「目」の講座サロンでの「色育」
講座

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

57

視能訓練士・色育アドバイ
ザー・カラーセラピスト・ア
イケアアドバイザー

№

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

吉田 由花

非認知能力、自己肯定感、子どものやる気
を引き出すかかわり方や環境づくり、新学
習指導要領から見るこれから必要な生きる
力や育て方等、家庭教育についての講座。

平成２９年４月より指導

幼稚園教諭二種、保育士日
本モンテッソーリ協会モン
テッソーリ教員免許

乳幼児, 子ども,
成人

佐賀関公民館

382

三重野真美

乳児期の大切なパパ・ママと赤ちゃんの時
間にベビーマッサージを行うことにより、大
切な時間づくりと愛着形成の１コマとなる
ように行っています。おうた遊び、絵本読み
聞かせ、英語歌など取り入れ、マッサージ
の効果も説明します。

令和３年６月よりベビーマッサー
ジ指導、令和３年12月よりパパ
ベビーマッサージも行っていま
す。

JABC認定ベビーマッサー
ジインストラクター

乳幼児

大分南部公民館

383

工藤 マリ

子どもの個性に病名がつく時代に長所を
見極め学習を深めて子育てを豊かにする。

専門学校で２年間実践中

子そだち支援士

青年, 成人

大分中央公民館

末松 朱美

基本的なラッピング技術から応用編まで
レッスンします。形のないもの、あるもの、な
んでも包めます。リボン結びも合わせて指
導します。手作りオリジナルキャンドルの指
導。

&rsquo;93 西日本文化サー
クル &rsquo;94 NHK文化
センター大分
パークプレイス
JEUGIA カルチャーセンター大
分、天神、粕屋、香椎浜 平成２３
年基金訓練

ギフトラッピングアートアカ
デミー公認インストラクター
1級

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

後藤 淳子

看護する方もされる方も、天然の植物から
抽出の芳香成分を含むオイルを使ったアロ
マセラピーを楽しみながら、介護にとり入れ
る。オイルを使った手足のマッサージ、気化
させて香りを楽しむ（嗅覚神経をよみがえ
らせる）匂い袋などの小物を作成など。天
然の香りで気分が和らぎ行動や不眠が改
善する。認知ケアにもとても研究が進んで
いる。

２００５年１０月より、香りのス
クール運営での指導と園児への
嗅覚教室の指導を行っていま
す。香りの介護ケア（NHK文化
教室にて開校を一般の方向けに
致しました。）

介護アロマセラピスト

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

明治明野公民館

小野 ひさえ

消費者教育・環境教育・生活科学について
の講義

環境アドバイザーとして、公民館
教室、女性団体等での指導歴、
婦人大学(県ニューライフアカデ
ミア)の講師として県下5会場で

成人

稙田公民館

381

【くらしの知恵・技術】

384

385

386
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№

387

388

389

氏名

指導内容

板倉 富佐子

手編〈棒針、かぎ針〉の基礎から作品つくり
まで、時には手芸品の作成等。

河野 時子

環境リサイクル、古布・不用物の再使用で
作品づくり、ボカシ、廃油石ケン作り、ガラ
ス細工、ペーパークラフトの小物・バック・
かご他、日常生活に関する講話、その他
色々

鍵谷 英美

色を見たり触れたり塗ったり、絵を描くこと
により感情を発散させストレスを緩和させ
る。気づきや新しい自分を発見したりと自
分と向き合う時間を作るメンタルヘルス対
策につながります。（カラーセラピー）
・色彩の生理的・心理的効果を暮らしに仕
事にコミュニケーションに活用します。・
パーソナルカラーを活用したカラーコー
ディネート
エコクラフト(牛乳パック、トレーなどを使っ
て折り紙、ディスプレー)指導指導曜日は要

390

油布 季良美

391

廣瀬 真由美

392

副田理恵

アメリカンフラワー

松尾 美子

色に関する知識や活用方法を年齢や性別
に関係なく誰でも気軽に楽しくわかりやす
くお伝えする内容です。色彩検定をうける
方にもおすすめです。

393

394

廣瀬 浩美

アロマの基礎的な指導。アロマを利用して
の介護の仕方や膝ケアの仕方、方法。

指導歴
コンパルホールにて創立時より3
年間。その後、坂ノ市公民館・大
在公民館において指導を行い現
在は自主サークルにおいて指導
を行っている

資格

指導対象

お問い合わせ先

日本編物文化協会(NAC)
講師会員、手編指導員、一
本針インストラクター他。

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

坂ノ市公民館

環境リサイクル指導歴、昭和61
年～現在に至る

なし

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

坂ノ市公民館

NHK文化センター大分教室で
平成17年4月から指導歴があり
ます

イメージアップアカデミー認
定カラーセラピスト産業カ
ウンセラー日本色育推進認
定色育アドバイザー色彩生
理心理研究会認定アンコン
シャスカラー講師

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分南部公民館

・財団法人、日本色彩研究
所認定 色彩指導者・イ
メージアップアカデミー カ
ラーセラピスト資格

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

子ども, 成人

鶴崎公民館

アメリカンフラワー 師範2
級

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

坂ノ市公民館

平成22年から、カルチャー講
座、企業、団体、個人、その他に
おいて指導歴があります。色彩
生理心理学講座を始め、その他
色に関する現場では、色彩学に
も触れお伝えします。

AET 1級色彩コーディ
ネーター（文部科学省後援
色彩検定）

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

平成20年４月より指導していま
す。

・JAA 日本アロマコーディ
ネーター協会インストラク
ター（認定校）・日本膝ケア
協会インストラクター・介護
アロマセラピスト

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

H18年より、大分県内を中心に
セミナーや講座を実施。短大、専
門学校での非常勤講師10年以
上
私立幼稚園で9年間働いてまし
た。
公民館を使った自主サークルで
の指導経験あり
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№

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

青年, 成人, 高
齢者

明治明野公民館

子ども, 成人

大分西部公民館

羽田 貴子

色をみかたにつける方法として自分の得意
な色の領域を知り、なりたい自分を演出す
る。

平成２６年４月から指導。

NPO日本パーソナルカラー
協会認定講師SeentSation 他カラーセラピス
トまんだらぬり絵インストラ
クター/傾聴ボランティアい
ろ葉代表

仲矢 光江

子育てコーチングの講演会。子育てをして
いる保護者の方に向けて、コーチングのス
キルを絵本等を使って楽しくわかりやすく
伝え、自分の子育てをふり返ってもらう。
又、親子一緒にコミュニケーションを考える

佐伯市内、別府市内の幼稚園、
保育園、子育て支援施設、小学
校、中学校等への講演会を平成
24年から行っている。

大分県子育てコーチ絵本セ
ラピスト（絵本セラピスト協
会認定）

397

木原 今日子

その季節に合った健康美容などのテーマ
ごとに簡単な知識（期待される効果を持つ
成分とその成分を持つ精油を利用したメ
ディカルアロマの代替医療）・利用するア
ロマクラフトの作り方と使い方を指導しま
す。

2015年9月ごろ

看護師、JMAA認定アドバ
イザー・カウンセラー、
JMAACVペットアロマセラ
ピスト・ＪＰＭＡペットマッ
サージセラピスト

398

羽田 貴子

まんだらぬり絵を塗ってもらい、脳の活性化
と自己ヒーリング

平成２7年から指導。

399

羽田 貴子

色かるた・コミュニケーション・色彩ケア・ク
オリアゲームをみんなでやってみる。

平成２8年から指導。

原 理絵

人に話したくなる！「目」と「色」の雑学講座
～知っているようで知らない色と目のことを
〇&times;クイズやワークを使って楽しく
わかりやすくお伝えします～

子育てサロンや企業、各種団体
での「目」と「色」の講座サロン
での色育講座

395

396

400

まんだらぬり絵インストラク
ター
NPO日本パーソナルカラー
協会認定講師傾聴ボラン
ティアいろ葉代表
視能訓練士・アイケアアド
バイザー・カラーセラピス
ト・色育（いろいく）アドバイ
ザー

稙田公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

南大分公民館

青年, 成人

南大分公民館

【生活体験・異年齢交流】
該当なし
【料理・食品・食生活】

401

林 美紀

・婦人(季節の食材を取り入れ健康的でバ
ランスの取れた食生活作りを指導する)・男
性(料理の基本から始め、料理作り、食生
活の指導をする)・子供（朝食作りから始
め、郷土料理、お弁当作りなどの食育）

402

大野 玉枝

中華料理と中国語

403

大野 康彦

中華料理全般中国語（北京語）

平成元年より指導しています。

辻学園日本調理師学校(教
師課程)卒業

田北料理学院で中国語と中華
料理を指導
市内各公民館料理教室で指導
各種団体会員等に中国語を指

調理師免許証厚生省保健
医療技術考査合格証
大分県知事認可日本調理
師資格
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№

404

405

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

金田 順子

パンづくりケーキづくり

明治明野公民館での指導生協
での指導自宅での教室開催小
学校や幼児の家庭学級での指
導など

パンは師範1級 ケーキは
個人の先生について18
年、間で専門学校の通信課
程修了など

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

明治明野公民館

高橋 知子

各種料理、食生活指導(和・洋中・パスタ・
菓子・郷土料理)

栄養士・全国料理学校協会
昭和５１年から、料理教室主宰の 技術検定師範1級調理師
指導暦があります
中学校家庭科教員免許2
級 地区栄食相談員

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

公民館事業の講座にて、高校生
や若い母親へ、他講座(アロマ)
と併用して植物つながりとして講
演を行う。

日本野菜ソムリエ協会
(ジュニア野菜ソムリエ)認
定

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

2005年～

食品衛生管理者

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

鶴崎公民館

・ アロマの製作、指導・ 食育指導・ ハー
ブを使った料理の指導

平成１５年より指導しています。

・ 食育インストラクター・
ナード・アロマテラピー協会
認定アロマテラピーインスト
ラクター ・ ハーブコーディ
ネーター ・ 調理師

子ども, 青年, 成
人

大分中央公民館

デコ巻きずしの作り方パン 菓子の作り方
等

２７年度は別府市の公民館にて
協会の他の指導者とともに講師
を務める。また、子ども園や自宅
でも講座を開いた。２８年度は野
津原公民館にて高齢者と孫を対
象としたデコ巻きずし講座の指
導を行った 等

日本デコずし協会 マイス
ターパンと菓子の講師

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

野津原公民館

日本サロネーゼ協会 アイ
シングクッキー認定講師看

子ども, 青年, 成
人, 高齢者
青年, 成人, 高
齢者

406

玉置 清子

407

秋山 三昌

408

成松 薫子

409

長尾広美

410

田中 妙子

411

河村 紀子

412

柴田 太資

野菜(穀物)を見たり、食したりする過程の
中でこれらの魅力や感動を知り、これまで
知らなかったことを知り、気づかなかったこ
とに気づいた感動と、食の植物パワーの重
要性を伝えます。
みそ作り、甘酒作り、塩こうじ作り、こうじ納
豆作り、石けん作り、酵素玄米作り

アイシングクッキーの作り方介護技術短時
間での小物作成
つくりやすい介護食、防災パッククッキング
の指導を行っています。
子どもの成長、スポーツ、生活習慣病予
防、ダイエット、骨粗しょう症、様々な目的に
合わせた食事と運動の実践法を指導しま
す。

高齢者向けの食事指導、介護食
の指導をしています。

管理栄養士、介護食指導員

トレーニングジムで、平成１７年２
月から指導歴があります。

２ツ星栄養コンシェルジュ
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子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大南公民館
大分中央公民館

南大分公民館

№

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

平成１５年より公民館教室（幼
児・小学校の家庭学級指導、高
齢者料理教室、米粉普及料理教
室、郷土料理の指導）

日本食育インストラクター・
郷土料理スペシャリスト師
範国際薬膳食育師・大分県
米粉コーディネーター・大
分市米粉料理インストラク
ターABCクッキング教室
（製菓コース師範、パンコー
ス師範）

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

南大分公民館

413

志賀 則子

・食生活に伴う調理の基本、食品衛生、食
育教室・郷土料理の伝承、体に優しい薬膳
料理・米粉使用の料理・パン、ケーキ作り
各種料理全般を指導します。

414

山口 和博

デジタルカメラの操作方法(デジタル一眼
を含む)絞りやシャッター速度を活用した撮
影方法・被写体別の撮影方法

写真クラブで平成２０年から指
導歴あり。

フォトマスター1級生涯学習
インストラクター１級

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分東部公民館

415

阿南 祐子

パン作り（切っても切っても同じ絵柄が出る
パン）

友人に自宅で体験してもらって
ます。

２０１９年７月取得予定日本
サロネーデ協会（JSA)デュ
食パン認定講師

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

416

坂本 薫

T.P.Oに応じた調理指導。包丁の持ち方か
ら丁寧にお伝えします。

平成26年より指導を行っていま
す。

野菜ソムリエ、薬膳コーディ
ネーター、巻き寿司

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

小野 洋子

味噌玉作り、発酵食品＆腸内フローラの関
係。（基本的に成人対象です。子どものみ
ではお受けできませんので親子教室となり
ます。）

平成29年2月から指導

NPO法人日本食育協会
上級食育指導士

成人, 高齢者

大分西部公民館

418

後藤 淳子

庭にあるハーブの使い方やスパイスの体へ
の作用など楽しみながら行い、ハーブの風
味を「食」の面から様々な使い方で楽しむ。
（ガラムマサラ作り）（ハーブマヨネーズ作
り）

食品衛生責任者

成人

明治明野公民館

419

安部 郁子

家庭で出来る手作りパンの指導をします。

パンシェルジュ検定2級パ
ンマイスター資格取得

子ども, 青年, 成
人

大分西部公民館

417

自宅にて2011年5月から指導
歴があります。
62

№
氏名
【年中行事・冠婚葬祭】
420

大塚 まなみ

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

パーティには欠かせない基本知識のほか、
テーブルデコレーション、バルーンアートな
ど、ちょっとしたアイデアでホームパーティ
を素敵に演出できる方法をお伝えします。

２０１９年～ 誕生会、
Wedding、各種イベントを企画
しています。

一般社団法人バースデー
プランナー協会認定「バー
スデープランナー」

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

・色彩の生理的・心理的効果を暮らしに仕
事にコミュニケーションに活用します。・
パーソナルカラーを活用したカラーコー
ディネート

H18年より、大分県内を中心に
セミナーや講座を実施。短大、専
門学校での非常勤講師10年以
上

・財団法人、日本色彩研究
所認定 色彩指導者・イ
メージアップアカデミー カ
ラーセラピスト資格

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

２００５年１０月より、香りのス
クール運営での指導と園児への
嗅覚教室の指導を行っていま
す。香りの介護ケア（NHK文化
教室にて開校を一般の方向けに
致しました。）

介護アロマセラピスト

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

明治明野公民館

2005年～

食品衛生管理者

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

鶴崎公民館

平成２６年４月から指導。

NPO日本パーソナルカラー
協会認定講師SeentSation 他カラーセラピス
トまんだらぬり絵インストラ
クター/傾聴ボランティアい
ろ葉代表

青年, 成人, 高
齢者

明治明野公民館

【生活設計・ライフプラン】
421

油布 季良美

【住まい・住環境】

422

後藤 淳子

看護する方もされる方も、天然の植物から
抽出の芳香成分を含むオイルを使ったアロ
マセラピーを楽しみながら、介護にとり入れ
る。オイルを使った手足のマッサージ、気化
させて香りを楽しむ（嗅覚神経をよみがえ
らせる）匂い袋などの小物を作成など。天
然の香りで気分が和らぎ行動や不眠が改
善する。認知ケアにもとても研究が進んで
いる。

423

秋山 三昌

みそ作り、甘酒作り、塩こうじ作り、こうじ納
豆作り、石けん作り、酵素玄米作り

424

羽田 貴子

色をみかたにつける方法として自分の得意
な色の領域を知り、なりたい自分を演出す
る。

63

№

資格

指導対象

お問い合わせ先

田原 郁美

＜アロマテラピー＞植物の香りを嗅いで心
と体の健康づくりに役立てます。アロマテラ
ピーの正しい使い方、役立て方、楽しみ方
を指導します。高齢者をもつ家族の方へ芳
香浴の役立て方の指導をさせていただきま
す。

（公社）日本アロマ環境協
会認定アロマテラピーイン
ストラクター（公社）日本ア
ロマ環境協会認定アロマテ
ラピーアドバイザー特定非
営利活動法人日本メディカ
ルハーブ協会認定ハーバ
ルセラピスト

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

426

木原 今日子

その季節に合った健康美容などのテーマ
ごとに簡単な知識（期待される効果を持つ
成分とその成分を持つ精油を利用したメ
ディカルアロマの代替医療）・利用するア
ロマクラフトの作り方と使い方を指導しま
す。

2015年9月ごろ

看護師、JMAA認定アドバ
イザー・カウンセラー、
JMAACVペットアロマセラ
ピスト・ＪＰＭＡペットマッ
サージセラピスト

427

羽田 貴子

まんだらぬり絵を塗ってもらい、脳の活性化
と自己ヒーリング

平成２7年から指導。

428

羽田 貴子

色かるた・コミュニケーション・色彩ケア・ク
オリアゲームをみんなでやってみる。

平成２8年から指導。

甲斐 祐子

「おうちの紙類・書類のお片づけ講座」
「おもちゃ、子ども服お片づけのコツ」「暮
らしが楽になるキッチンのお片づけ講座」
「捨てるから始めない洋服のお片づけ講
座」

佐賀県子育て世代の就活フェス
タ（２０１６～２０１９）福岡市和白
東小学校ＰＴＡ家庭教育講座（２
０１９） など１００本以上

小形 敦子

手編みの指導 初心者から編み物の基礎
を指導。または、楽しい編み物としての指導
もします。

増田 芳子

タンスに眠っている着物を洋服にリフォーム
して、外出着や、普段着として楽しむと同時
に、資源を大切すること。製図、裁断縫い方
を指導する。

1995～1998年 コンパルホー
ルにて指導
1996～ 大分合同新聞文化教
室にて指導
1997～ コンパルホール 自主
教室を指導
2003～ サンカクヤわさだ店

425

429

氏名

指導内容

指導歴

まんだらぬり絵インストラク
ター
NPO日本パーソナルカラー
協会認定講師傾聴ボラン
ティアいろ葉代表
一般社団法人日本ライフ
オーガナイザー協会 ライフ
オーガナイザー&reg;一般
社団法人日本経営協会
ファイリングデザイナー２級

稙田公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

成人

明治明野公民館

青年, 成人, 高
齢者

稙田公民館

子ども, 青年, 成
人

稙田公民館

【洋裁・和裁・編み物・着付け】

430

431

１９９８年～
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日本編み物文化協会 指導
員・講師 会員№
2479686

№

氏名

指導内容

432

板倉 富佐子

手編〈棒針、かぎ針〉の基礎から作品つくり
まで、時には手芸品の作成等。

433

尾崎 まゆみ

ビーズアクセサリー、布小物、エコクラフト、
雑貨小物、木工雑貨、節句飾り

434

中村 節子

着物着付、礼儀作法、子ども作法

435

436

437

指導歴
コンパルホールにて創立時より3
年間。その後、坂ノ市公民館・大
在公民館において指導を行い現
在は自主サークルにおいて指導
を行っている
13年の指導歴があります。平成
16年より現在も指導していま
着付は昭和54年より、作法は平
成11年より

資格

指導対象

お問い合わせ先

日本編物文化協会(NAC)
講師会員、手編指導員、一
本針インストラクター他。

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

坂ノ市公民館

おおいた県民アカデミア大
学認定講師

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

着付教授、作法師範

子ども, 成人

大分東部公民館

2003年より教室活動開始。小
学校クラブ活動での特別講師、
各種イベントにおける講座など
指導経験多数。 現在、自主教
室・カルチャー教室を中心に公
益財団法人日本生涯学習協議
会が認定する認定講座や趣味で
楽しめる講座で指導活動中。 各
種コンクールの指導歴・入賞歴
多数あり。

ビーズアートステッチ本部
専任教授、モードジュエリー
メイキング本部専任講師、
ワイヤーレースジュエリー、
ジュエリークロッシェ、ビー
ズアートスキル ジュエル
DeCoRe、ビーズカラー
コーディネーター、天然石2
級ディプロマ、 等、公益財
団法人日本生涯学習協議
会が認定する資格、マクラ
メジュエリー、チェインメイ
ル、ビジュー・デコスイーツ、
ソウタシエ、オートクチュー
ルビーズ刺しゅう

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分南部公民館

養父 美穂子

つくりたいと思う気持ちを大切に、つくる喜
び・つける楽しみをより多くの方に知ってい
ただき、ものづくりを通しての人と人との繋
がりをコンセプトに、ジュエリー講座を行
なっています。 対象は、子どもから高齢者
まで幅広く指導可能。ジュエリーに関するさ
まざまな資格を持つので、講座内容も幅広
く指導できます。

養父 美穂子

手軽に短時間で楽しめるかぎ針編みで
ニット雑貨やニットアクセサリー作りを指導
します。 対象は、子どもから高齢者まで幅
広く指導可能。 自身もかぎ針編みの楽しさ
をより多くの方々に伝える喜びを学んでい
ます。

2011年より認定講座指導。

公益財団法人日本生涯学
習協議会認定 クロッシェ
カフェ本部専任講師

澤田 みき

基礎をしっかり指導し、小物や自分のサイ
ズのセーター等、お好みの作品作りをサ
ポートします。希望者には編み物の資格習
得もお手伝いいたします。

平成16年12月よりガーナで2
年間（あみもの、手芸等）平成
19年2月より手芸店で指導歴有
り。

日本編物検定協会審査員、
日本手芸普及協会師範
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№

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

安部 涼子

再生紙でできたエコテープでかごを編みま
す。初めての方でも1時間程度でできる簡
単なエコクラフトです。色を選び色を感じな
がら編むという作業なので、カラーセラ
ピーの効果もあります。

2012年8月 親子エコクラフト
教室開催（光吉台子ども会）
2012年11月 別府アートマン
スにてワークショップを実施

イルドクルール認定 色彩
心理カラーセラピスト

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

河﨑 恵美

初心者から経験者まで、いっしょに楽しく、
小物からベスト、セーターなどの作品作り
を「手遊びを楽しむ」をモットーに指導して
いきます。

平成２３年度より指導。

公益財団法人 日本手芸普
及協会 棒針編み・かぎ針
編み講師

青年, 成人, 高
齢者

南大分公民館

440

安部なるみ

エコクラフトバンドを使用した作品づくり
バッグ、小物入れ、置物など

エコクラフトバンドエコロ
ジー協会認定講師

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

441

渕野 恵美子

浴衣や着物、振袖についての知識や着付
について指導します。

前結び宗家 きの和装学苑
師範

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

南大分公民館

442

田中 妙子

アイシングクッキーの作り方介護技術短時
間での小物作成

日本サロネーゼ協会 アイ
シングクッキー認定講師看

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大南公民館

籐・かずら工芸「たまむすび
会」認定一級講師

成人, 高齢者

明治明野公民館

438

439

エコクラフトバンド教室としてク
ラフトルームなるみ主催
平
成24年から
平成１９年より、別府大学や
APU大学、岩田高校などで学生
や留学生に浴衣について学び、
着付けしました。

443

岡田 仲子

籐（ラタン）やかずらを使って、バッグや小
物入れ、アクセサリーなどを編みます。

2010年1月～2016年1月 な
んばパークス産経学園「籐とか
ずら工芸」講座講師2016年2
月～2019年3月 大阪産経学
園「籐とかずら工芸」講座講師
2016年10月～2019年3月
カルチャープラザ森ノ宮「籐・か
ずらアート」講座講師

444

中村 恵美

自分で着る着付け他人に着せる着付け

平成3年2月から個人にて指導
歴があります。

（社）全日本きもの振興会
総合きもの着装助教授

成人, 高齢者

大南公民館

野菜、草花、果樹、樹木の基礎的生理、栽
培の実際を見本を見せながら指導。

農業高校と農業大学校において
昭和56年より指導。現在は、大
分県立農業大学校と爽風館高
校の講師。

農業改良普及員資格、農業
教員1種免許

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

【園芸（ガーデニング・盆栽等）】
445

千鳥 安雄
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№
446

447

448

449

氏名
足達 力

指導内容
庭樹類の手入れ、整枝、剪定技法等、花木
類の接木、挿木繁殖、技法について、その
他

指導歴
昭和47年ごろより

岐部 信義

工作全般の指導。荷造ヒモでバッタ。スト
ローでエビ、サソリ。竹で笛。紙テープでコ
マ。牛乳パックでヘリコプターミニチュア。
広告紙でチョウチョウ。ペットボトルで魚釣
り、風車。門松づくり。カマボコ板で船。
ティッシュでバレリーナ等作り。

平成８年４月より

野尻 義行

郷土史 ： 座学、現場案内、解説園芸 ：
座学、栽培指導環境教育 ： 座学

小中学生指導(判田校区ふれあ
い広場活動)

田原 郁美

＜寄せ植えセラピー＞植物、花、土にふれ
五感をつかいながらの楽しい寄せ植えで
す。毎日の健康づくりに植物は力と豊かさ
をあたえてくれます。簡単につくれます。ぜ
ひみんなで楽しみましょう。

資格
大分県花き研究指導セン
ターで26年間花の研究業
務に従事。研究生等に指導

指導対象

お問い合わせ先

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分南部公民館

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

明治明野公民館

子ども, 成人, 高
齢者

大南公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

健康科学士(カイロプラク
ティック) [オーストラリア公
立マードック大学健康科学
部カイロプラクティック学科
(csc)卒業]ＷＨＯ(国際）
基準カイロプラクター

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

救急救命士

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

稙田公民館

土木・造園1級施工管理士
大分県地球温暖化防止推
進員大南地区文化財同好
会会員判田校区歴史研究
（公社）日本家庭普及協会
認定グリーンアドバイザー
日本園芸協会認定ガーデ
ンコーディネーター（公社）
日本アロマ環境協会 環境

【健康・生活習慣病予防・薬品】

450

451

安藤 隆弘

「健康は美しい姿勢とポジティブな思考か
ら」をテーマに姿勢チェックなどの実技を
交えながら「真の健康」について考えます。
「健康講座」時間は1時間半～2時間自然
医学であるカイロプラクティックの理念に
基づき、医療に頼らずいかに「健康寿命」
をのばすかを考えます。[健康講座]

足立 浩二

消防歴37年、老人、成人、幼児を持つ母親
対象救急、消防でつちかった経験を元に防
災に対する知識の伝授及び救急で心肺蘇
生、応急措置等講習、講演、講師も行う

平成18年10月より指導してい
ます。2005年以降、毎年5回程
度健康講座最近の主な指導
2011年 大南公民館 シルバー
大学 60名2012年 大分中央
公民館 女性のためのバリエー
ション講座（前期・後期）各30
名2013年 ＪＡ大分中央会 と
よレディーのつどい 80名 日出
町中央公民館 コミュニティー講
老人会、PTA、子育てサークル、
企業の心肺蘇生及び安全教育
の講習及び講師を行う。
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№

452

453

氏名

玉置 清子

成松 薫子

454

安部 涼子

455

穴見 貞子

456

穴見 貞子

457

458

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

植物の天然の香りで心と身体の調和をは
かるアロマセラピーを生活にどう役立てら
れるか。また、チャイルドケアにも導入でき
る方法を楽しく実習を交えて講習致します。

幼稚園・小学校・中学校の
PTA、県高校家庭科クラブ生や
大分市・別府市生涯学習、両市
公民館・民生委員の会、また研
修施設、企業、雑貨屋などにて
「生活に役立つアロマセラピー」
をコンセプトに講演活動を行う。
また平成18年4月からは、NPD
日本補完療法促進協会のアロマ
スクール講師を務め、平成20年
4月よりHanaAroma大分ス
クールの講師として生徒の育成
に努める。

HanaAroma認定アロマ
コーディネーター JAA日本
アロマコーディネーター協
会アロマハンドリラックス認
定 HanaAroma大分ス
クール講師

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分西部公民館

平成１５年より指導しています。

・ 食育インストラクター・
ナード・アロマテラピー協会
認定アロマテラピーインスト
ラクター ・ ハーブコーディ
ネーター ・ 調理師

子ども, 青年, 成
人

大分中央公民館

2012年11月 別府アートマン
スにてワークショップを実施。

イルドクルール認定色彩心
理カラーセラピスト

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

平成6年より指導しています。

日本切花装飾普及協会 認
定

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

平成18年より指導しています。

NPO法人花セラピスト認定

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

平成１６年４月から大分・別府・
湯布院の公民館、旅館等で指導
歴があります。

・NPO法人スキンヘルパー
フットセラピスト・チェンマイ
式タイマッサージ・ＮＰＯ法
人予防医学推進学会リンパ
セラピスト・クイックリンパセ
ラピスト・社団法人日本ア
ロマ環境協会認定アロマア
ドバイザー

青年, 成人, 高
齢者

大分東部公民館

なし

（社）日本武術太極拳連盟
公認太極拳3段（社）日本
武術太極拳連盟 公認太極
拳Ａ級指導員

成人, 高齢者

鶴崎公民館

・ アロマの製作、指導・ 食育指導・ ハー
ブを使った料理の指導
塗り絵やコラージュを用いた精神の集中や
ストレス発散、色彩心理に基づいた色彩の
活用法を考えることや、少人数やグループ
での交流等のカラーセラピーを行います。
フラワーアレンジメント （生花・造花・プリ
ザーブドフラワーを使います）
花に触れ、色、香り型を感じることにより、
心体をリフレッシュさせ傾聴し悩み疲れを
癒します。

SASA さろん岡屋 佐々木季美
枝

セルフケア、タッチケア、自分と家族のため
に体を癒しほぐしていきましょう。リンパの
流れに沿って気軽にやりましょう。

利根 信子

太極拳の基本動作から簡化24式を教えて
いきます。楽しく体を動かしながら健康増
進、筋力アップに役立つよう指導します。
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№

459

460

461

462

氏名

指導内容

田原 郁美

資格

指導対象

お問い合わせ先

＜アロマテラピー＞植物の香りを嗅いで心
と体の健康づくりに役立てます。アロマテラ
ピーの正しい使い方、役立て方、楽しみ方
を指導します。高齢者をもつ家族の方へ芳
香浴の役立て方の指導をさせていただきま
す。

（公社）日本アロマ環境協
会認定アロマテラピーイン
ストラクター（公社）日本ア
ロマ環境協会認定アロマテ
ラピーアドバイザー特定非
営利活動法人日本メディカ
ルハーブ協会認定ハーバ
ルセラピスト

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

＜アロマテラピーとメディカルハーブ＞介護
をされている家族のみなさんへ。心と体の
ケアにリフレッシュ、リラックスのできるお時
間をつくります。スプレーづくり、サシエ、香
りの使い方等

（公社）日本アロマ環境協
会認定アロマテラピーイン
ストラクター（公社）日本ア
ロマ環境協会認定アロマテ
ラピーアドバイザー特定非
営利活動法人日本メディカ
ルハーブ協会認定ハーバ
ルセラピスト

青年, 成人, 高
齢者

明治明野公民館

田原 郁美

＜アロマハンドトリートメント＞植物の香り
を役立てながら心地の良いハンドトリートメ
ントをします。家庭で役立てれるハンドト
リートメントを体験しませんか。

（公社）日本アロマ環境協
会認定アロマテラピーイン
ストラクター一般社団法人
日本フィトセラピー協会認
定ハンドケアマイスター一
般社団法人日本フィトセラ
ピー協会認定ハンドケアセ
ラピスト

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

田原 郁美

＜寄せ植えセラピー＞植物、花、土にふれ
五感をつかいながらの楽しい寄せ植えで
す。毎日の健康づくりに植物は力と豊かさ
をあたえてくれます。簡単につくれます。ぜ
ひみんなで楽しみましょう。

（公社）日本家庭普及協会
認定グリーンアドバイザー
日本園芸協会認定ガーデ
ンコーディネーター（公社）
日本アロマ環境協会 環境
カオリスタ

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

田原 郁美

指導歴
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№

氏名

指導内容

463

464

465

466

467

468

指導歴

資格

木原 今日子

その季節に合った健康美容などのテーマ
ごとに簡単な知識（期待される効果を持つ
成分とその成分を持つ精油を利用したメ
ディカルアロマの代替医療）・利用するア
ロマクラフトの作り方と使い方を指導しま
す。

2015年9月ごろ

看護師、JMAA認定アドバ
イザー・カウンセラー、
JMAACVペットアロマセラ
ピスト・ＪＰＭＡペットマッ
サージセラピスト

河村 紀子

幅広い年代の方に、ダイエット、アンチエイ
ジング、薬膳などの食に関するセミナーを
行っています。

行政、高等学校、企業、PTAなど
で講習会講師をしています。

管理栄養士、フードコーディ
ネーター、九州中医薬研究
会会員

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

平成２９年１０月～

アロマ検定１級、AEAJアロ
マインストラクター、日本化
粧品協会コスメコンシェル
ジュ、美容薬学検定１級、ハ
ワイマッサージアカデミーロ
ミロミ、ホットストーンスエー
ディッシュ修了、ポールシェ
リーアロママッサージ修了

成人, 高齢者

鶴崎公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大在公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

南大分公民館

青年, 成人

大分南部公民館

山口 久美子

精油でマッサージオイルを調合し、顔や体
のセルフリンパマッサージの仕方を指導し
ます。

吉良 由貴子

アロマ講座

平成27年から

ナードアロマテラピー協会
認定アロマアドバイザー日
本アロマ環境協会認定アロ
マアドバイザー日本メディ
カルハーブ協会認定メディ
カルハーブコーディネー
ター

柴田 太資

子どもの成長、スポーツ、生活習慣病予
防、ダイエット、骨粗しょう症、様々な目的に
合わせた食事と運動の実践法を指導しま
す。

トレーニングジムで、平成１７年２
月から指導歴があります。

２ツ星栄養コンシェルジュ

濱本 榮治

平成23年に末期がん、余命半年の告知を
受けて延命治療中であるが、闘病生活を通
じて学んだことを伝える「医療について」
「がん予防について」等

平成28年から中津市、大分市
公民館等で体験、学んだことを
講演している
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指導対象

お問い合わせ先

稙田公民館

№

469

470

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

小川 文乃

ストレス軽減を目指した講話や講座。家で
できるセルフリンパ流し講座。ストレッチ講
座など。

日出町地域子育て支援センター
HUGくみ（セルフリンパ流し講
座）湯布院公民館（心と身体の
ストレッチ講座）

イクエ式。セラピー協会認
定セラピスト日本リンパ協
会パーソナルリンパケアリ
スト

青年, 成人, 高
齢者

稙田公民館

原 理絵

目元イメチェンストレッチ！スマホやパソコ
ンなどのデジタル生活で子どもから大人ま
で下を見ている時間が長くなり、まぶたが
下がっていませんか？マスクから見える
「目」は人の印象を大きく左右します。職場
やご自宅で簡単にできる目元ストレッチで
印象をガラリと変えてみませんか？

子育てサロン、企業、各種団体で
の「目」の講座。サロンでの目元
ケア講座。

アイケアアドバイザー・色育
（いろいく）アドバイザー・
カラーセラピスト・視能訓練
士

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

金銭教育 マネーセミナー 平成
２２年より指導しています。

・ファイナンシャルプラン
ナー２級技能士・住宅ロー
ンアドバイザー・公的保険
アドバイザー・中・高教諭Ⅰ
種免許状

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

【金融・保険・税金】

471

大賀 香代

「子どものマネー教育はまず家庭から」子
どものマネー教育は、物心ついたときから
始まっています。親が人生１００年時代の知
識を身につけることで、お小遣いの与え方、
職業選択のことなど、子どもへの声掛けは
変わってきます。

【安全・防災対策】
該当なし
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№
氏名
【地域防災対策・安全】

472

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

元警察官としての経験から、交通事故や特
殊詐欺の被害に遭わない為のポイントや、
防災上の注意点等を堅苦しくなく、笑いに
のせてお届けします。

警察官として警部になった平成
13年4月から各種会議や会合
等での指導歴があります。

防災士

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分東部公民館

安藤 隆弘

「健康は美しい姿勢とポジティブな思考か
ら」をテーマに姿勢チェックなどの実技を
交えながら「真の健康」について考えます。
「健康講座」時間は1時間半～2時間自然
医学であるカイロプラクティックの理念に
基づき、医療に頼らずいかに「健康寿命」
をのばすかを考えます。[健康講座]

平成18年10月より指導してい
ます。2005年以降、毎年5回程
度健康講座最近の主な指導
2011年 大南公民館 シルバー
大学 60名2012年 大分中央
公民館 女性のためのバリエー
ション講座（前期・後期）各30
名2013年 ＪＡ大分中央会 と
よレディーのつどい 80名 日出
町中央公民館 コミュニティー講
座 50名

健康科学士(カイロプラク
ティック) [オーストラリア公
立マードック大学健康科学
部カイロプラクティック学科
(csc)卒業]ＷＨＯ(国際）
基準カイロプラクター

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

後藤 淳子

看護する方もされる方も、天然の植物から
抽出の芳香成分を含むオイルを使ったアロ
マセラピーを楽しみながら、介護にとり入れ
る。オイルを使った手足のマッサージ、気化
させて香りを楽しむ（嗅覚神経をよみがえ
らせる）匂い袋などの小物を作成など。天
然の香りで気分が和らぎ行動や不眠が改
善する。認知ケアにもとても研究が進んで
いる。

２００５年１０月より、香りのス
クール運営での指導と園児への
嗅覚教室の指導を行っていま
す。香りの介護ケア（NHK文化
教室にて開校を一般の方向けに
致しました。）

介護アロマセラピスト

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

明治明野公民館

色を生活（衣・食・住）に取り入れ、毎日を
楽しむ方法をお伝えします。

H22年から活動、生涯学習、家
庭教育、企業、団体、福祉、個
人、その他においてイベント、
ワークショップ及びセミナー、講
座等を実施。

・カラーイメージコンサルタ
ント ・色彩心理ファシリ
テーター・AFT１級 色彩
コーディネーター ・パーソ
ナルカラーアナリスト

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

井上 杉夫

【家庭系その他】

473

474

475

松尾 美子

72

№
476

477

478

氏名
松尾 美子

指導内容
様々な色のある素材に触れ、切ったり貼っ
たり、描いたり、色を楽しむ内容です。でき
た作品は、夏休みや冬休みの工作にもなり
ます。パステルアート、コラージュ、その他が

羽田 貴子

色をみかたにつける方法として自分の得意
な色の領域を知り、なりたい自分を演出す
る。

木原 今日子

その季節に合った健康美容などのテーマ
ごとに簡単な知識（期待される効果を持つ
成分とその成分を持つ精油を利用したメ
ディカルアロマの代替医療）・利用するア
ロマクラフトの作り方と使い方を指導しま
す。

479

片山 とも子

480

羽田 貴子

481

羽田 貴子

四季折々の草花をそのままの美しさを残す
押し花の保存法・技術を学びます草花の観
察愛情作品完成の喜び感動思い出がある
まんだらぬり絵を塗ってもらい、脳の活性化
と自己ヒーリング

指導歴
H23から、夏休み及び冬休みの
子ども教室、イベントにて子ども
向けワークショップ。福祉施設等
にてコラージュを実施していま

資格

指導対象

お問い合わせ先

色彩心理ファシリテーター
(イルドクルール認定)色彩
心理セラピスト

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

平成２６年４月から指導。

NPO日本パーソナルカラー
協会認定講師SeentSation 他カラーセラピス
トまんだらぬり絵インストラ
クター/傾聴ボランティアい

青年, 成人, 高
齢者

明治明野公民館

2015年9月ごろ

看護師、JMAA認定アドバ
イザー・カウンセラー、
JMAACVペットアロマセラ
ピスト・ＪＰＭＡペットマッ
サージセラピスト

地域ふれあいサロンで２回ボラ
ンティア育成クラブ

ふしぎな花倶楽部インスト
ラクター修了

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分南部公民館

まんだらぬり絵インストラク
ター
NPO日本パーソナルカラー
協会認定講師傾聴ボラン
ティアいろ葉代表

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

青年, 成人, 高
齢者

明治明野公民館

平成２7年から指導。

色かるた・コミュニケーション・色彩ケア・ク
オリアゲームをみんなでやってみる。

平成２8年から指導。

パソコンの基礎 ワード、エクセル、ハガキ作
成、インターネット、メール

H13.4～大分市IT講習サブそ
の他自教室でパソコン基礎、
ワード エクセル他 コンパル
ホール・西部公民館・ソレイユ・
主催の教室・メイン講師経験

稙田公民館

≪情報系≫
【パソコン・IT】

482

祐成 裕子
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№

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

実崎 治

パソコンの基礎 Word Excel ハガキ作
成 デジカメ活用 インターネット メール

平成13年～大分市IT講習メイ
ンインストラクターとして従事パ
ソコン基礎、Excel、Word、ハガ
キ作成、デジカメ、ホームページ
作成 を実施

コンピューター サービス技
能 3級表計算技師

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分東部公民館

百﨑 典宜

運動会・学芸会・入学式・卒業式などでの
写真や動画の撮り方と編集▲写真や動画
を撮る前に▲写真や動画の撮り方▲写真
や動画の編集

公民館教室講師H22～、公民館
教室講師補助H28~、家庭教育
学級講師H28～、民間カル
チャー教室講師H20～、ボラン
ティア団体教室講師H27～

高校一種教員免許（公
民）、基本情報技術者試
験、Webクリエーター上級

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

草野 達也

ワード、エクセル、パワーポイントを使ったは
がき作りや、お絵かき、PTA資料の作り方、
プログラミングなど、すぐに役に立つものに
主眼を置きながら、楽しく学ぶ事をモットー
に指導致します。

自身で運営しているスタディPC
ネット大分高城校にて、2017年
5月よりパソコン教室のインスト
ラクターを行っています。

マイクロソフトオフィススペ
シャリストOffice2013
（Word、Excel、
PowerPoint）、
Office2016（Excel）

子ども, 成人, 高
齢者

明治明野公民館

486

百﨑 典宜

「デジカメやスマホ・タブレットで撮った写
真や動画を管理する方法」▲パソコンに保
存する。 ▲クラウドを活用する。

公民館教室講師H22～、公民館
教室講師補助H28~、家庭教育
学級講師H28～、民間カル
チャー教室講師H20～、ボラン
ティア団体教室講師H27～

高校一種教員免許（公
民）、基本情報技術者試
験、Webクリエーター上級

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

487

小田 朋子

・パソコン関係一般 インターネット、メー
ル、ドキュメント作成など

基本情報技術者試験初級
システムアドミンストレー

子ども, 高齢者

稙田公民館

コンピューター サービス技
能 3級表計算技師

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分東部公民館

情報処理技術者試験二種・
一種・特種

成人

野津原公民館

高校一種教員免許（公
民）、基本情報技術者試
験、Webクリエーター上級

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

483

484

485

氏名

【コンピュータ・情報処理技術】
488

実崎 治

パソコンの基礎 Word Excel ハガキ作
成 デジカメ活用 インターネット メール

489

小野 雄司

パソコン操作の基本から応用までの指導。
パソコンを使った情報処理の指導。

百﨑 典宜

「デジカメやスマホ・タブレットで撮った写
真や動画をパソコンで編集する方法」▲ソ
フトの使い方 ▲写真や動画の編集

490

平成13年～大分市IT講習メイ
ンインストラクターとして従事パ
ソコン基礎、Excel、Word、ハガ
キ作成、デジカメ、ホームページ
パソコン塾自営。学校でのパソ
コン講師。公民館でのパソコン
講師。パソコンサロン主催(パソ
コンサポート)
公民館教室講師H22～、公民館
教室講師補助H28~、家庭教育
学級講師H28～、民間カル
チャー教室講師H20～、ボラン
ティア団体教室講師H27～
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№

氏名

491

百﨑 典宜

492

竹林 美伽

493

小田 朋子

指導内容
「スモールオフィスやグループ・ボランティ
ア活動にも役立つ表計算ソフトと文書作成
ソフトの使い方」▲名簿・会計帳簿・予定
表の作成管理 ▲案内状・報告書・回覧板
の作成
タブレットを使って気軽に、プログラミング
とコンピュータの仕組みを学びます。難しい
キーボード入力操作等は不要です。直感で
操作ができるビジュアルプログラミング（ビ
スケット等）アプリを使用します。
初級プログラミングスクラッチの使い方な
ど

指導歴
公民館教室講師H22～、公民館
教室講師補助H28~、家庭教育
学級講師H28～、民間カル
チャー教室講師H20～、ボラン
ティア団体教室講師H27～
ワークショップ工房という名称で
活動しています。平成30年8月
からあ児童クラブや校区公民館
等でワークショップを開催し、指
導して参りました。

資格

指導対象

お問い合わせ先

高校一種教員免許（公
民）、基本情報技術者試
験、Webクリエーター上級

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

ビジュアルプログラミング
言語viscuitファシリテータ

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大南公民館

・初級システムアドミンスト
レーター・基本情報技術者

子ども

稙田公民館

パソコン塾自営。学校でのパソ
コン講師。公民館でのパソコン
講師。パソコンサロン主催(パソ
コンサポート)

情報処理技術者試験二種・
一種・特種

成人

野津原公民館

公民館教室講師H22～、公民館
教室講師補助H28~、家庭教育
学級講師H28～、民間カル
チャー教室講師H20～、ボラン
ティア団体教室講師H27～

高校一種教員免許（公
民）、基本情報技術者試
験、Webクリエーター上級

子ども, 成人, 高
齢者

大分西部公民館

【メディアリテラシー】
494

495

496

497

小野 雄司

パソコン操作の基本から応用までの指導。
パソコンを使った情報処理の指導。

百﨑 典宜

「子どもと一緒に学ぶインターネットで情報
閲覧・共有・発信」▲インターネットブラウ
ザ ▲メール ▲コミュニケーションアプリ
▲SNS▲Googleマップ/フォト ▲
YouTube ▲ブログ・ホームぺージ▲著
作権・肖像権・個人情報・モラル・セキュリ
ティについて ▲親子で約束

百﨑 典宜

「インターネットで情報閲覧・共有・発信」
▲インターネットブラウザ ▲メール ▲コ
ミュニケーションアプリ ▲SNS▲Google
マップ/フォト ▲YouTube ▲ブログ・
ホームぺージ▲著作権・肖像権・個人情
報・モラル・セキュリティについて

公民館教室講師H22～、公民館
教室講師補助H28~、家庭教育
学級講師H28～、民間カル
チャー教室講師H20～、ボラン
ティア団体教室講師H27～

高校一種教員免許（公
民）、基本情報技術者試
験、Webクリエーター上級

青年, 成人, 高
齢者

大分西部公民館

百﨑 典宜

「YouTubeで動画を閲覧・アップロード・
共有・公開する方法」▲登録 ▲動画を
アップロードする前に ▲アップロード ▲
著作権・肖像権・個人情報について ▲共
有と公開

公民館教室講師H22～、公民館
教室講師補助H28~、家庭教育
学級講師H28～、民間カル
チャー教室講師H20～、ボラン
ティア団体教室講師H27～

高校一種教員免許（公
民）、基本情報技術者試
験、Webクリエーター上級

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館
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№

498

499

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

百﨑 典宜

「デジカメやスマホ・タブレットで撮った写
真や動画をスマホ・タブレットで編集する方
法」▲アプリの使い方 ▲写真動画の編集

公民館教室講師H22～、公民館
教室講師補助H28~、家庭教育
学級講師H28～、民間カル
チャー教室講師H20～、ボラン
ティア団体教室講師H27～

高校一種教員免許（公
民）、基本情報技術者試
験、Webクリエーター上級

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

百﨑 典宜

「スマホ・タブレットでもできる年賀状や暑
中見舞いなどの作り方」▲アプリの使い方
▲年賀状や暑中見舞いなどの作り方

公民館教室講師H22～、公民館
教室講師補助H28~、家庭教育
学級講師H28～、民間カル
チャー教室講師H20～、ボラン
ティア団体教室講師H27～

高校一種教員免許（公
民）、基本情報技術者試
験、Webクリエーター上級

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

小野 雄司

パソコン操作の基本から応用までの指導。
パソコンを使った情報処理の指導。

パソコン塾自営。学校でのパソ
コン講師。公民館でのパソコン
講師。パソコンサロン主催(パソ
コンサポート)

情報処理技術者試験二種・
一種・特種

成人

野津原公民館

百﨑 典宜

「新聞を作ろう」▲新聞を作る前に▲取材
対象▲調べる・聞く・書く・見る・撮る・比べ
る▲引用・著作権・肖像権・個人情報につ
いて▲レイアウト（紙面構成、見出しなど）
について

公民館教室講師H22～、公民館
教室講師補助H28~、家庭教育
学級講師H28～、民間カル
チャー教室講師H20～、ボラン
ティア団体教室講師H27～

高校一種教員免許（公
民）、基本情報技術者試
験、Webクリエーター上級

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

パソコン操作の基本から応用までの指導。
パソコンを使った情報処理の指導。

パソコン塾自営。学校でのパソ
コン講師。公民館でのパソコン
講師。パソコンサロン主催(パソ
コンサポート)

情報処理技術者試験二種・
一種・特種

成人

野津原公民館

【編集・制作】

500

501

【情報系その他】

502

小野 雄司
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№
氏名
≪福祉系≫
【介護・看護】

503

504

505

506

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

後藤 淳子

看護する方もされる方も、天然の植物から
抽出の芳香成分を含むオイルを使ったアロ
マセラピーを楽しみながら、介護にとり入れ
る。オイルを使った手足のマッサージ、気化
させて香りを楽しむ（嗅覚神経をよみがえ
らせる）匂い袋などの小物を作成など。天
然の香りで気分が和らぎ行動や不眠が改
善する。認知ケアにもとても研究が進んで
いる。

２００５年１０月より、香りのス
クール運営での指導と園児への
嗅覚教室の指導を行っていま
す。香りの介護ケア（NHK文化
教室にて開校を一般の方向けに
致しました。）

介護アロマセラピスト

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

明治明野公民館

渡邉 陽子

いのちの授業自信を持ち今を大切に生き
る。自分軸のつくり方を講演・研修してい
る。

副看護師長として、人材育成に
関わる。大分合同新聞文化講座
教室高校看護科担任別府大学
コーチング論非常勤講師

看護師

青年, 成人

佐賀関公民館

加藤 広文

認知症介護者の方へ、認知症について、関
わり方、介護者の心のケアの方法等をワー
クや体操を取り入れて指導します。

令和４年 大分市長寿福祉課主
催 大分県介護福祉士会受託事
業 認知症の理解において、講師
経験があります。

介護福祉士認知症介護実
践者研修修了認知症介護
実践者リーダー研修修了認
知症介護管理者研修修了

青年, 成人, 高
齢者

坂ノ市公民館

加藤 広文

認知症予防に関心のある方を対象に、非
薬物療法である回想法を主として、歌やク
イズ、ワークを通じて楽しく指導します。

令和４年 大分市長寿福祉課主
催 大分県介護福祉士会受託事
業 認知症の理解において、講師
経験があります。

介護福祉士認知症介護実
践者研修修了認知症介護
実践者リーダー研修修了認
知症介護管理者研修修了

成人, 高齢者

坂ノ市公民館

ＮＰＯ法人セルフ・カウンセリング協会の認
定を受け、傾聴、カウンセリングを行ってい
る。

老人ホームに訪問し傾聴ボラン
ティアを実施した。

傾聴士（ＮＨＫ、社会通信教
育協会）

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

発達障がい、てんかんへの理解と対応

平成元年４月から特別支援学校
や各種団体等で指導歴がありま

医師免許 精神保健指定医

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

ユニバーサルデザインを考慮した太極拳と
呼吸法介護支援・介護予防 Any3
TAICHI（車いすの方や老人ホームetc）

平成２６年９月から指導歴があり
ます。

楊名時太極拳師範(日本健
康太極拳協会）

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

鶴崎公民館

【高齢化・少子化】
507

吉武 国雄

【社会福祉（障害者・高齢者福祉・年金等）】
508

釘宮 誠司

【福祉系その他】
509

古賀 恵理子
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№

510

511

512

513

氏名

指導内容

指導歴

廣瀬 浩美

アロマセラピーの基礎～高齢者に対しての
膝ケアの仕方方法介護をする方へのアロ
マセラピーの活用法

平成20年４月より指導していま
す。

佐藤 智美

折紙は、認知症の予防になると言われる日
本の伝統文化の一つの遊びです。
window.parent.CKEDITOR._[conte
ntDomReadyInstructorDetail0Con
tentInfo"]( window );指先を使って、
紙を折りたたむことで、様々な作品が完成
し、その喜びが楽しみになり、人とのコミュ
ニケーションが生まれます。"

平成２４年より指導しています。

指導対象

お問い合わせ先

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

日本折紙協会折紙講師ヘ
ルパー２級保育士

高齢者

大分中央公民館

田原 郁美

＜アロマハンドトリートメント＞植物の香り
を役立てながら心地の良いハンドトリートメ
ントをします。家庭で役立てれるハンドト
リートメントを体験しませんか。

（公社）日本アロマ環境協
会認定アロマテラピーイン
ストラクター一般社団法人
日本フィトセラピー協会認
定ハンドケアマイスター一
般社団法人日本フィトセラ
ピー協会認定ハンドケアセ
ラピスト

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

田原 郁美

＜寄せ植えセラピー＞植物、花、土にふれ
五感をつかいながらの楽しい寄せ植えで
す。毎日の健康づくりに植物は力と豊かさ
をあたえてくれます。簡単につくれます。ぜ
ひみんなで楽しみましょう。

（公社）日本家庭普及協会
認定グリーンアドバイザー
日本園芸協会認定ガーデ
ンコーディネーター（公社）
日本アロマ環境協会 環境
カオリスタ

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

78

資格
・JAA 日本アロマコーディ
ネーター協会インストラク
ター（認定校）・日本膝ケア
協会インストラクター・介護
アロマセラピスト

№

514

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

加藤 広文

高齢者の方を対象に、回想法を主として、
歌や体操、ワークを通じて脳のトレーニング
を楽しく指導します。

令和４年 大分市長寿福祉課主
催 大分県介護福祉士会受託事
業 認知症の理解において、講師
経験があります。

介護福祉士認知症介護実
践者研修修了認知症介護
実践者リーダー研修修了認
知症介護管理者研修修了

高齢者

坂ノ市公民館

硬式テニスにおける準備体操ストレッチと
テニスの基礎練習。基礎体力を作りなが
ら、楽しい試合形式の練習をします。

硬式テニス平成3年より高校生
の指導しています。

(元）日本テニス連盟
級審判員

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

ジュニア～一般へのバドミントン競技指導

昭和６１年（１９８６年）からス
ポーツ少年団バトミントンクラブ
指導大分市バドミントン協会

日本スポーツ協会公認ス
ポーツ指導員スポーツ少年
団認定育成員公認障害者
中級スポーツ指導員

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

バトミントンの基本～ゲーム形式体力作り
から試合形式の指導 練習後の体のケア

平成２年～２２年 大分市コンパ
ルホールレディースバドミントン
教室指導平成２年～１７年女性
のクラブチームを指導平成２３年
～総合型地域スポーツクラブ
「明ゆうクラブ」指導

日本体育協会公認スポー
ツ指導者バドミントンコーチ

成人, 高齢者

明治明野公民館

乳幼児, 子ども,
青年, 成人

大在公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

野津原公民館

高齢者

佐賀関公民館

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

稙田公民館

≪体育・スポーツ系≫
【球技（ﾃﾆｽ・卓球・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・ｻｯｶｰ等）】
515

516

517

千鳥 安雄

島田 勉

綿谷 信子

518

姫野 恵一

サッカー、フットサルの指導

平成17年から指導歴があります

519

波多野 浩

初心者向け、ギター・ベース・ドラムス・バン
ドクリニック

平成16年５月から指導歴あり

① 卓球の試合形式での練習② 卓球前の
体操・トレーニング

① 平成２２年度から（卓球の試
合形式での練習）② 平成３０年
１月から（卓球前の体操・トレー
ニング）

幼児から高齢者の運動、ストレッチ体操は
機械体操専門に。

昭和５４年から指導歴がありま
す。

520

佐藤 幹義

C

日本サッカー協会A級指導
者日本サッカー協会サッ
カー3級審判日本サッカー
協会フットサル4級審判
財団法人 音楽文化創造
音楽検定4級
ＮＰＯ法人全国ラジオ体操
連盟公認ラジオ体操指導
士（２級）、大分市民健康づ
くり運動指導者

【水泳】
該当なし
【体操・トレーニング・ヨガ・エアロビ】
521

相浦 広子

79

日本体操協会 Ｃ級、 大分
県体操協会 Ｃ級日本レク
２級、県レク２級スポーツ少
年団指導員学校部活指導

№

522

523

524

525

526

氏名

安部 ケイ子

安部 ケイ子

竹山 武志

倉掛 紀美代

染川 由香

指導内容

指導歴

親子ふれあい体操

生涯学習指導者に登録後、数回
依頼があり指導。坂ノ市校区公
民館での親子ふれあい体操実
施したこともあり。

脳を活性化させる簡単な体操、いすに腰か
けてできる有酸素運動、ソフトジム(小さな
ボール)やタオルを使った筋力トレーニング

H6.4～H7.8 大分県地域成人
病検診センター健康増進部に
て、健康体操の講師経験あり
H17.6～ 3カ所の自治公民館
での高齢者指導を行っていま

心とからだの健康づくり。養生法、お手当て
などと共に命の授業、交通安全指導の講
師も務めている。

子どもの体操、健康体操、ラジオ体操

ヨガ (しっかりと動くスタイルのヨガの指
導）

指導対象

お問い合わせ先

高齢者

坂ノ市公民館

高齢者

坂ノ市公民館

平成７年より、各公民館等にて指
導歴があります。

保健・体育教員免許 ヘル
スケアトレーナー 柔道整復
師免許 心理相談員大分市
交通指導員 交通安全協会
大分南野津原分会理事

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

野津原公民館

教職10年、社会体育45年、子
ども体操（体力向上）40年

高等学校保健体育2級免
許、トレーナー2級免許、中
学校保健体育1級免許、ラ
ジオ体操指導者1級免許、
新体操審判2級免許

子ども, 成人, 高
齢者

大分南部公民館

平成１９年７月から指導

IYC(インターナショナルヨ
ガセンター) 「きれいになる
ヨガ」インストラクター資格
「Slow-Flow YOGA」イ
ンストラクター資格
ハタヨガ講師認定リストラ
ティブヨガインストラクター
認定

成人

南大分公民館

80

資格
中学校・高等学校保健体育
教諭免許日本ホリスティッ
クコンディショニング協会公
認 フィジカルコンディショ
ナー
大分県知事認定 ヘルス・
サポート・トレーナー日本ホ
リスティックコンディショニ
ング協会公認フィジカルコ
ンディショナー

№

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

伊澤 和子

・ラジオ体操のように気軽にできるラジヨガ
体操・体をほぐしながら行うハタヨガ・ス
ポーツ感覚で楽しく体を動かせるスロー・
フロー・ヨガ・上級者向けアシュタンガヨ
ガ。詳しい内容は「http://wakoyoga.sakura.ne.jp」

サークル、自宅スタジオで7年２
００７年４月より指導

IYC(International
Yoga Center)認定ラジヨ
ガ、ハタヨガ指導者、スロー
フローヨガ、アシュタンガヨ
ガ各指導者

青年, 成人

大南公民館

528

MDL ダンススクール

初心者を対象としたレッスンなので、ダンス
の経験の無い人でも安心。リズムの取り方
から体の使い方を丁寧に指導いたします。
楽しみながら学べるアットホームなレッスン
です。

MDLダンススクールの講師とし
て、10年間幼時から大人まで幅
広い年齢層を指導。（平成29年
度時点）保育園行事などで、振
り付けと指導を担当したことがあ
ります。

ダンス体操スポーツ

子ども, 青年, 成
人

大分西部公民館

529

横山 絹子

ストレッチ、体力・筋力アップ運動、リラック
ス運動

昭和63年より

日本3B体操協会指導士

成人, 高齢者

大分西部公民館

平成19年から

大分市民健康づくり運動指
導者（平成１８年取得）
NHKラジオ体操1級指導
者(平成２７年１級取得）食
生活改善指導員（料理指
導）平成24年～、救急救命
指導員（指導資格あり）平
成21年～、防災士

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

527

氏名

指導内容

530

植木 節子

高齢者の健康づくり運動の指導と栄養・知
識に関する指導。救急救命指導員として応
急処置の仕方等の指導。食生活改善推進
員として料理・栄養の指導。

531

古賀 恵理子

気功太極拳、八段錦、24式、呼吸法

平成22年7月から指導歴があり
ます。

楊名時太極拳師範(日本健
康太極拳協会）

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

鶴崎公民館

532

菅 美代子

ピラティス、ハタヨガ、介護予防体操肋骨エ
クササイズ～カキラ（KaQiLa)～・・・背
骨・骨盤をととのえる頑張らないエクササイ
ズです。

平成１０年より指導をしていま
す。

各々の指導者資格

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分南部公民館

533

倉掛 賢裕

ラジオ体操・みんなの体操

平成２１年から指導しています。

ラジオ体操1級指導士

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分南部公民館

81

№

534

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

宮崎 誉子

呼吸を中心に身体を動かすことによって、
心身ともに明るく元気で楽しい毎日を送る
ことができますようにをモットーに指導しま
す。

徳島県で3年程気功会を行って
いました。

風十気功2級

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

社会教育課

平成17年10月～トップウェルネ
ス大分平成19年5月～大分市
大南公民館の講座にてピラティ
スの指導しています。平成24年
6月～明野総合型地域クラブに
て健康体操教室の指導していま
す。

ＥＴＰマットピラティス（ベー
シック、アドバンス）コース
終了大分市民健康づくり運
動指導者養成講座終了

成人, 高齢者

大分中央公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

535

猪頭 香織

ストレッチ、呼吸法、体幹エクササイズ、ピラ
ティス、ベーシックバレー、バレエピラティ
ス、高齢者の運動等日々の心身の凝りをほ
ぐして頂ける時間を作っていけたらと思って
おります。

536

大野 ミチル

笑いヨガ

平成２４年から指導歴がありま
す。

537

大野 ミチル

ZUMBA

平成２４年から指導歴がありま
す。

Loughter Yoga
International
University認定笑いヨガ
AFAA プライマリー認定
ZUMBA インストラクター

538

新原 徳子

ヨガ（ハタヨガ・リラックスヨガ・アロマヨ
ガ）

２０１２年から指導

RYT２００取得

利根 信子

太極拳の基本動作から簡化24式を教えて
いきます。楽しく体を動かしながら健康増
進、筋力アップに役立つよう指導します。

なし

（社）日本武術太極拳連盟
公認太極拳3段（社）日本
武術太極拳連盟 公認太極
拳Ａ級指導員

成人, 高齢者

鶴崎公民館

後藤 優太

スポーツ現場で５年間トレーナーとして活
動してきたことを生かし、正しい姿勢づくり、
ストレッチ、トレーニング方法、健康づくりな
どの様々なニーズにあったものが提供でき
る。

東明高校ラグビー部で平成２５
年４月から指導歴があります。東
明高校野球部で平成２７年１０
月から指導歴があります。

日本体育協会公認 アスレ
ティックトレーナーJATI ト
レーニング指導者健康運動
実践指導者

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分南部公民館

後藤 あゆみ

心身共に不安のある方、ヨガ初心者も気軽
に楽しめるゆっくりとできるヨガです。自身
と向きあい、心と身体のバランスを整え、免
疫力を高めていきます。

大分市東部方面２０１４年秋より
指導歴があります。

NSY認定修了ワナカムヨガ
スクールシニアヨガ
（part1）修了龍村式ヨガ
修了

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

539

540

541

82

子ども, 青年, 成
人, 高齢者
青年, 成人, 高
齢者

稙田公民館
大分南部公民館

№

氏名

指導内容

542

佐藤 幹義

① 卓球の試合形式での練習② 卓球前の
体操・トレーニング

543

大野 ミチル

美ユーティー BodyWave

平成２６年から指導歴がありま
す。

544

大野 ミチル

太極舞

平成２５年から指導歴がありま
す。

武生 和子

クレヨン・クレパス・色鉛筆による絵画水彩
画、油絵、ちぎり絵、貼り絵、デッサン読み
聞かせ少々体操

社会福祉センターで指導コンパ
ルホール、地区公民館で指導ホ
ルトホール、コンパルホールで読
み聞かせ学習塾経営時読み聞
かせ

加来 末知子

音楽（ラテン）に合わせて、楽しく全身を動
かすダンスフィットネスを行います。

547

548

545

546

指導歴
① 平成２２年度から（卓球の試
合形式での練習）② 平成３０年
１月から（卓球前の体操・トレー
ニング）

指導対象

お問い合わせ先

高齢者

佐賀関公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

絵画教室指導者証健康づ
くり運動指導者証ＪＰＩＣ読
み聞かせサポーター

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

地区の集会所などで平成29年
3月からサークルを通じて指導を
しています。

ZUMBAインストラクター

青年, 成人

大南公民館

渡辺 ゆう子

体の不調改善の為のリンパケア指導自己
セルフケア体操の指導

・平成28年から個人サロンに
て、個別指導、健康相談・公民館
主催出前教室にて、リンパケア
講師

さとう式リンパケア セルフ
ケアマスター看護師国家資
格(正看護師免許)

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

野津原公民館

伊南 純一

ストレッチ・トレーニング

コンパルホール・社会保険セン
ター・社会福祉法人新樹会スペ
イン・サラマンカでの指導歴あり

公認トレーニング指導士

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

83

資格
ＮＰＯ法人全国ラジオ体操
連盟公認ラジオ体操指導
士（２級）、大分市民健康づ
くり運動指導者
AFAAプライマリー認定 美
ユーティーBodyWaveイン
ストラクター
AFAAプライマリー認定 イ
ンストラクター

№

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

後藤 梨花子

女性向けのシェイプアップやリフレッシュを
目的としたヨガレッスンです。深い呼吸と
ポーズで心身を整えます。一人一人の身体
に合わせて指導しますので、初心者の方も
大歓迎です。

令和２年４月より指導

ヨガインストラクター

成人

鶴崎公民館

長瀨 稜

高齢者及び初心者に対する簡単な体操。
その後にストレッチで気持ちよく体を伸ばし
ましょう。運動が苦手な方も楽しめるクラス
です。

フィットネスクラブで平成29年4
月から指導をしています。

・PHIピラティスインストラ
クター マットⅠ＆Ⅱ・
NSCA-CPT・カナダス
ポーツ指圧セラピスト

成人, 高齢者

稙田公民館

相澤 真紀子

今の自分にできること リラクゼーションピ
ラティス 背骨を動かす 美しい鎖骨・クビ
レを創る 肩甲骨は動かせる 股関節周り
を鍛える 骨盤を整える 筋肉を付ける 美
しく立つ・歩く・座るを目指す

あけの鶴亀（マクロビ食品店）に
て

ピラティスインストラクター

成人

大分中央公民館

552

松下 佳菜

ストレッチ等を取り入れ、ヨガのポーズで心
と身体を解します。

平成２９年より指導

全米ヨガアライアンスRYT
２００

553

戸次 久美

ストレッチ体操・リズムダンス手具体操（お
手玉・セラバンド）等

平成１６年１１月より

真美健康体操協会インスト
ラクター

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

坂ノ市公民館

乳幼児, 子ども,
成人

坂ノ市公民館

549

550

551

554

吉永 佐絵子

健康寿命の延伸の為に、ストレッチや筋トレ
等の必要な運動を楽しくご指導致します。

２００３年より、スポーツインスト
ラクターをしています。

・健康運動指導士・大分県
ヘルスサポートトレーナー・
ZUMBAインストラクター
（KIDS、GOLD、ダンベ
ル、ステップ台）

555

吉永 佐絵子

親子エアロビクス親子で楽しく体を動かし
ましょう

２００３年より、市内の子どもルー
ムにて親子エアロビのボランティ
アを継続中です。

・健康運動指導士・大分県
ヘルスサポートトレーナー・
ZUMBAインストラクター

84

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者
子ども, 青年, 成
人, 高齢者

鶴崎公民館
稙田公民館

№

556

557

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

吉永 佐絵子

ZUMBA GOLD高齢者向けのダンスエク
ササイズです音楽を楽しみながら体を動か
しましょう

２０１２年より、ZUMBAインスト
ラクターをしています。

・ZUMBA GOLD・健康
運動指導士

高齢者

坂ノ市公民館

吉永 佐絵子

ZUMBA KIDS子ども向けのダンスエク
ササイズです世界の音楽を楽しみながら体
を動かしましょう

２０１２年より、ZUMBAインスト
ラクターをしています。

・ZUMBA KIDS・健康運
動指導士

子ども

坂ノ市公民館

平成7年から

公益社団法人日本武術太
極拳連盟公認指導資格A
級

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

佐賀関公民館

松山市のスポーツ振興財団や市
民ランニングクラブで平成２９年
４月から指導歴があります。

中・高保健体育専修免許
ＪＡＡＦ公認ジュニアコーチ
スポーツリズムトレーニング
ディフューザー アスリート
フードマイスター３級

青年, 成人, 高
齢者

坂ノ市公民館

平成１６年１０月から指導歴があ
ります。

土木施工管理技士、防災
士、刈払機講習、造園施工
管理技士、応急手当普及員
講習

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

【ニュースポーツ】
該当なし
【ゴルフ・スキー・スケート】
該当なし
【武道（柔道・剣道等）】

558

上野 博子

一般基礎体操、高齢者用体操、簡単気功、
一般～高齢者太極拳

【ランニング】

559

板井 昌太

走るのみならず、走る前には走るために必
要な動きづくりを行って、正しいフォームを
作っていき、ランニングに取り組みます。ま
たかんたんな体幹トレーニングも行います。

【ハイキング・登山】
該当なし
【野外活動】

560

佐藤 秀吉

竹細工(工作) ロープワーク アウトドア
野外活動

85

№
氏名
【レク・体力づくり】

561

藤瀬 孝

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

健康・体力の維持・増進に関する内容
「医・科学に関すること、人間の身体の素晴
らしさ」について「Cybernetics(サイバネ
ティクス)」の考え方長寿のための医科学

大分大学教育学部体育学科(昭
和30年～平成8年) 鹿屋体育
大学体育学、講座(平成8年～平
成10年) 大分県スポーツ医科
学委員会(平成元年～平成9年)
福岡医療学院（教授）地域住民
の健康つくり運動で講演、簡単
な体操、あたまの体操等(認知症
予防)、教授歴63年

大分大学名誉教授 福岡
医療専門学校・教授

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

子ども, 青年, 成
人

鶴崎公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

乳幼児, 子ども,
青年, 成人

稙田公民館

青年, 成人, 高
齢者

稙田公民館

乳幼児, 子ども,
青年, 成人

大在公民館

乳幼児, 子ども,
成人

大分西部公民館

タクティカルトレーニングの仕方、軽フィジ
カルトレーニングの仕方、ジャパン・ブズカ
シ（創作スポーツ）
あらゆる年代にわたり、ゲーム、ダンス、ソ
ングの指導をします。

562

衛藤 利一

563

中尾 千恵子

564

渕野 チエミ

幼児体育、レクリエーション等、乳幼児教
育、家庭教育

565

昇 健

・ウォーキングの基礎についての講習や、
ウォーキングの実践についての講習を行
う。・歴史ある四国遍路、特に歩き遍路につ
いての具体的内容や実践に関する講習を
行う。

レク全般について、昭和６１年よ
り指導歴があります。
平成元年より保育士、幼稚園教
員。レクリエーションインストラク
ター、体育指導員として１０年以
上。
稙田公民館等で、平成１６年４月
から指導歴があります。遍路に
興味を持つ知人等に対し、講話
や現地実践等を平成２９年１０月
から指導歴があります。

566

姫野 恵一

サッカー、フットサルの指導

平成17年から指導歴があります

坂 大二郎

楽しみながら、基本運動。歌と踊りと遊びを
織りまぜた全身運動で、走る、跳ぶ、投げる
などの基本運動を養います。

保育園で4年間勤務

567

86

日本レクレーション協会公
認 レクコーディネーター
保育士、幼稚園教員、レク
リェーションインストラク
ター、幼児体操指導員保育
サポーター、発達支援員
日本ウォーキング協会公認
指導者大分市民健康づくり
運動指導者ヘルス・サポー
ト・トレーナー四国八十八ヶ
所霊場会公認先達
日本サッカー協会A級指導
者日本サッカー協会サッ
カー3級審判日本サッカー
協会フットサル4級審判
保育士体育教師

№

568

569

570

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

藤田 節子

ストレッチ、体操、幼児に対するリズムダン
ス、レクリエーション、レクリエーションダン
ス、フォークダンスで交流をまじえて健康と
体力づくりを行う。

昭和53年より、ボランティア子ど
もルームでは平成8年より

日本フォークダンス連盟の
資格があり、1,2級は全国
で、3,4級は県内で行える。

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大南公民館

藤田 節子

子どもルームでのリズム教室。以前子ども
達（小学生）に10年位指導。高齢者、成人
向き、介護施設訪問。いきいき健康教室で
体操とレクダンスと民族の踊り、フォークダ
ンスを交流と体力づくりをする。

2級10年～35年 指導歴は昭
和52年より（大分フォークダンス
連合会の指導者は4級以上の資
格者）

レクリエーション2級 フォー
クダンス2級 スコティッシュ
ダンスinternational
teacher資格、会員も指導
者は資格保持者。

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大南公民館

子ども達平成13年から、高齢者
平成13年から 成人・子供に対
しては昭和57年から。

保母資格、フォークダンス２
級、レクリエーション２級

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大南公民館

昭和50年より

フォークレクダンス1級 レク
リエーションダンス2級 レ
クリエーション2級

青年, 成人, 高
齢者

大南公民館

室内でできるスロージョギング健康法

平成２４年１月より市営陸上競
技場にて指導

大分市陸上競技協会会長

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分南部公民館

藤瀬 孝

健康の維持・増進、長寿のための医科学等

大分大学教育学部体育学科(昭
和30年～平成8年) 鹿屋体育
大学体育学、講座(平成8年～平
成10年) 大分県スポーツ医科
学委員会(平成元年～平成9年)
地域住民の健康つくり運動で講
演、簡単な体操、あたまの体操
等(認知症予防)

大分大学名誉教授 福岡
医療専門学校・副校長(教
授)

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

神﨑 俊生

レクリエーションゲーム、シンキングゲーム、
ニュースポーツ、手作りレク遊具等のレクリ
エーションに係わる企画。立案・運営・指導
をします。

大分県レクリエーション協会、大
分市レクリエーション協会等で、
昭和49年10月よりレクリエー
ションの企画・立案・運営・指導
を行っています。

レクリエーション・インストラ
クター・チャレンジ・ザ・ゲー
ム審判員、ダーツ、フライン
グディスク、他各協会の公
認指導員

藤田 節子

571

藤田 節子

572

河野 信治

573

574

介護施設、子供ルームでのリズム教室リズ
ム運動でのコミュニケーション作りと手作り
おもちゃで遊ぶ
フォークダンス・レクリエーションを通してコ
ミュニケーション作りと健康保持のために、
年齢にあった指導を行う。学校教育にも２４
年度からフォークダンスも加入可となり、子
どもたちの交流を体力につとめる。
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佐賀関公民館

№

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

575

柴田 太資

子どもの成長、スポーツ、生活習慣病予
防、ダイエット、骨粗しょう症、様々な目的に
合わせた食事と運動の実践法を指導しま
す。

トレーニングジムで、平成１７年２
月から指導歴があります。

２ツ星栄養コンシェルジュ

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

南大分公民館

576

赤星ノブ子

疾病予防及び健康増進のための健康体操

昭和56年より10か所で教室を
開いている

健康体操の初段

青年, 成人, 高
齢者

野津原公民館

加来 末知子

シナプソロジー（脳活性化プログラム）に
て認知機能の維持向上を目的とした簡単
な運動をしたあと、椅子に座っての体操や
ラテンの音楽に合わせたダンスを指導しま
す。

令和元年7月より、Nスポ（七瀬
スポーツクラブ）にて高齢者の皆
さま対象に指導しています。

シナプソラジーインストラク
ターZUMBA GOLD イン
ストラクター

高齢者

大南公民館

577
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№

578

579

氏名

安藤 隆弘

岩本 康伸

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

リズムに乗って体を動かし、、運動能力、身
体機能を高めます。バランス感覚の向上、
ボディコントロールの上達、リズム感の養
成、故障リスクの軽減などを目的にトレー
ニングを行います。

２０１８年 ２月 中学生教室で指
導しています。（大銀ドーム体育
室）２０１８年 ３月 中学高校生
教室で指導しています。（大洲体
育館）２０１８年 ４月 中学高校
生教室で指導しています。（コン
パルホール体育室）２０１８年 ５
月 中学生教室で指導していま
す。（大洲体育館）２０１８年 ７
月 小学生教室で指導していま
す。（金池総合型地域スポーツク
ラブ）２０１８年１２月 小学生教
室で指導しています。（金池総合
型地域スポーツクラブ）２０１９
年１１月 小学生教室で指導して
います。（金池総合型地域スポー
ツクラブ）

スポーツリズムトレーニング
協会ディフﾕーザー

子ども, 青年

大分中央公民館

ラジオ体操は平成３０年より市内
小学校、自治会等で指導あり。
大分市民健康づくり養成講座
等、令和３年から指導あり。

・小、中、高の体育、保健体
育教員免許・ラジオ体操指
導士（全国ラジオ体操連
盟）・健康マスター（日本健
康生活推進協会）・大分市
民健康づくり運動指導者協
議会 講師

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

子どもから成人、高齢者まで、各年代に応
じた体力づくりをお手伝いします。また、高
齢者のフレイル予防に必要な運動も楽しく
指導します。
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№
氏名
【余暇活用・レジャー】
該当なし
【体育・スポーツ系その他】

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

大分大学教育学部体育学科(昭
和30年～平成8年) 鹿屋体育
大学体育学、講座(平成8年～平
成10年) 大分県スポーツ医科
学委員会(平成元年～平成9年)
福岡医療学院（教授）地域住民
の健康つくり運動で講演、簡単
な体操、あたまの体操等(認知症
予防)、教授歴63年

大分大学名誉教授 福岡
医療専門学校・教授

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

子ども, 青年, 成
人

鶴崎公民館

580

藤瀬 孝

健康・体力の維持・増進に関する内容
「医・科学に関すること、人間の身体の素晴
らしさ」について「Cybernetics(サイバネ
ティクス)」の考え方長寿のための医科学

581

衛藤 利一

タクティカルトレーニングの仕方、軽フィジ
カルトレーニングの仕方、ジャパン・ブズカ
シ（創作スポーツ）

昇 健

・ウォーキングの基礎についての講習や、
ウォーキングの実践についての講習を行
う。・歴史ある四国遍路、特に歩き遍路につ
いての具体的内容や実践に関する講習を
行う。

582

583

渡辺 務

心身の健康増進と体力増強のために音楽
にあわせて踊るスポーツで手軽に安全に
楽しめる生涯スポーツを指導します。

稙田公民館等で、平成１６年４月
から指導歴があります。遍路に
興味を持つ知人等に対し、講話
や現地実践等を平成２９年１０月
から指導歴があります。

日本ウォーキング協会公認
指導者大分市民健康づくり
運動指導者ヘルス・サポー
ト・トレーナー四国八十八ヶ
所霊場会公認先達

青年, 成人, 高
齢者

稙田公民館

地区公民館で平成２４年１月か
ら指導歴があります。

公益社団法人日本ダンスス
ポーツ連盟(JDSF)公認特
定指導員公益財団法人日
本スポーツ協会公認ダンス
スポーツコーチ

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

90

№

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

大西 實

円形の的をめがけて息を使って矢を放ちま
す。高い運動力や腕力はいりません。基本
動作は腹式呼吸を基にしたスポーツ吹矢
式呼吸法で、集中力、精神力を高めます。

平成１９年より指導

社団法人スポーツ吹矢大
分県協会上級公認指導員
(5段)公認審判員

584

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

585

南 由美子

笑いヨガ（笑いの体操とヨガの呼吸法の組
み合わせ）

２０１１年8月から指導歴があり
ます。

笑いヨガリーダー

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

稙田公民館

586

釘宮 誠司

高齢者の健康、認知症予防

平成元年４月から、各地区の老
人会等で指導歴があります。

医師免許 健康スポーツ医

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

587

河野 信治

室内でできるスロージョギング健康法

平成２４年１月より市営陸上競
技場にて指導

大分市陸上競技協会会長

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分南部公民館

健康の維持・増進、長寿のための医科学等

大分大学教育学部体育学科(昭
和30年～平成8年) 鹿屋体育
大学体育学、講座(平成8年～平
成10年) 大分県スポーツ医科
学委員会(平成元年～平成9年)
地域住民の健康つくり運動で講
演、簡単な体操、あたまの体操
等(認知症予防)

大分大学名誉教授 福岡
医療専門学校・副校長(教
授)

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

588

藤瀬 孝
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№

589

590

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

荒牧 美穂

フラダンス

指導を始めたばかりですので指
導歴はありませんが、フラ歴は平
成21年より

ビューティフルフラにてアラ
カイ（講師）クラスに所属

子ども, 成人, 高
齢者

坂ノ市公民館

板井 昌太

陸上運動・陸上競技の走・跳・投をはじめ
とした運動の基礎基本を教え、またコオディ
ネーショントレーニングを取り入れて、神経
系の発達に注目したトレーニングを行いま
す。

松山市のかけっこクラブで平成
３０年７月から指導歴がありま
す。単発のものを入れると平成２
６年からあります。

中・高保健体育専修免許
ＪＡＡＦ公認ジュニアコーチ
スポーツリズムトレーニング
ディフューザー アスリート
フードマイスター３級

子ども, 青年

坂ノ市公民館

木材 金属を使って、物作りの基礎を体得
させ簡単な作品を作る

平成３年から指導歴があります。
大分少年少女発明クラブで15
年指導

キャリアコミュニケーター
(NPO法人 キャリア・ワー
ルド認定の社会人講師)

子ども

稙田公民館

≪工業系≫
【農業水産技術】
該当なし
【工業技術】

591

橋本 寛治

【工業系その他】
該当なし
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№
氏名
指導者登録団体名簿一覧
団体名
592

593

千鳥 安雄

豊後太極拳協会

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

指導内容

指導暦

指導対象

お問合わせ先

ストレッチ、気功、呼吸法、太極拳小林拳の
基礎練習、入門、初級、24式太極拳、長拳

太極拳等平成3年より指導歴が
あります。

資格
日本武術太極拳連盟 Ａ
級公認指導員1級太極拳、
拳術審判員太極拳３段

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

太極拳動作を通じて姿勢の矯正や足腰の
鍛錬、持続力を養う事を目的とする。競技と
してよりも楽しみながら集団やグループで
演武をする。

1982年1月より太極拳開始～
現在に至る。指導歴は昭和58年
より1983年以来数回に渡り太
極拳学習の為、訪中する。1984
年第1回武漢国際大会銀メダル
1984年第1回全日本武術選手
権大会 敢闘賞1991年全日本
武術太極拳選手権大会24歳の
部 優勝佐賀関町の健康のため
の太極拳講座１年間小学校、中
学校等時にあり。

以前は全日本武術太極拳
連盟に席をおいていたが、
現在は組織を離れ会を発
足し約２５年以上を経過し
ている。元 公認3級審判
員、公認C級指導員、太極
拳2段等があった。

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

教職３３年、生涯学習１８年目
（平成２８年時点）

教職３３年間音楽専門（小
学校大分県の代表）（マー
チングバンド指導）フラダン
ス講師

成人, 高齢者

大分中央公民館

聴覚障害者=大分県聴覚
障害者協会 手話講師健
聴 者=大分県認定手話
通訳者、手話通訳士

子ども, 青年, 成
人

大分中央公民館

594

芸能ボランティア はつらつスズラ
ンの会

主に創作ダンス（テレビから流れてくる曲
中心）フラダンス、手話ダンス

595

社会福祉法人 大分県聴覚障害
者協会

○手話(手話の作られ方、かんたんなあい
さつ など)○聴覚障害について(聞こえな
い人とコミュニケーション、知ってほしいこ
と、福祉機器紹介など)

596

公益社団法人 大分県建築士会

折り紙建築(ペーパークラフト)

各地域子ども会、公民館、大分
西中学校、明治北小学校 等、平
成13年より指導しています。

特になし

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

597

日本3B体操協会

ストレッチ・音楽に合わせ楽しいダンス

昭和56年より

日本3B体操協会公認指導

成人, 高齢者

大分西部公民館
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№

598

氏名

大分友の会

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

〇食生活 バランスの良い食生活や幼児か
ら高年まで各年代に対応した料理講習な
どができます。 （郷土食、パン焼き、お菓子
など）

大分市内の保育園、幼稚園、小
学校の家庭教育学級などで育
児・子育て・食育に関する内容の
講習をしています。大分市消費
者大会の基調講演、ライフパル
でのおこづかい帳のつけ方勉強
会。

全国友の会、大分友の会は
文部科学省と全国協議会
連帯による「早寝早起き朝
ご飯」運動のメンバーです。

乳幼児, 子ども,
成人

南大分公民館

子ども, 成人

南大分公民館

子ども, 成人

南大分公民館

599

大分友の会

住生活 住まいの手入れ、時間の使い方
(予定生活)などの話ができます。

NHK(大分)からの出演依頼で
毎年出演し、住についてお話して
います。平成２７年度より大分合
同新聞家庭欄、第二火曜日、
「暮らしスッキリ術」に掲載。

600

大分友の会

家庭経済、家計簿をつけて生活改善。予算
のある家計簿をつけ、適量の生活を実施し
ていることを話せます。

家事家計講習会を過去数十年、
コンパルホールを中心に開催し
ています。

601

藤本三味線教室

全国の民謡普及

平成8年より

全国藤本流三味線の師範

602

大分貨幣研究会

貨幣よりその背景と歴史・鋳造の過程を勉
強しています。

毎月貨幣研究会で相談をしてい
ます。

九州貨幣協会会長・大分貨
幣研究会会長

603

大分市民健康づくり運動指導者
協議会

高齢者の転倒予防・認知症予防。柔軟性を
ひろげるストレッチ、筋力強化のための運
動、脳活性化のための呼吸法など。

結成平成17年

大分市民健康づくり運動指
導者

高齢者

稙田公民館

昭和４８年から指導歴がありま
す。

編み物は講師資格をもって
いますが、工芸に資格はあ
りません。大分県美術協会
日洋彫工芸部会員

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

604

MIYUの工房

草木染め、編み物、フェルトメーキング、手
織り

94

子ども, 青年, 成
人, 高齢者
子ども, 青年, 成
人, 高齢者

佐賀関公民館
大分東部公民館

№

資格

指導対象

お問い合わせ先

表千家教授者

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

公民館や高齢者福祉施設、学
校、県や市のイベント等。

レクインストラクター、コー
ディネーター、福祉レクワー
カー、その他スポーツ指導
者資格。

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分南部公民館

R*Fitness

健康体操(中高年、高齢者)や親子ふれあ
い体操を行います。

地域の高齢者指導と親子体操

県知事認定 高齢者ヘルス
サポートトレーナー健康運
動指導士、ストレッチポール
ベーシックインストラクター、
JHCAフィジカルコンディ
ショナー日本フィトセラピス
ト協会エアロフィトセラピー
インストラクター

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

坂ノ市公民館

608

どれみであそぼ♪

リトミック、歌等の音楽教室(公民館)、サー
クル、幼稚園、お年寄りサロン等の出張講
師、ピアノ、歌の演奏活動、ピアノ等個人
レッスン

グループレッスン平成１７年より、
個人レッスン平成１４年より

音大卒

乳幼児, 子ども,
高齢者

大分南部公民館

609

大分市生活学校連絡協議会

生涯学習・環境・消費生活、婦人問題、高
齢者問題についての講義

婦人大学講師、環境大学、消費
生活講座 県シニアリーダーカ
レッジ講師

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

大分少年少女発明クラブ

ものづくり等の工作活動を通じ、科学的な
発想の面白さ・考え方を伝えるホームペー
ジで活殿様子が見られます。
www1.bbiq.jp/oita.s.s.hatumei/

大分少年少女発明クラブの発足
以来、昭和５８年より活動を続け
ている。

「大分県発明・科学技術指
導者研修会」を受講

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分南部公民館

平成6年から指導歴があります

サッカー協会公認指導者A
級ライセンススポーツマ
ネージャカテゴリ3

乳幼児, 子ども,
青年, 成人

大在公民館

605

606

607

610

611

氏名

指導内容

大分市表千家こども茶道教室実
行委員会

茶道の礼儀作法を楽しく身につけ、盆点
前、薄茶点前と徐々に進みお茶会・発表会
を催しています。

大分県レクリエーション協会

子どもから高齢者までを対象にレクゲー
ム、ニュースポーツ、野外活動など。

特定非営利活動法人カティオーラ

サッカー、フットサルの指導

指導歴
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№

612

613

614

615

616

617

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

大分市フォークダンス連合会

ストレッチ体操、幼児に対するリズムダンス
{レクリエーション・レクリエーションダンス・
フォークダンス}で交流を交えて健康と体力
作り。

昭和52年より、ボランティア子ど
もルームでは平成8年より

日本フォークダンス連盟の
資格あり 1.2級は全日本
で、3・4級は県内で行える

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大南公民館

大分市フォークダンス連合会

子どもルームでのリズム教室、以前小学生
に10年位指導。高齢者、成人向き、介護施
設訪問。いきいき健康教室で体操とレクリ
エーションダンスと民族の踊り、フォークダ
ンスを交流と体力作りをする。

大分市フォークダンス連合会の
指導者は4級以上資格 私は2
級 10年～35年 指導歴は昭
和50年より

レクリエーション2級 フォー
クダンス2級 スコティッシュ
ダンスinternational
teacher資格会員も指導
者は資格保持者

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大南公民館

大分市フォークダンス連合会

介護施設、子どもルームで子どもにリズム
教室。リズム運動でコミニュケーション作り
と手作りおもちゃで遊ぶ。

子どもたち平成9年より、高齢者
平成14年より、成人子ども昭和
50年頃より

保母資格有 フォークダンス
２級、レクリエーション２級

乳幼児, 子ども,
青年, 高齢者

大南公民館

大分税務署

税を身近なものとして考えていただけるよ
う、税とそのゆくえ、所得税、消費税のしく
み、高齢者と税(年金と税)、株式と税、土地
や建物を売ったとき、相続・贈与、電子申
請・納税(e-Tax)などについて「租税教
室」等を企画しています。

年間40回程度の「租税教室」等
を開催しています。

青年, 成人, 高
齢者

社会教育課

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分東部公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

色と癒やしのアトリエ AuRuM

パーソナルカラー、カラーセラピー、色彩全
般 、アルコールインクアートワーク、JCPA
アルコールインクアート養成講師講座

平成2年2月から指導歴があり
ます。

東商検定（ファッション色
彩）１級、ＴＣマスタートレー
ナー、ＡＦＴ検定２級、ＪＡＰＣ
Ａ２級、JCPAアルコールイ
ンクアート養成講師

小野鶴新町生活学校

廃油石鹸づくり、古布のリフォーム作品
（バック、小袋など）

マイバック作り、廃油石鹸づくり、
横瀬小学校ふれあいPTAでクラ
フト指導

別府ドレスメーカー学院師
範科卒
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№

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

618

大分県シェアリングネイチャー協
会

100を越すネイチャーゲームは、いつでも
どこでも年令に関係なく楽しめる環境教
育・森林環境教育プログラムです。ゲーム
をとおして自然が好きになり、大切に思う
心を育てます。指導員が出向いて行きま
す。

平成7年から、小中学校の自然
体験活動を実施。大分県森の先
生派遣事業で県内各地に出向
いている。子ども会・地域団体・
青少年団体・行政とコラボレー
ションしている。

（公社）日本シェアリングネ
イチャー協会 ネイチャー
ゲームリーダー・コーディ
ネーター（公社）日本キャン
プ協会キャンプディレクター
１級

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分西部公民館

619

NPO法人
文化芸術サポートオフィス むすん
でひらいて

ピアノ クラッシックギター フルート歌など
の演奏

演奏活動20年以上のものが数
名

音大卒業生など

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

社会教育課

大分ニ期会

歌の発声法の指導・ヴォイストレーニング
など歌唱法を指導します。合唱の指導、発
声法から音楽つくりまでの指導など。

県内における文化キャラバン演
奏事業や各合唱団体などの指
導歴豊富な会員所属の団体で
す。

教諭免許所持の会員。

青年, 成人, 高
齢者

大分西部公民館

NPO法人サポートチャレンジ大分

(1)事業継承(企業健康診断・企業分析・
シナリオプランニング・IT化
マーケッ
ティングリサーチ) (2)金融手続 (3)知的
財産権 (4)接遇・マナー (5)職階別の
社員教育

OB人材マッチング事業に登録し
た者であり、専門的な、高度な技
術・知識・経験を持つ、互恵と奉
仕の精神を持つ人材を会員とし
て登録しています。各個人五年
以上の指導暦があります。

各種の資格を持つ人達との
ネットワークがあり、対応で
きます。 (税理士、司法書
士、労務士、日本監督士協
定認定・監督士、 メンタル
ケアスペシャリスト、環境教
育一般指導者)

子ども, 青年, 成
人

大分中央公民館

毛井健康クラブ もみじの会

地域の方がいつまでもお元気で過ごせる
ように、楽しく笑顔(スマイル)になる体操を
行います。どなたでもお気軽にご参加くだ
さい。

平成20年5月22日 開始坂ノ
市地区内の自治公民館(尾田・
里中など)において継続して活動
中。

大分市民健康づくり指導者
(H19-2-020)

成人, 高齢者

坂ノ市公民館

暮らしとお金のクリニック

老後貧困や子供の貧困などの格差が深刻
な社会問題として広がっている時代です。
私達は正しい情報と知識を備え自助努力
で自身の生活を守っていくことを求められ
ています。その為に必要なお金に関する知
識と情報を国家資格を持ったファイナン
シャルプランナーからわかりやすく学ぶこと
ができます。

平成２３年～

ファイナンシャルプランニン
グ技能士(国家資格)

青年, 成人

大分東部公民館

620

621

622

623
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№

氏名

指導内容

624

大分・生と死を考える会

死生学(生と死に関わる学び)の様々な学
びの提供。傾聴(死別体験者への悲嘆ケア
の場の提供)

625

サプナ21野津原健康体操普及会

疾病予防および健康増進のための体操

626

627

628

指導歴
市民対象の死への準備教育 死
別体験者への傾聴、コンパル
ホールで市民講座を実施中。平
成７年より指導しています。

資格

指導対象

お問い合わせ先

なし

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

週1回（月４回）、8道場で教室
を開催(昭和51年より)

初段2名 インストラクター９
名

青年, 成人, 高
齢者

野津原公民館

２００４年から指導しています。

・花芸術文化協会～プリ
ザーブドフラワー・テーブル
コーディネート・フラワー・
エデュケ―ション・ジャパン
～プリザーブドフラワー

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分東部公民館

乳幼児, 子ども,
成人

大分西部公民館

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大南公民館

志水 ゆきみ

プリザーブドフラワーとアートフラワーのア
レンジメント教室

NP 子育てネットワークおおいた

0才～6才の子育て中の母親10人程度を
対象に、2名のフシリテーターによる子育て
講座。グループで情報交換し、子育てに自
信と喜びを分かち合う、母親どうしの交流
の場ともなる。

2008年5月より年2回実施（週
1 8回クール）

保育士、保育教諭、ノーバ
ディーズ・パーフェクト
(NP)認定ファシリテー
ター、認定子育てアドバイ
ザー

わくわくパステル

パステルを粉状にして、指でくるくると直接
描いていきます。型紙も使い描くので、小さ
なお子様から高齢者まで、誰でもかんたん
にきれいな絵が出来上がります。指を使い
くるくるすることで、また、パステルのカラフ
ルな色を見て、触れることで、心が穏やか
に優しい気持ちになります。作品作りを通し
て心も身体も癒され、自己肯定力が増し、
ストレスも軽減されるという大きな効果が
期待できます。

平成19年より乳幼児から高齢
者まで指導暦有。市内地区・各
校区公民館や大南支所、鶴崎支
所のこどもルーム等でも指導。

パステル和(NAGOMI)
アート 公認インストラク
ター
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№

氏名

指導内容

指導歴

629

川添竹工作技能保存会

竹工作、小鳥笛、竹トンボ、水でっぽう等、
竹で作る昔ながらの遊び。

平成7年より活動している。平成
25年8月現在13名で活動して
いる。

630

豊後投扇興振興会

扇を投げて「駒」に当てるゲーム。老若男
女問わずできます。集中力が付きます。コ
ミュニケーション能力アップ。

平成２４年より指導しています。

「見かけ問題」をはじめとした「外観にまつ
わる悩み」を「メイク技術・情報」によるセラ
ピー＆カウンセリング。ＱＯＬ、身体＆精神
的リハビリの要素を含んだメイクセラピー
技術福祉メイクセラピスト養成講座

(社）ビタミンメイクセラピー協会
スクール校長、大分芸術文化短
期大学(就活メイク講座）、各種
公民館にて「ビタミンメイク」講
座、ＮＨＫ文化センター（平成8
年より指導しています。）(大分・
福岡・北九州）、毎日文化セン
ター、イリス大分、カルチャース
クールなど平成10年～平成22
年まで指導歴があります。、各種
企業、行政と講演、講座活動（平
成24年～平成25年まで指導歴
があります。）鹿児島女子短期大
学（平成26年より指導していま
す。）、府内高校（平成22年より
指導しています。）

631

(社）ビタミンメイクセラピー協会

資格

99

指導対象

お問い合わせ先

子ども

鶴崎公民館

特になし

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

医美心メイクセラピスト、ビ
タミンメイクセラピスト
（(社）ビタミンメイクセラ
ピー協会 認定講師）、メン
タルセルフカウンセラー(日
本健康心理学教育協会：東
京メンタルカウンセラース
クール）見た目問題研究
会、
JapanMakeUpArtist,メ
ディカルメイクアップアソシ
エーション会員

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

№

632

633

氏名

(社）ビタミンメイクセラピー協会

（社）ビタミンメイクセラピー協会

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

高齢者・障害者の身体的＆精神的リハビリ
には、生活の中のモチベーションを上げる
のが一番です。ご自身の身奇麗になる大切
さとその周囲とのコミュニケーション、その
後のご自身の喜びに必要な「おしゃれ心」
の養成、リハビリの方法を提案いたします。
福祉メイクセラピスト養成講座

(社）ビタミンメイクセラピー協会
ビタミンメイクスクール校長、ＮＨ
Ｋ文化センター(平成8年より指
導しています。）(大分・福岡・北
九州）、平成10年～平成22年
まで指導歴があります。、毎日文
化センター（福岡）平成12年～
平成17年まで指導歴がありま
す、イリス大分講師、大分芸術文
化短期大学(就活メイクマナー講
座）。各種企業、行政と講演、講
座活動（平成24年～平成25年
まで指導歴があります）。鹿児島
女子短期大学(平成26年より指
導しています。）、府内高校(平成
22年より指導しています。）

医美心メイクセラピスト、ビ
タミンメイクセラピスト
（（社）ビタミンメイクセラ
ピー協会 認定講師）、メン
タルセルフカウンセラー（日
本健康心理教育学会：東京
メンタルカウンセラースクー
ル）見た目問題研究会、
JapanMakeUpArtist,メ
ディカルメイクアップアソシ
エーション会員

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

（社）ビタミンメイクセラピー協会のカリキュ
ラムに沿った、技術・技能・知識習得。（初
級～中級技術習得まで）上級は、適正審査
があるためできません。福祉メイクセラピス
ト養成講座

社）ビタミンメイクセラピー協会
ビタミンメイクスクール校長、ＮＨ
Ｋ文化センター(平成8年より指
導しています。）(大分・福岡・北
九州）、平成10年～平成22年
まで指導歴があります。、毎日文
化センター（福岡）平成12年～
平成17年まで指導歴がありま
す、イリス大分講師、大分芸術文
化短期大学(就活メイクマナー講
座）。各種企業、行政と講演、講
座活動（平成24年～平成25年
まで指導歴があります、鹿児島
女子短期大学(平成26年より指
導しています。）、府内高校（平
成22年より指導しています．）

医美心メイクセラピスト、
（社）ビタミンメイクセラ
ピー協会 認定講師
JapanMakeUpArtist,メ
ディカルメイクアップアソシ
エーション会員

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館
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№

634

氏名

（社）ビタミンメイクセラピー協会

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

印象分析・カラー診断・性格分析を活用
し、今抱えている問題に対してどのように自
己プロデュースするのか、その基本につい
て

社）ビタミンメイクセラピー協会
ビタミンメイクスクール校長、ＮＨ
Ｋ文化センター(平成8年より指
導しています。）(大分・福岡・北
九州）、平成10年～平成22年
まで指導歴があります。、毎日文
化センター（福岡）平成12年～
平成17年まで指導歴がありま
す、イリス大分講師、大分芸術文
化短期大学(就活メイクマナー講
座）。各種企業、行政と講演、講
座活動（平成24年～平成25年
まで指導歴があります）。鹿児島
女子短期大学(平成26年より指
導しています。）、府内高校(平成
22年より指導しています）

医美心メイクセラピスト、
（社）ビタミンメイクセラ
ピー協会 認定講師、メンタ
ルセルフカウンセラー（日
本健康心理学教育協会：東
京メンタルカウンセラース
クール）
JapanMakeUpArtist、
メディカルメイクアップアソ
シエーション会員

青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

高齢者

大在公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

はなみずき教室

地域（団地）の高齢者を対象とした、楽し
く、笑っての健康体操教室

平成24年5月28日より指導歴
があります（曙台公民館）

大分市が委託した健康体
操指導者養成講座認定書
受理済（大分市健康づくり
運動指導者）

636

劇団プレイバックシアターＯｎｃｅ

「プレイバックシアター」という独創的な即
興劇で参加者の体験を再現し、互いに共
感し、理解を深め合う。また、ゲームや身体
表現を楽しみながらリフレッシュと相互理
解の機会を提供する。

平成24年より、父母、高齢者等
を対象に約20回の指導暦があ
ります。（劇団プレイバックシア
ターｏｎｃｅ）

プレイバックシアター指導
者養成講座修了

637

AkaSha

西洋占星術の理論と実践、具体的な占い
方。

2005年よりグループへの指導
経験があります。

AkaSha

フラワーエッセンス（バッチフラワーエッセ
ンス）の理論と実践。花のエネルギーで心
と身体の健康を整える手法です。

635

638

２０１３年より、指導しています。

101

英国ヒーリングハーブス社
認定バッチフラワーエッセ
ンス・プラクティショナー
(有)マイキ初級講座講師

№

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

AkaSha

フラワーエッセンス（バッチフラワーエッセ
ンス）の理論と実践。花のエネルギーで心
と身体を整える手法です。

２０１３年より、指導しています。

英国ヒーリングハーブス社
認定バッチフラワーエッセ
ンス・プラクテショナー(有)
マイキ初級講座講師

639

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

640

マクアヒネ オ カ アネラ

ハワイのフラ（ダンス）の指導。

2011年より指導しています。

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

641

心色 ～ココカラ～

「絵本を真ん中に心をつなぐ」を目的とし、
赤ちゃんから年配者まで年齢を問わず、絵
本を様々な視点で楽しむこと、絵本を間に
人と人とのコミュニケーションの作り方を行
います。

３年以上（平成29年度時点）

メンバーが様々な資格を持
ち、長年のＰＴＡ活動や子育
ての経験を活かしていま
す。

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

642

エンジョイプランニングオフィス
DoremiNet

簡単な脳のトレーニングを交えて、なつかし
の歌をみんなで思いきり歌って、元気にな
る講座です。青春時代に戻って心身ともに
若返りましょう。

養命大学講座、企業様イベント、
公民館講座、音楽教室

中学校音楽教員免許カワイ
指導グレード

成人, 高齢者

大分中央公民館

親子体操教室

子育て支援。親子体操（０歳～小学校低学
年）

昭和６３年から親子体操教室を
始めました。平成１７年からは公
立幼稚園でも指導をしています。
その他、地区公民館主催の家庭
教育支援関係の事業協力もして
います。

代表者：中高保健体育教員
免許、レクリエーションイン
ストラクター他スタッフ：保
育士・幼稚園教員免許

乳幼児, 子ども

明治明野公民館

644

アトリエ 弾

オーケストラ、吹奏楽、合奏の指導、指導者
の派遣

平成７年から指導歴あり。

音楽大学卒業、教育大学音
楽科卒、音楽教室講師、音
楽家(管打弦、ピアノ他)

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

645

大分翔謡会

民謡、三味線の指導

平成元年 翔謡会設立昭和６４
年より指導をしている。

(公財)日本民謡協会 民
謡・三味線教授藤本流 三
味線師範

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

646

おはなしポケット
王子中西ミニバレーボール同好
会

絵本の読み聞かせ
ミニバレーボールの基礎練習、試合形式の
練習等

平成27年2月～

なし

乳幼児, 子ども

大分西部公民館

平成21年～

なし

成人, 高齢者

大分西部公民館

643

647
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№

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

和楽器ユニットすばる

琴（箏、17弦）、尺八、篠笛、笙、竜笛、フ
ルートで演奏琴、尺八、篠笛の体験活動さ
くらさくら、荒城の月、春の海、千本桜等・
抒情歌、童謡、音楽教科書の曲

田尻小、東稙田小、稙田小で演
奏及び和楽器指導病院での演
奏

琴（宮城会教師） 篠笛（福
原流名取） 尺八（都山流
名取）

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

和楽器ユニットすばる

琴（箏、17弦）、尺八、篠笛、笙、竜笛、フ
ルートで演奏琴、尺八、篠笛の体験活動さ
くらさくら、荒城の月、春の海、千本桜等・
抒情歌、童謡、音楽教科書の曲演奏による
鑑賞活動、イベント時の演奏可能

大分市の小学校（田尻小、松岡
小）、鶴崎工業高校での演奏、体
験活動学校、施設（訪問演奏、
和楽器体験活動）、各種イベント
出演

琴（宮城会教師） 篠笛（福
原流名取）

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

和楽器ユニットすばる

琴（箏、17弦）、尺八、篠笛、笙、竜笛、フ
ルートで演奏琴、尺八、篠笛の体験活動さ
くらさくら、荒城の月、春の海、千本桜等・
抒情歌、童謡、音楽教科書の曲

大分市の小学校（田尻小、松岡
小）、鶴崎工業高校での演奏、体
験活動学校、施設（訪問演奏、
和楽器体験活動）、各種イベント
出演

琴（宮城会教師） 篠笛（福
原流名取）

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

稙田公民館

ＡＡＡ経営コンサルタント
佐藤真一事務所

ファイナンシャルプランナー挑戦（入門編）

２０１３～２０１４ 大分県チャレン
ジ就業支援制度講師リクルート
社 おしえるまなべる認定講師
大人の家庭教師トライ認定講師

厚生労働省認定 ファイナ
ンシャルプランナー技能士

青年, 成人

大分東部公民館

652

ＡＡＡ経営コンサルタント
佐藤真一事務所

先ずは自己分析。・・・その結果に合わせ
て・・自身を四種のカテゴリに置き換え
る・・・。（＊類人猿カテゴライズ３６０度人
事考査も併用）

２０１３～２０１４ 大分県チャレン
ジ就業支援制度講師リクルート
社 おしえるまなべる認定講師
大人の家庭教師トライ認定講師

元ＪＣキャリアコンサルタン
ト

青年, 成人

大分東部公民館

653

ＡＡＡ経営コンサルタント
佐藤真一事務所

厚生労働省（各都道府県）認定 調理師
免状資格への挑戦を後押しします。

２０１３～２０１４ 大分県チャレン
ジ就業支援制度講師リクルート
社 おしえるまなべる認定講師
大人の家庭教師トライ認定講師

厚生労働省（大分県）認定
調理師免状

青年, 成人

大分東部公民館

648

649

650

651
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№

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

654

ＡＡＡ経営コンサルタント
佐藤真一事務所

焦らず・・先ずは簿記の四級から挑戦。

２０１３～２０１４ 大分県チャレン
ジ就業支援制度講師リクルート
社 おしえるまなべる認定講師
大人の家庭教師トライ認定講師

工業簿記検定１級 商業簿
記検定３級

青年, 成人

大分東部公民館

655

AAA経営コンサルタント
佐藤真一事務所

個人（おひとり もしくは二～三人）の方／
団体（企業等の社内部活動や町内サーク
ル等）の方、一緒に鍛錬しませんか？

日本体育協会 スポーツ
リーダー資格

青年, 成人

鶴崎公民館

656

大分チェンバーオーケストラ

ベートーヴェンやチャイコフスキーなどのク
ラシック名曲は勿論のこと、ポピュラー
ミュージックやゲーム音楽に取り組むことも
あります。大分出身の優秀な音楽家の方々
とコラボレーションも行っています。学生さ
んにとっては、オーケストラを通して社会性
を身につける機会とします。

2008年7月に創設しました。以
後年に2回程度演奏会を開催し
ています。

特にありませんが、音大を
卒業されたメンバーもおり、
必要に応じて指導も受けら
れます。指揮者は、国内外
の第一線で活躍している先
生をお招きすることもありま
す。

657

王子中町健康教室

高齢者の運動指導

平成１８年４月～

大分市民健康づくり運動指
導者

ハートフルウェーブ

不登校支援（フリースクール）をしている団
体です。子どもたちにとって「生きる力」と
は何か、今子どもたちに何が起こっている
のか、日常業務で見えてくる子どもたちの
姿をお伝えさせていただきたいと思いま
す。

2002年から不登校生専門家庭
教師事業を開始2011年から不
登校生の居場所フリースクール
事業を開始2018年から発達障
害児の療養施設 放課後等デイ
サービス事業を開始2019年か
ら母子支援を中心とした訪問看
護事業を開始

ハッピー巻子の飾り巻き寿司教室

季節に合わせた絵柄や動物、キャラクター
など金太郎飴の様な巻き寿司を作ります。
大分米の普及活動や日本文化の素晴らし
さを伝える食育活動を行っています。

２０１５年９月より自宅教室、臼杵
市観光交流プラザ、大分市、杵
築市、臼杵市の公民館、カフェ等
の出張教室等で指導。

658

659

氏名

104

JSIA寿司インストラクター
協会飾り巻き寿司１級イン
ストラクター

大分南部公民館

成人, 高齢者

大分西部公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大南公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分南部公民館

№

氏名

指導内容

一般社団法人
大分県に障害年金制度等を周知
させる会

障害年金制度に関すること公的年金制度
を周知させる方法

661

オモシロ防災訓練屋

ふだんの生活の延長で防災を考える体験
型の防災講座。使い慣れたものを利用する
アイディアや、日常生活にプラスする工夫
を、自分で体験しながら身につけるワーク
ショップです。建物の非常用設備も扱えま
す。

662

佐賀関ボランティアガイド協会

関崎一周史跡名所、龍馬が見た佐賀関の
町、龍馬街道の紹介、軽便鉄道、海星館か
らの風景

663

暮らしとお金のクリニック

終活セミナー

平成28年～

664

津軽三味線・和心・明野支部

バチの持ち方、三味線の構え方等、津軽三
味線を基礎から指導します。

大分中学どこでもコンサート出
演各種イベント活動

公益社団法人
大分県建築士会 大分支部

「避難所用、紙の間仕切りシステム」の組
み立て設置に関する技術の習得を目的と
する。

・市民に指導しています。（小中
学生、大学生、学校の先生等約
２０名参加）・田尻小学校で指導
しています。（児童６４名、保護者
５０名）

666

勇武舘藤本道場

空手道独特の鍛錬法である型と護身術の
組手技の指導を通して、次代を担う青少年
の心身向上、健全育成に努めています。組
手は安全性確保と勝敗の明確化を目的
に、防具着用で実施しています。

667

実践 空手道拳法 神武会

空手・拳法・護身術の実技に関する内容

668

訪問看護ステーション 美晴

669

不二野座

660

665

指導歴
大分市立エスペランサ・コレジオ
（平成24年4月～平成30年3
月）大分市商工労政課 ヤング
キャリアアドバイザー

資格

指導対象

お問い合わせ先

社会保険労務士年金アド
バイザー

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

防災士・防火管理者・消防
設備点検資格者

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分東部公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

佐賀関公民館

青年, 成人

大分東部公民館

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

明治明野公民館

特になし

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分中央公民館

少林寺流空手道桃園道場にて
平成16年9月より指導開始

日本傳少林寺流空手道四
段師範

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分東部公民館

国際拳法 二段、剣道 二
段、神武会 空手 四段

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

坂ノ市公民館

訪問看護、在宅医療、介護予防、床ズレ予
防についての指導

空手・拳法の指導者として平成２
７年４月より指導
介護の資格の学校でH２６年４
月より指導歴があります。

看護師

成人, 高齢者

明治明野公民館

演劇を通じて、身体表現・感情表現法を指
導し、コミュニケーション力を高める。

関東での活動 １９８５年４月～
大分に移住して ２０１７年１月～

日本演出者協会会員

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

南大分公民館

2016年より大分市・別府市の
自治体やマンションで防災訓練
を実施。親子づれや小学生を対
象にしたミニ訓練も企画・運営し
ています。
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終活アドバイザー ファイナ
ンシャルプランナー
津軽三味線奏者 鈴木利枝
主宰「和心」の講師

№

670

671

672

673

674

675

氏名

指導内容

指導歴

資格

指導対象

お問い合わせ先

こどもの美術教室 ATELIER
jumuri

こどもたちと一緒に絵画や工作、工芸と
いったものづくりを楽しみます。又、画材の
使い方や材料の扱い方なども指導します。
自分で考え、自由にイメージすることを大
切に美術を学んでいきます。

大阪の私立高校にて平成21年
～29年まで美術教諭として勤
務。現在は大分の県立高校にて
令和2年4月より非常勤講師、市
内の幼稚園にて令和元年4月よ
りアートを担当しています。

中学校第一種免許（美
術）、高等学校第一種免許
（美術・工芸）中学校専修
免許（美術）、高等学校専
修免許（工芸）

子ども

稙田公民館

マカナ・ヤスヨ・フラ・スタジオ

フラダンス（子どもフラ、親子フラ、大人フ
ラ、シニアフラ）初心者から経験者まで基
本ステップからゆっくり指導します。

2010年よりクラス開講、指導し
ております。

県内、外の各フラダンス団
体よりインストラクター資格
取得後、「マカナ・ヤスヨ・フ
ラ・スタジオ」主宰

子ども, 青年, 成
人, 高齢者

大分西部公民館

丹生元気クラブ

地域（団地）の高齢者を対象とした、楽し
く、笑っての健康体操教室

平成24年5月28日～平成28
年9月30日、曙台公民館での指
導歴があり、令和元年5月16日
より丹生校区公民館にて指導中

大分市が委託した健康体
操指導者養成講座認定書
受理済（大分市健康づくり
運動指導者）

高齢者

大在公民館

金峰会グループ

日本古来の書道を年少者から習い始め情
操教育の一貫として行い毎月１回書道誌
へ提出する。（本人のやる気等など）

昭和４９年８月から令和３年３月
まで指導歴があります。令和３年
４月に熊本市より引っ越してきま
した。

・文化書道学会師範・全国
書道団体連合会師範・
（財）日本書写技能検定協
会最高位１級

子ども, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

大分市キャンプ協会

キャンパー個人やグループに対して、キャン
プのプログラム等の指導大分市キャンプ協
会ではキャンプ初心者のファミリーも安心
して参加できるキャンプイベントを企画して
います。フェイスブックとインスタグラムなど
でお知らせします。

令和３年１１月１３日～１４日 ハ
ロウィンキャンプ（６家族２４名参
加）の指導令和３年１１月２７日
第１回木育フェスにて森林クイズ
やモルックの指導

キャンプインストラクター・
キャンプディレクター（公益
社団法人日本キャンプ協会
公認指導者資格）

乳幼児, 子ども,
青年, 成人, 高
齢者

大分中央公民館

スマートライフネットワーク

この法人は、高齢者や障がい者を対象に、
非薬物療法である学習療法をツールとし
て、認知症や脳機能障がい等から生じる日
常生活課題の予防・改善活動を推進する
者への成長・育成を図り、地域の高齢者や
障がい者が元気で明るく過ごせる環境づく
りを実現することを目的とする。

高齢者

大分東部公民館
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まなびのガイドブックは、生涯学習の学習支
援の一環として、専門的な知識や豊かな経験
を持つ人や団体の情報を集めたものです。
「講師を探しているが、誰に頼めばいいかわ
からない」「講演会を実施したい」「○○を内
容にしたテーマで学習会を開催したい」とき
など、多くの市民の皆様に活用いただけます。
講師の連絡先など詳しい情報は、下記の地区
公民館にお問合せください。 また、生涯学習
ポータルサイト「まなびのガイド」からも閲覧
やダウンロードができます。

講師のお問い合わせ先

大分市生涯学習ポータルサイト「まなびのガイド」

https://www.manabi-iota.jp

電話番号

大分中央公民館

５３８－０１００

大分西部公民館

５４３－４９３８

大分南部公民館

５６８－００５５

南大分公民館

５４４－６６８８

大分東部公民館

５５６－８８１８

明治明野公民館

５５３－３８３８

鶴崎公民館

５２７－２６７１

大南公民館

５９７－０２５９

稙田公民館

５４１－００１７

坂ノ市公民館

５９２－０７３５

大在公民館

５９２－０３０４

佐賀関公民館

５７５－２５５７

野津原公民館

５８８－００４３

生涯学習指導者、募集中!!
詳しくは「大分市生涯学習指導者登録制度要項」
をご覧ください。登録手続きはお住まいの地域の地区公民館でできます。
発行元：大分市教育委員会社会教育課 電話537-5722

