
サポート分野 芸術・文化 

氏名・団体名 三原 千鶴子  

性別 女性 

内容 ペン習字の学習指導 

登録公民館 崇善公民館 

活動可能地域 崇善公民館区域 隣接区域 市内全域 

資格等 硬筆書写検定１級、漢検２級 

PR メッセージ 
ていねいで読みやすい文字は、一生の宝物です。心を豊かにして

くれる美しい文字を学んでみませんか？ 

 

 

サポート分野 芸術・文化 

氏名・団体名 大橋 喜久優  

性別 女性 

内容 箏曲（箏、三絃、唄）の指導、イベント等の協力 

登録公民館 富士見公民館 

活動可能地域 富士見公民館区域 隣接区域 市内全域 

資格等 中学教諭免許、箏曲教授免許 

PR メッセージ 
筝曲（琴、三絃、唄）を指導しております。初心者、経験者問わ

ず、好きでやりたい方に丁寧に指導します。小学校、中学校の指

導経験がありますが、年齢に関係なく興味を持っていただける方

に最初から手ほどきします。 

 

 

 



サポート分野 芸術・文化 

氏名・団体名 佐藤 敏美  

性別 女性 

内容 朗読の実演とその指導、紙芝居実演 

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 山根基世朗読指導者養成講座修了 

PR メッセージ 
「伝える」基本を知って物語を分かち合いましょう。健康のため、

子供たちの言葉を育てるため、仲間を増やすため、スキルアップ

のために、などなど。朗読を楽しむお手伝いが出来たらと思いま

す。 

 

 

 

サポート分野 芸術・文化 

氏名・団体名 非公開 ※登録公民館へお問い合わせください。 

性別 男性 

内容 写真撮影 

登録公民館 松が丘公民館 

活動可能地域 松が丘公民館区域   

資格等  

PR メッセージ  

 

 

 



サポート分野 芸術・文化 

氏名・団体名 町田 和子  

性別 女性 

内容 公民館まつりや大人や子どもさんに茶道や華道を楽しんでいた

だきたい。 

登録公民館 南原公民館 

活動可能地域 南原公民館区域   

資格等 千家古流華道師範、茶道裏千家準教授 

PR メッセージ 
日本を代表する文化である茶道や華道を楽しく体験してみませ

んか。実際にお茶を点てたりお花を活けたりできます。年齢は問

いませんので、どなたでもどうぞ。 

 

 

サポート分野 芸術・文化 

氏名・団体名 鈴木 カツ子  

性別 女性 

内容 和装着付講師 

登録公民館 大神公民館 

活動可能地域 大神公民館区域 隣接区域 市内全域 

資格等  

PR メッセージ  

 

 

 



サポート分野 芸術・文化 

氏名・団体名 伊藤 文人  

性別 男性 

内容 トリックアートや「さかさ絵」「さかさ文字」などの製作指導 

登録公民館 岡崎公民館 

活動可能地域 岡崎公民館区域 隣接区域 市内全域 

資格等 小中学校、公民館での指導経験有り 

PR メッセージ さかさ絵絵本「まさかさかさま」（サンマーク刊）をシリーズで

出版中 

 

 

 

サポート分野 芸術・文化 

氏名・団体名 伊藤 文人  

性別 男性 

内容 イラストや似顔絵などの制作指導・協力 

登録公民館 岡崎公民館 

活動可能地域 岡崎公民館区域 隣接区域 市内全域 

資格等 東京デザイナー学院講師 等 

PR メッセージ テレビのクイズ番組などで制作経験あり 

 

 



サポート分野 芸術・文化 

氏名・団体名 伊藤 文人  

性別 男性 

内容 回文まんがの作り方指導 

登録公民館 岡崎公民館 

活動可能地域 岡崎公民館区域 隣接区域 市内全域 

資格等 小中学校、公民館での指導経験有り 

PR メッセージ 
回文まんが絵本「きりんねるねんりき」及び「ひのたまのりのま

たのひ」出版中 

 

 

サポート分野 芸術・文化 

氏名・団体名 仲村 英子  

性別 女性 

内容 ハーモニカの演奏 

登録公民館 岡崎公民館 

活動可能地域 岡崎公民館区域 隣接区域  

資格等  

PR メッセージ 
哀調帯びたハーモニカを吹いてみませんか？腹式呼吸をするの

で健康にもとても良いですよ。一緒に懐かしい曲を吹いてみまし

ょう。 

 

 

 



サポート分野 芸術・文化 

氏名・団体名 原田 圭介  

性別 男性 

内容 水彩画 

登録公民館 岡崎公民館 

活動可能地域 岡崎公民館区域 隣接区域 市内全域 

資格等  

PR メッセージ  

 

 

 

 

サポート分野 芸術・文化 

氏名・団体名 三枝 須美子  

性別 女性 

内容 和服着付け 

登録公民館 城島公民館 

活動可能地域 城島公民館区域 隣接区域  

資格等  

PR メッセージ  

 

 

 



サポート分野 芸術・文化 

氏名・団体名 非公開 ※登録公民館へお問い合わせください。 

性別 女性 

内容 軽体操、脳トレ関係、司会 

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  

資格等 （財）日本レクリエーション協会インストラクター 

PR メッセージ  

 

 

 

サポート分野 芸術・文化 

氏名・団体名 豊原 幾久榮  

性別 女性 

内容 宝生流謡曲の指導及び同流派の方のお手伝いも可 

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 宝生流教授嘱託免状 

PR メッセージ  

 

 

 



サポート分野 芸術・文化 

氏名・団体名 小清水 喜代子  

性別 女性 

内容 絵手紙指導 

登録公民館 土屋公民館 

活動可能地域 土屋公民館区域 隣接区域  

資格等 日本絵手紙協会公認講師 

PR メッセージ 
絵手紙体験を通して「ヘタでいい、ヘタがいい」の基本をわかり

やすくお伝えします。かいて楽しいもらって嬉しい絵手紙の世界

を体験してみませんか？ 

 

 

 

サポート分野 芸術・文化 

氏名・団体名 長田 光雪嬉  

性別 女性 

内容 押花、デコパージュ、UV レジン etc の指導 

登録公民館 吉沢公民館 

活動可能地域 吉沢公民館区域 隣接区域 市内全域 

資格等 インストラクター 

PR メッセージ 
老人ホームで 10 年以上教えています。対象者の年齢・予算に合

わせて何でも作る指導をします。 

 

 

 



サポート分野 芸術・文化 

氏名・団体名 増田 登  

性別 男性 

内容 南京玉すだれ 

登録公民館 吉沢公民館 

活動可能地域 吉沢公民館区域 隣接区域 市内全域 

資格等  

PR メッセージ 国際交流会等で披露。好評でした。 

 

 

 

サポート分野 芸術・文化 

氏名・団体名 非公開 ※登録公民館へお問い合わせください。 

性別 女性 

内容 パッチワークの指導 

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 日本手芸普及協会パッチワーク講師 

PR メッセージ  

 

 

 



サポート分野 芸術・文化 

氏名・団体名 杉山 紅音  

性別 女性 

内容 いけばなの普及 

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 小原流一級家元教授 

PR メッセージ  

 

 

 

サポート分野 芸術・文化 

氏名・団体名 高橋 悦子  

性別 女性 

内容 ステンドグラス体験 

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  

 

 

 



サポート分野 芸術・文化 

氏名・団体名 非公開 ※登録公民館へお問い合わせください。 

性別 男性 

内容 ハーモニカ演奏音楽とともに昭和の歴史を振り返る 

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 監督者研修指導者 

PR メッセージ 音楽の合間に文化、スポーツ等の時事話題を取り上げたい。 

 

 

サポート分野 芸術・文化 

氏名・団体名 西村 丈彦 

性別 男性 

内容 
ウクレレ合奏、マンドリン合奏、ギター合奏の指導、絵画サーク

ルの指導（油彩、水彩）入門講座なども 

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 芸術・文化 

氏名・団体名 畑 真弓 

性別 女性 

内容 
己書（おのれしょ）＜筆文字アート＞ 

登録公民館 須賀公民館 

活動可能地域 須賀公民館区域 隣接区域 市内全域 

資格等 日本己書道場師範 

PR メッセージ 
己書とは読んで字のごとく自分だけのオンリーワンの書です。書

き方や書き順にとらわれず自身の思いのまま自由に筆を走らせ

自分の世界を表現する喜びを味わってほしいと思います。 

 

 

サポート分野 芸術・文化 

氏名・団体名 非公開 ※登録公民館へお問い合わせください。 

性別 男性 

内容 
陶芸全般の指導。粘土の調合、成形、釉薬作り、焼成方法、簡単

な窯の作り方。 

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 芸術・文化 

氏名・団体名 大石 直記 

性別 男性 

内容 
日本の近代以降の文学作品、その作家について。 

具体的には、例えば、森鴎外、夏目漱石など。 

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  

PR メッセージ 
埼玉大学、共立女子大学、明治大学等々で、日本近代文学（森鴎

外、夏目漱石、芥川龍之介等々について、講義やセミナーを行う。）

を教育・研究してきました。退職を機に、これまでの教育歴を活

かして、市民の方々の向学心を促す一助になりたいと思っていま

す。音読しながら、文学作品をじっく読み味わうことができれば

幸いです。テキストは、集った方々の希望を聴いて決めたいと思

います。 

 

 


