
サポート分野 その他 

氏名・団体名 山口 正俊 

性別 男性 

内容 古文書の初心者基礎コースの講習会等の補助的手伝い 

登録公民館 中央公民館 

活動可能地域 中央公民館区域 隣接区域 市内全域 

資格等 
生涯学習 2級インストラクター 

（一般財団法人 社会通信教育協会 認定資格） 

PR メッセージ 
８年程前より古文書に興味を持ち、現在も NHK 通信教育を継続

し、もっか江戸時代に題材をとった小論文資料を集めています。

これにより、「生涯学習１級インストラクター資格（一般財団法

人社会通信教育協会認定資格）」をとるべく勉強中。 

併せて、平塚市博物館の「古文書講読会」に所属し、諸先輩方と

一緒に各種古文書を勉強し合っています。 

※（補足）生涯学習２級インストラクター資格、NHK 通信教育

「古文書を読む講座・解読実践コース」４回終了、５回目継続中、

古文書解読検査２級（一般社団法人古文書解読検定協会） 

 

サポート分野 その他 

氏名・団体名 陳野 紀久枝 

性別 女性 

内容 公民館事業のお手伝い 

登録公民館 花水公民館 

活動可能地域 花水公民館区域 隣接区域  

資格等  

PR メッセージ  



サポート分野 その他 

氏名・団体名 伊熊 昭等 

性別 男性 

内容 
各種行事(企業・学校・自治会・町内会）を計画段階から実施・終了まで

を効率的に推進できるように支援・指導をします。世界標準の推進手法

を使って役割分担の決め方、仕事の進め方など成功するための勘所を分

かりやすく指導します。 

登録公民館 中原公民館 

活動可能地域 中原公民館区域 隣接区域 市内全域 

資格等 
①米国ＰＭＩ認定ＰＭＰ（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾌﾟﾛﾌェｼｮﾅﾙ）②ＰＭＩ

日本支部認定登録講師（登録第一号）③キャリア・コンサルト（国家資

格）④JCDA 認定 CDA（キャリア・ディベロップメント・アドバイザー） 

PR メッセージ 
 

 

サポート分野 その他 

氏名・団体名 伊熊 昭等 

性別 男性 

内容 
これから定年を迎えるシニア世代のセカンドキャリアや転職・再就職に

ついて国家資格（キャリアコンサルタント）と国際資格（プロジェクト

マネジメントプロフェッショナル）を持つ専門家がセカンドキャリアの

過ごし方を実務経験を交えてきめ細かく支援します。 

登録公民館 中原公民館 

活動可能地域 中原公民館区域 隣接区域 市内全域 

資格等 
①米国ＰＭＩ認定ＰＭＰ（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾌﾟﾛﾌェｼｮﾅﾙ）②ＰＭＩ

日本支部認定登録講師（登録第一号）③キャリア・コンサルト（国家資

格）④JCDA 認定 CDA（キャリア・ディベロップメント・アドバイザー） 

PR メッセージ  

 



サポート分野 その他 

氏名・団体名 滝沢 一好 

性別 男性 

内容 公民館の障子張替 

登録公民館 大神公民館 

活動可能地域 大神公民館区域   

資格等  

PR メッセージ  

 

 

 

サポート分野 その他 

氏名・団体名 堀ノ口 修 

性別 男性 

内容 公民館事業等への協力 

登録公民館 大神公民館 

活動可能地域 大神公民館区域   

資格等  

PR メッセージ  

 

 

 

 



サポート分野 その他 

氏名・団体名 吉田 博行 

性別 男性 

内容 筆跡から人の性格を判断し、行動傾向を科学的に分析する 

登録公民館 金目公民館 

活動可能地域 金目公民館区域 隣接区域 市内全域 

資格等 筆跡診断士 

PR メッセージ  

 

 

 

サポート分野 その他 

氏名・団体名 沖 隆房 

性別 男性 

内容 
コミュニケーションを円滑にする技法を教える「傾聴講座」、野

球指導全般、色彩心理の効果を取り入れ「集中力」「コミュニケ

ーション力」「想像力」等生きる力を育てる色育講座、色彩心理

をベースに心理状態を把握するカラーセラピー 

登録公民館 金田公民館 

活動可能地域 金田公民館区域 隣接区域 市内全域 

資格等 
ＮＨＫ学園コミュニケーション傾聴士、日本軟式野球連盟指導

員、ＴＣプラチナトレーナー（講師）、日本体育協会ジュニアシ

ニアスポーツ指導員、（社団）色育インストラクター（講師）他 

PR メッセージ  

 



サポート分野 その他 

氏名・団体名 遠藤 美香 

性別 女性 

内容 
フェイシャルスキンケアレッスン、メイクアップレッスン、カラ

ーレッスン 

登録公民館 旭南公民館 

活動可能地域 旭南公民館区域 隣接区域 市内全域 

資格等 
NGA 認定フェイシャルトリートメント、NGA 認定カラーアドバ

イザー、NGA認定メイクアップアドバイザー 

PR メッセージ  

 

 

 

 

 

サポート分野 その他 

氏名・団体名 星野 隆史 

性別 男性 

内容 
終活について（エンディングノートの書き方等）、夏休み工作教

室（生きがい事業団、ロボット教室講師） 

登録公民館 旭南公民館 

活動可能地域 旭南公民館区域 隣接区域  

資格等 終活アドバイザー 

PR メッセージ  

 

 



サポート分野 その他 

氏名・団体名 山田 保 

性別 男性 

内容 国際協力に係る体験談を中心にした講演 

登録公民館 旭北公民館 

活動可能地域 旭北公民館区域 隣接区域  

資格等  

PR メッセージ 
50 余年にわたるアジア・アフリカなどへの国際協力の体験談が、

地域の皆様のボランティア参加へのきっかけになってくれれば

と期待しています。 

 

 

 

サポート分野 その他 

氏名・団体名 吉野 直治 

性別 男性 

内容 公民館事業のお手伝い 

登録公民館 旭北公民館 

活動可能地域 旭北公民館区域   

資格等  

PR メッセージ  

 

 

 



サポート分野 その他 

氏名・団体名 あすなろ文庫（浜岳中学校区子ども読書活動推進協議会） 

性別  

内容 絵本の読み聞かせ、選本と読み方のアドバイス 

登録公民館 花水公民館 

活動可能地域 花水公民館区域   

資格等  

PR メッセージ  

 

 

 

サポート分野 その他 

氏名・団体名 あすなろ文庫（浜岳中学校区子ども読書活動推進協議会） 

性別  

内容 図書整備（修繕、ブッカ―かけ、POP）、16ミリ映画の上映 

登録公民館 花水公民館 

活動可能地域 花水公民館区域   

資格等  

PR メッセージ  

 

 

 

 



サポート分野 その他 

氏名・団体名 女性防災クラブ平塚パワーズ 

性別  

内容 防災啓発活動 

登録公民館 旭北公民館 

活動可能地域 旭北公民館区域 隣接区域 市内全域 

資格等  

PR メッセージ 防災・減災自分たちの生活目線で考えています。いざと言うとき

に役立つ体験型の講座を行っています。 

 

 

サポート分野 その他 

氏名・団体名 勝見 千代子 

性別 女性 

内容 腹話術 

登録公民館 金田公民館 

活動可能地域 金田公民館区域 隣接区域  

資格等  

PR メッセージ  

 

 



サポート分野 その他 

氏名・団体名 舛井 喜代子 

性別 女性 

内容 
日常の中で自然のハーブやアロマの香りを使って心身のリラッ

クス・リフレッシュ法やアロマを使った心の整え方や病気予防、

アトピー、老化肌対策、認知症予防、ハンドトリートメントなど

安全なアロマ用品を作りながら実践。親子のアロマケアなども。 

登録公民館 南原公民館 

活動可能地域 南原公民館区域 隣接区域、市内全域 

資格等 
日本アロマアーチスト協会認定アロマアーチスト 

ハーブアート認定ハーバルエスティシャン 

PR メッセージ  

 

 

サポート分野 その他 

氏名・団体名 髙橋 健治 

性別 男性 

内容 
両手で同時に絵を描くことができます。 

両手で同時に絵を描くことを教えます。 

登録公民館 旭南公民館 

活動可能地域 旭南公民館区域 隣接区域、市内全域 

資格等  

PR メッセージ 
私の特技は両手で同時に絵を描く事ができます。2020 年 9 月 13 日（日）に

テレビ朝日全国区ナニコレ珍百景に両手で同時に絵を描く 69 歳でテレビ放

映されました。子供からお年寄りの方で絵を描く事が大好きな貴方両手で同

時に絵を描くのに挑戦してみませんか！ 

私と一緒に楽しく描いてみませんか。  


