
 

1 

ご挨拶 
 

 認定NPO法人あさお市民活動センターでは、地域は「人財の宝庫」に違

いないと、平成22年度から区民講師公開講座を開催。2020年で11回目を迎

えることが出来ました。 

 平成28年に「あさおナビ2016」で達人倶楽部として、講師の方々を紹介

しましたが、それ以降、区民講師をされた方を加え、今回、分野別の紹介

誌を発行させていただきました。 

 「集まりの時に話題提供をしてもらえる講師はいないか」と、コミュニ

ティ活動をされている団体・施設から、やまゆり市民活動相談窓口に問い

合わせが多くなってきました。この声に、応えるために歴代の「区民講師」

の方々をご紹介をさせていただければと思います。 

 開講年度から10年以上たった方もいらっしゃることと、個人情報の保

護の必要があること以上の背景から、紹介窓口として、麻生市民交流館

やまゆり「市民活動相談窓口」が講師の了解を打診したうえで、連絡を

とらせていただきたいと思います。 

 

理事長 植木昌昭 

お問合せ・連絡先 

麻生市民交流館やまゆり 市民活動相談窓口 

〒215-0021 川崎市麻生区上麻生1-11-5 

TEL.044-951-6321 FAX.044-951-6467 
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名前 
講座タイトル 

専門分野【開講年】 
内 容  プロフィール 

久保田洋治 
パントマイム 

【2009年】 

パントマイムのワークショップ、 

パントマイムの作品公演 

1989年パントマイミストの清水きよし氏

に師事、舞台中心に活動するが、2000年

頃より麻生区内で老人施設、幼稚園、子

ども会等活動範囲を広げる。2008年アル

テリオ小劇場にてソロ公演を行う 

中原 岩夫 
しんゆりの 

いろいろ舞踊 

【2017年】 

踊りたいという願望だけで特別な才能

なんて要りません。硬くなった身体をほ

ぐして、新しい自分を発見してみましょ

う。普段着のあなたの中の身体力を探り、

協働作業を通して、ひとつ、この日限り

の身体表現を完成させてみましょう！ 

1948年生まれ元神奈川県立高校国語教

員、学生の頃より、洋舞、舞踏、アジア

舞踊、上方舞など様々な踊りの稽古場に

チョコチョコ通う。2014年しんゆりイン

ド舞踊研究会設立、この年3月と6月の2回、

「あさお市民交流館やまゆり」にてイン

ド舞踊の創作発表 2015年6月「やまゆ

り」にてソロ創作舞踊発表 2016年「し

んゆりのいろいろ舞踊研究会」に名称変

更 2014年・15・16年「やまゆり楽芸会」

に出演 

三浦 清市 

伝統芸能 日本民謡・

安来節 

［踊り・唄・三味線］ 

【2010年】 

やまゆり主催による区民講師公開講座

（第2回、5回）に於いて「どじょうすく

い踊りで楽しく健康づくり」をテーマに

公開講座を実施。参加者の要望により

長期講座としてスタート。（第2・第4月

曜17時30分～19時）会員増により麻生

スポーツセンター教室も2015年7月から

スタート。 

40年近く会社勤務、退職後民謡安来節の

稽古を開始。2007年正調安来節保存会本

部より「踊りの部」師範の認定を受ける。

その後「唄の部」2013年、「三味線の

部」2014年各準師範に認定される。現在

安来節保存会東京支部幹事、川崎安来節

同好会代表 

地域は人材の宝庫 

麻生市民交流館やまゆりで開講された「区民講師公開講座」の講師陣のなかから、機会があれば

話をしても良いという方を「やまゆり達人倶楽部」としてご紹介させていただきます。 

CONTENTS 

◆掲載ジャンル（掲載人数）  ・・・ 掲載ページ 

◆演 芸    （3名）  ・・・ Ｐ2 

◆音 楽   （10名）  ・・・ Ｐ3～4 

◆教養・教育  （40名）  ・・・ Ｐ5～11 

◆健康・スポーツ  （25名）  ・・・ Ｐ12～16 

◆美術・工芸   （9名）  ・・・ Ｐ16～17 
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名前 
講座タイトル 

専門分野【開講年】 
内容 プロフィール 

井上 昭史 

眠っているフルートで

長息き（？） 

【2019年】 

ピアノやギターにはかないませんが、

フルートの潜在人口はかなりの数にの

ぼるのではないでしょうか？何らかの

理由で押し入れ等に眠っている楽器も

多いかと思います。この機会に思い

切ってそれを復活させてみませんか？ 

さらに、大勢で合奏すれば交流も生ま

れます。目標は麻生市民館で発表の場

を持つことです！楽器の演奏が認知症

予防になることは実証ずみです。フ

ルートは指だけでなく、息も使います

から長息き＝長生き！ ということに

もなります。 

慶応義塾大学文学部卒。 

フルートを吉田雅夫、高橋利夫、湯川和雄

の諸氏に師事。Suzuki Methodフルート科

講師を務めた後、1979年から1984年にか

けアメリカ、スイス、英国にて学ぶ。 

帰国後「トレバー・ワイ フルート教本」

（音楽之友社、旧版）を邦訳。 

1992年より井上真美とのデュオを開始。

1998年NHK「街道をゆく」の音楽担当。 

2003年NHK大阪「金曜コンサート」出演 

佐藤 晴夫 

童謡・唱歌・流行歌の

背後にあるもの 

【2019年】 

童謡あり、唱歌あり、歌謡曲あり、

演奏あり。それぞれのジャンルの中

で、後世に残したい歌は何だろう。

私達大人が、先ずそれぞれの歌に、

いかに感動するか。 

日本歌謡芸術研究所認定師範 同左歌唱

審査法科修了。ビクター歌謡音楽研究会

認定講師。全日本音楽教室指導者連合会

童謡唱歌師範。現在、里の春歌謡教室で

演歌の指導、川崎市の高齢者施設でコー

ラスを指導。そのほか数か所で歌、マ

ジック、紙芝居、保育園で読み聞かせ。 

リプリント川崎会員。 

鈴木 穂波 

みんなで一緒に 

「らくらくピアノ♥」 

【2016年】 

指を動かし声を出して、うたって、

だれでも楽しくピアノを弾くことが

できます。紙鍵盤を使って、みんな

で気軽にベートーヴェンを弾いてみ

ましょう！ 

国立音楽大学器楽学科ピアノ専攻卒業

後、音楽系専門学校講師を経て、現在、

「3歳から100歳まで」をモットーに、音

楽教室を主宰しております。「全日本ら

くらくピアノ協会」指導認定講師とし

て、”気軽・喜び・集い”を音楽のテー

マにして、中高年の方々と音楽を分かち

合いたいと思い、活動しています。 

髙橋 香衣 

楽しい歌舞伎の音楽 

［三味線や太鼓］ 

【2019年】 

・大太鼓の演奏方法 

  （情景描写、儀式音楽） 

・鼓の説明と演奏 

  （組み立て方、打ち方） 

・締太鼓の説明と演奏 

  （組み立て方、打ち方） 

・三味線の説明と演奏 

・長唄の曲を説明しながら演奏 

  （時間があれば） 

幼少よりピアノ、バイオリンを習う。 

日本大学芸術学部音楽学科作曲コース

卒。NHK邦楽技能者育成会中退。世田谷

区芸術アワード”飛翔”音楽部門受賞。

歌舞伎囃子を堅田喜三久師（人間国

宝）、長唄三味線を杵屋五三吉師ほかに

師事。邦楽囃子方として、古典芸能演奏

会・日本舞踊の会に出演。演劇・話芸・

ダンス・無声映画公演などの各種劇音楽

を作調・作曲し、生で演奏。独自の音楽

世界を構築している。 

谷 リエ子 

聴いてふれる 

シャンソンの世界 

【2018年】 

聴いて学ぶ、楽しむ、シャンソン史。

①シャンソンとは何か ②創世記 

③ベルエポック ④シャンソン到

来、現在を解説。①～④時代ごとの

モデルとなる象徴的な原曲を交えて

聴く、或いは歌う。他ジャンルとの

大いなる相違を解説。日本人との感

性。 

鹿児島県出身、八王子市南大沢在住。 

平成26年3月、八王子市民自由講座「は

じめてふれるシャンソンの世界」平成29

年 3月、東大和市民会館「シャンソン

ワークショップ」等々。麻生芸術のまち

コンサート登録員。日仏シャンソン協会

会員。 
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名前 
講座タイトル 

専門分野【開講年】 
内容 プロフィール 

中林 俊博 

もう一度ギターを手

にしませんか？ 

【2011年】 

青春時代はギターが流行していました

ね！つい手にしたギターが埃をかぶっ

ていませんか？ そんなギターを手に

とって皆さんで、新しい息吹きを与え

ませんか。 

1957年長崎県五島列島に生まれ。 

1980年に第10回全国フォーク音楽祭

（日本武道館）でグランプリを獲得し、

その後各方面で音楽活動を続けている。

現在は東京都世田谷区砧で「大人のギ

ター弾き語り教室『俺のギター部屋』」

(http://www.myguitarroom.net/）を経

営、毎日数多くのシニア・主婦層にギ

ター弾き語りを指導している。 

西田 清明 
ウクレレを始めよう！ 

【2016年】 

ハワイの楽器として知られている弦楽

器ウクレレのご紹介 

➀歴史 ②構造 ③ウクレレのイベン

ト ④実演奏デモ ⑤選び方、始め方

（チューニング、持ち方、弾き方、楽

譜） ⑥簡単な曲を自分で弾いてみる 

日本ウクレレ協会（通称NUA)理事。 

ビートルズ全曲をウクレレで演奏でき

るように編曲するのが夢。ソロ、ハワ

イアンバンド、おやじバンド（NO ONE 

CHAT)で活動中 

西村 勝行 
ミュージカルって何だ 

【2019年】 

①ミュージカルとオペラと音楽劇の 

 違いについて。 

②ミュージカルの音楽の特徴 

③ミュージカルはどのようにして 

 生まれてきたのか。 

④ミュージカルの創りかた。 

⑤心に残る名曲の数々と作曲家、 

 作詞家、振付師について。 

⑥現在も続いているトニー賞について。 

などをテーマにお話ししたいと思って

います。 

誰もが知っているミュージカルの名曲

もピアノの伴奏で皆様とご一緒に歌っ

てみたいです。 

昭和音楽大学短期大学部、東京芸術大

学音楽学部声楽科卒業。 

20年以上にわたり、渡辺プロ東京音楽

学院・TBS緑山スタジオ緑山塾・日本TV

音楽院などで講師を務めた。以後、現

在まで様々な舞台、映画、放送などの

音楽制作にかかわっている。現在、昭

和音楽大学講師・日本作曲家協会会

員・日本音楽著作権協会信託会員・あ

さおポップスコーラス主宰。 

松本 千尋 
ピアノ指導 

【2012年】 

初心者のピアノ指導 及び 一曲マス

ターのグループレッスンなど。（♪エ

リーゼのためにを弾こう!!etc.,） 

千代ヶ丘3丁目の自宅教室にて♪ピアノ

教室 ポコ ア ポコ主宰。 

http://piano-workshop.net/ktc/poco-

a-poco/ 

森 剛康 

テナーサックスを吹い

ています 

【2012年】 

やまゆりで区民講師の経験あり。 

演奏がおもで、サックスを吹いてみた

いと云う方が居れば教えることができ

ます。 

18歳頃からサックスを吹き、その後

ジャズバンドに入り有名なバンドでは

シャープ＆フラット、ゲイスターズと

テレビ、ラジオで演奏… そしてナイ

トクラブを最後に音楽会から引退。 

現在、老人ホームで流行歌、艶歌など

を演奏しております。 
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名前 
講座タイトル 

[専門分野]【開講年】 
内容 プロフィール 

秋川和之 
知っておきたい 

相続の事 

【2017年】 

家族を「想う」相続を今一度、考えて

みませんか！ 家族を「想う」相続に

出来れば、遺された相続人の生活を

守ったり、相続人の新たな生活の基礎

をつくることができます。知らない

と… 住み慣れた家から出ないといけ

なくたったり、家族間の関係が崩壊す

る危険が… 

26年間の金融機関勤務の中で、より良い

暮らしを送って行く上で欠かせない生活

スキル「金融リテラシー」教育に力を入

れてきました。今までの経験を活かし、

少しでも地域貢献ができればと思いま

す。CFP、一級FPファイナンシャル・プ

ランニング技能士、日本損害保険協会特

級（一般）、生命保険協会トータルライ

フコンサルタント、など 

アモアベン 

ヤオオフェイ 

外国人から見た日本

人のここがすごい 

【2019年】 

最近、スポーツの試合後に観客席のゴ

ミ拾いをした日本人を大絶賛する

ニュースが海外で何度も報道され、そ

れをご覧になった方も多いかもしれま

せん。でも、これ、日本人にとっては

「当たり前」ではないですか？こんな

エピソードをくつかご紹介しながら、

簡単な英会話を学んで頂くお茶の間英

会話です。講師のギターに合わせて、

皆さんで懐かしいうたを歌って楽しむ

時間もございます！ 

ガーナ出身。日本在住25年。日本人妻と

子ども2人の4人家族。趣味は音楽（プ

ロ、CD3枚出しました）、料理（ほとん

どプロ、カレーと手作りパンは絶品）、

家庭菜園（ほとんどプロ、ガーナでは農

業の先生でした）、サッカー（海外リー

グに精通）。人当たりの良さを活かしな

がら、様々な活動を通して日本人の英語

力アップに貢献し、麻生区上麻生で英会

話を教えています。 

井口 征男 

・歩き旅・一人旅・

四国遍路・スペイン

巡礼道・熊野古道・

エベレスト街道など 

【2014年】 

・歩き旅、一人旅には旅本来の楽しさが

凝縮される ・人が歩く「道」は人類の

歴史的、文化的な遺産である 

・歩いて旅することは、等身大の視点で

物を見ることであり、意外な発見に富む  

・歩いて旅する、一人で旅する、ことは

人を思索的にさせる 

リタイア時に三つの目標を持ちました。 

（一）四国八十八箇所を歩き通すこと 

（二）スペインの巡礼道を歩き通すこと 

（三）フルマラソンを完走すること  

それらを達成する過程で見えてきたこと

の一つが、歩き旅、一人旅は素晴らし

い！です。そのことを一人でも多くの人

と分かち合えればうれしいなと考えてい

ます 

今井 正 
いっしょに遊ぼう 

“百人一首” 

【2016年】 

(1)“小倉百人一首”の解説冊子と 

  絵札集を配布。 

(2) “小倉百人一首”の由来解説。 

(3)カセットテープを使用して、読み

上げられた歌の絵札を探し当て（ゲー

ム形式で）簡単に解説。 

現在、多摩区、錦が丘、枡方、長尾三か

所の老人いこいの家で10年以上朗読講師

を続ける。朗読ボランティアグループさ

んざし会員。よみうりランド花ハウス（特

養ホーム）、ベストライフ麻生Ⅱ（有料

老人ホーム）で出前朗読ボランティア 

岩田 輝夫 
地球温暖化防止に私

たちができることは 

【2017年】 

地球温暖化の現状について、このまま

温室効果ガスが増え続けていくとどう

なるか。自然エネルギーの活用は何故

必要なのか。自然エネルギーの世界で

の導入状況、日本での状況などと、エ

コのまち麻生をすすめていくために私

たちができることは何か。 

・麻生区クールアース推進委員会委員 

・麻生区文化協会美術工芸部員 

・絵画サークル「ジョイパレット」会員 

・テニス同好会「白山クラブ」会員 
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名前 
講座タイトル 

[専門分野]【開講年】 
内容 プロフィール 

上 田 和 雄 

【初級】Microsoft 

Officeから始めるパ

ソコンの基本 

 【上級】Excel /

VBA やVisual Stu-

dio Basic を使った

システム開発 

【2009年】 

①ゆっくり始めよう“デジタル化” 

  ・・・自分史を作成する  

②Officeを便利に使う 

  ・・・仕事の効率化  

③Excel VBAでのプログラム開発と業務

の効率化 

  ・・・Excelの違う世界を経験 

自動車保険会社で、損害調査システム開

発及び損害データ分析部門の責任者を

10年あまり担当。その後定年前に、高等

学校情報（Ⅰ種）教員資格を取得、現在

は中高一貫校のシステム担当及び会計

責任者として、生涯現役を続行中。社会

へ出て勤務先で役に立つシステム活用を

伝えたいと思っています。 

歌 田 な ぎ さ 

素敵な人間関係をつ

くるコミュニケー

ションの技！！ 

【2016年】 

コミュニケーションのとり方ひとつで幸

せな気持ちにも不愉快な気持ちにもな

ります。コミュニケーションをとる上で

のポイントは何なのでしょう。コーチン

グの財団認定プロフェッショナルコーチ

の資格を持つ講師が日常で使えるコ

ミュニケーションの技をお伝えしつつ、

ワークショップ形式でよりよいコミュニ

ケーションのとり方を学び合う講座です。 

生涯学習開発財団認定プロフェッショ

ナルコーチ／国際コーチ連盟アソシエ

イト認定コーチ／2004年からコーチン

グを学び、コーチングのコーチとして

個人の目標達成のためのサポートを

行っている。 

大 川 壽 子 

あなたは知っていま

すか？男の子って・

女の子って 

【2019年】 

ノウハウではなく、幼児期の脳の発達に

大人ができる大切なことは・・・ 

林修の「今でしょ！講座」でも取り上げ

られた男性と女性の違いは、子どものこ

ろから見られますが、その違いは環境も

大きく関わっています。あなたの思いが

子どもに届く♪ 

1972年短期大学の幼児教育科卒業。幼児

教育にたずさわる。子育て後、日本女子

大学人間社会学部心理学科に入学、2018

年卒業。2児の母。「気づいたことは身に

つく」を大切にしています。 

加 藤  倭 朗 
シルクロード中央ア

ジアの国々について 

【2009年】 

私が5年半過ごした中央アジア・コーカ

サスの国々について体験を含め映像を

中心にご紹介します。ウズぺキスタン（2

年）、キルギス（1年）、アゼルバイジャ

ン（2年）、グルジア（半年）の滞在。 

ＪＩＣＡ（国際協力機構）のシニアボラ

ンティア、専門家として上記の国々及び

カンボジア滞在、各国の学生、社会人を

対象に企業人材育成を担当  

加 藤 真 由 己 
新しい時代への希望

のメッセージ 

【2017年】 

現在、私たちは途方もない変化が起こっ

ている時代に生きています。新しい時代

にスムーズに移行していく、わくわくす

るメッセージです。非常に困難なこの時

代、苦しんでいたり、困っていたり、寂

しい想いや先が見えない不安状況のな

か、新しい時代への希望のメッセージを

お伝えして、おひとり、おひとりがご自

分のハートから尊厳と価値を持って、命

を大事に輝かせて生きていく参考にして

いただければ幸いです。 

伝導瞑想（トランスミッションメディテー

ション）奉仕のグループ瞑想を、長年に

渡り実践しています。 

鎌 田 正 博 
地球と生命の歴史 

【2018年】 

宇宙は137億年前にビッグバンから誕生

した、人類は20億年前に誕生したと言わ

れているが、どうしてそれが分かるか不

思議ではありませんか？DNA、酵素、発

酵、無酸素運動、有酸素運動、など普段

何気なく使っている言葉に、生命進化の

歴史があります。これまで、どうやって、

何が分かったかをお話しします。生命の

エネルギーの確保と進化の過程、爆発的

な新しい生命の誕生、四度にわたる大量

絶滅、DNA解析から分かった人類の歴史

など、出来る限り質問に答えながら、話

を進めます。 

麻生区在住 

石油開発に関して35年間、日本、アメ

リカ、ドイツで地震探索方法、機器、

センサー、および信号処理の開発に携

わってきました。 
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權 素蓮 
韓国語講座 

・韓国料理 

【2010年】 

韓国語（ハングルの基本となる文字

の構成や発音を分かりやすくすすめ

る講座 語学は難しいという観念が

覆る程楽しい授業で、回を重ねるた

びにみんなの気持ちが一つになって

いき、変わっていく自分を発見でき

ます。ドラマのセリフが聞けるのも

時間の問題）韓国料理（韓国ネー

ティブ講師による本格韓国家庭料理

のもっと知りたかった所や、一味違

う調味料のノウハウも教えます キ

ムチもお手のものに） 

1992年1月結婚を機に来日、2004年4

月～横浜国際交流ラウンジのスタッ

フとして勤め始め、2006年～韓国語

講師として、やまゆり初め横浜市内

11か所にて韓国語を教えている。韓

国料理の講師としても活躍中。 

2009年ケーブルTVにてキムチ作りの

紹介番組に出演、2010年～横浜国際

交流協会（YOKE)のホームページハン

グル版を担当、2004年～医療通訳、

国際理解講演、翻訳・通訳等多数 

菊池 純男 
どう変える、どう変

わる日本の大学教育 

【2019年】 

大学教育の質的転換を促進し、社会

基盤を支え、イノベーションを牽引

する高度ＩＴ人材育成のために産学

連携で2007年から産業界が取り組ん

できた活動経験を踏まえ、下記内容

を予定。 

１．日本の大学教育の現状 

２．産学連携による教育改革の取り

組み事例 

３．大学と企業が抱える課題 

４．産学連携から社学連携によるイ

ノベーティブ人材の育成 

大手電機メーカーにてシステムソフ

トウェアの研究、製品開発に従事。

経団連の産学官連携による高度IT人

材育成活動の一環で2007年から筑波

大学大学院教授、3年半後に復職、経

営戦略部門にて文科省、情報処理推

進機構のIT人材育成事業に参画。NPO

法人高度情報通信人材育成支援セン

ター理事・事務局長、産業技術大学

院大学客員教授を歴任。現在、文科

省enPiT2事業外部評価委員、柘植大

学工学部非常勤講師。 

熊谷 美昭 

戦争を知る最後の世

代が語る「学童集団

疎開」 

【2017年】 

私が子どもの頃、日本は戦争が続い

ていた時代でした。今も戦争が絶え

ません。何故でしょう？平和の大切

さを考えるためには戦争の実態を知

ることが必要です。東京の両親と別

れ、宮城県で過ごした私の集団疎開

体験を家族と交わした手紙と、父の

日記を添えて語ります。出来ればお

子さまとご一緒にお越しください。 

白山在住…40余年の企業生活を終え

～・NPO,異業種交流会の設立運営に

携わる・大学、日本語学校講師とし

て留学生に「日本企業」を講義する 

・大学聴講生として、主に「国際関

係論」を受講する・読書大好き…文

学碑を訪ね歩き、エッセイを雑誌に

出稿、また、同好の士と文士の足跡

を巡る 

黒川 直樹 

建築・都市・造園・

工芸・景観などの造

形文化（日本と西洋

の双方） 

【2014年】 

2015 年 4 月 に 講 師 を 務 め た。 

標題：メキシコの街と建築を探訪す

る - 光と色のバイタリティー 

（ピンク色の世界遺産都市ケレタロ

を中心に） 

2012年3月まで首都大学東京 都市環

境学部建築都市コース（旧称：東京

都立大学）に奉職し、西洋建築史お

よび景観計画を専攻。その後メキシ

コに2年間を滞在。 

こさか みか 
のびのび発語レッス

ン（ことば療法） 

【2016年】 

言葉が遅めのお子さんとその保護者

を対象に、発語を促すレッスンを行

います。堀田喜久雄氏によって考案

された「ことば療法」は、言葉に問

題を抱える多くのお子さんに効果を

上げてきた実績のある発語トレーニ

ングです。日本語独自の抑揚やリズ

ムを活用し、歌うように楽しく言葉

を学べる内容で、川崎では初の試み

です。 

ことば音楽療法士、声楽家、ヴォイ

ストレーナー、日本ことば療法学会

会員、イタリア国立フェッラーラ・

フ レ ス コ バ ル デ ィ 音 楽 院 卒。 

7年間のイタリア留学中に参加した

「学校における発声教育セミナー」

をきっかけに、発語・発声教育に興

味を持つ。現在はヴォイストレー

ナーとして指導に当たるほか、日本

各地で開催される言葉療法の学会や

セミナーに参加し、音楽を使った発

語教育を研究している。 

佐藤 次郎 

スポーツ一般、スポー

ツ評論、オリンピッ

ク・パラリンピック評

論、メディア評論 

【2012年】 

オリンピック・パラリンピック全般

について、スポーツメディアの現状

について など 

東京新聞（中日新聞社）記者、運動

部長、論説委員等歴任。現在スポー

ツジャーナリスト。オリンピック、

世界陸上など多数取材。著書：「東

京五輪1964」（文春新書）、「美足

ランナー」（東京書籍） 
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名前 
講座タイトル 

[専門分野]【開講年】 
内容 プロフィール 

佐藤 英行 
電子紙芝居！ 

からすの天国さがし 

【2017年】 

からすとおばあちゃんが助けあう話

です 今日益々高齢者が増えて、お

じいさん、おばあさんの時代がきま

す。そんな時だれにも相談できず、

孤立した高齢者たちが悩み・考え込

んでしまう。多くのおじいちゃん、

おばあちゃんたちが、直面する悩み

をふっきり生きる希望をみつけ、老

後を楽しく元気にすごすことが出来

ればと思い、画家の私が文と絵を描

いてみました。多くのかたがたに触

れていただいたら幸せです。   

 

霜倉 妙子 
フラワーアレンジメ

ント 

【2017年】 

季節の花を使って子どもの日、クリ

スマス、お正月等、その時々に合っ

たアレンジを作っています。花々の

一つ一つを大切に香りを楽しみ心豊

かなひと時を一緒に過ごしてみませ

んか？ 

麻生区在住。駅近の花屋さんが始めた

アレンジの教室で２～３年通い学ぶ。

資格試験でブーケとアレンジの試験に

合格。現在は自宅で教室を開いて、職

場でも行事にあわせたアレンジを作る

時間を提供して楽しんでいる。 

白石 雅彦 
「ウルトラマン」の

誕生 

【2019年】 

知っているようで知らないテレビ映画

の発達史。この講義は、戦後誕生し、

急速に発達したテレビと、フィルムで

作られたテレビドラマ、いわゆるテレ

ビ映画の誕生を軸に、我が国最大の

ヒーロー・ウルトラマンの知られざる

裏側を解説するものです。 

脚本家、特撮研究家、映画監督。脚本

に「ソニックⅩ」「大正野球娘」「キ

ングダム」。著書に「円谷ーウルトラ

Qとテレビ映画の時代」「ウルトラマ

ンの飛翔」「ウルトラセブンの帰還」

などがある。 

最新刊は「怪奇大作戦の挑戦」 

杉山 知子 

「気持ちワーク

ショップ」 

～子どもの話に耳を

傾ける～ 

【2016年】 

日本にCAP(子どもへの暴力防止プロ

グラム)を紹介した森田ゆりさんの

「気持ちの本」を使った「気持ち

ワークショップ」では子どもたちが

気持ちについて考え、気持ちを伝え

ること、気持ちを受け止めることを

体験します。その子ども向け「気持

ちワークショップ」を紹介し、子ど

もを支える大人の方が子どもの気持

ちを受けとめながら話を聴くコツを

使って話を聴く練習もします。 

保育園勤務後、CAP（子どもへの暴力

防止プログラム）スペシャリストとし

て保育園・幼稚園から高校生の子ども

たちから保護者の方、先生方への研修

などを行っています。 

鈴木 秀秋 
市民としての 

国際理解と国際協力 

【2016年】 

外国人も日本人も同じ人間です。国際

理解と国際協力とも、まず、人間とし

て社会生活を楽しく豊かに送りたいの

です。１）挨拶にはじまり、挨拶に終

わる ２）態度、行動で相手にこたえ

る。身振り手振りで良い。 ３）文化

的に今は世界中差は少ない。携帯電

話、テレビは世界中に普及 ４）政治

体制の違い、貧困差、医療体制差は大

きく、水不足、停電、紛争は多い。 

会社定年後、ＪＩＣＡのシニア海外ボ

ランティアで4年間活動（マレーシ

ア、シリア）。帰国後もボランティア

活動を実践中。 

瀬領 浩一 
70にして立つ 

自業の薦め 

【2016年】 

少子高齢化社会・１億総活躍社会とい

われている今、起業家の考え方を参考

にした自分から始める活動（事業や家

業ではなく自業）について疑似体験し

ます。そのなかで、マンダラ図を使っ

た着眼大局着手小局の見方、学びなが

ら自立を狙う修破離(PDCA）の進め方、

手書きで始めるアナログ思考等、簡単

に使えるアイデアの纏め方と方法論も

ご紹介いたします。 

石川県の生まれ、外資系コンピュータ

会社でSE、金沢大学で産学連携や人材

育成にかかわる。退職後は客員教授、

非常勤講師、経営情報学会のメンバー

として活躍している。 
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田中 喜美子 

井口 征男 

お遍路サロン 

【2018年】 

四国遍路に興味をお持ちの方、全員集

合！ 

・お遍路をしたいと思っているけれど

なかなか踏み出せないでいる人 ・お

遍路を体験したので、その素晴らしい

体験談を誰かに伝えたい人 ・いつか

はお遍路をしたいので、いろいろなこ

とを知りたい人 ・お遍路の体験者の

話 を 直 接 聞 い て み た い 人 

このお遍路サロンは、講師の一方的な

話ではなく、お遍路へのいろいろな思

いの人が集まって、それぞれの思いを

気軽に話し合う場にしたいと思いま

す。 

語り部：田中喜美子 

喜寿を機に遍路を志し東日本大震災で

一時中断するも2年後に再開し、現在結

願前。山ガールのはしりでもあり日本

アルプス全峰完登。「多摩川と語る会」

を主宰し河口から源流まで完歩するこ

と4回。 

 

コーディネーター：井口征男 

遍路のほか、スペイン巡礼道、熊野古

道、エベレスト街道など歩いた。旅と

お酒をこよなく愛するさすらい人 

田中 喜美子 

多摩川からの贈物

河口から源流まで 

4回歩いて 

【2016年】 

源流の一滴が500ｍの大河となり東京

湾から太平洋そして世界の海へ。1千

万の鮎が遡上する下流、都会のオアシ

ス中流、渓流と自然の美しい上流、秘

境と水源林の森の源流など…。その映

像と共に川の仲間との交流から生ま

れた成果について語る。 

・20世紀の記録「多摩川と語る」・二ヵ

領せせらき館開館・ミニ図鑑「たまが

わの野草100選」・多摩川完全踏破「こ

れが多摩川だ」 

二カ領せせらぎ館館長 

秘境と水源の森の源流などその映像とと

もに、川の仲間との交流から生まれた「多

摩川の素晴らしさ」を伝えたいと思いま

す。 

田村 啓一 

「英語で紹介する

東京名所」・・・

英語の復習と日本

文化の再認識 

【2012年】 

東京名所（日本文化）を紹介する英

文を一緒に学びます。外国からのお

客様に英語で日本文化を伝えるだけ

でなく私たち日本人が日本文化の奥

深さを再認識するための一助にした

いと思います。 

平成23年の退職を機に、通訳案内士

（英語 国家資格）を取得。この資格

と在職中の二度の海外駐在経験

（ニューヨークとバンコク合計7年半）

を生かし、身の丈に合った社会貢献を

することが希望です。昭和23年新潟生

れ 東京大学文学部英文科卒 英検1級、

TOEIC905点 

沼田 アンナ 
国際交流 

多文化理解 

【2011年】 

地上の楽園「エクアドル」の紹介 

海・アンデス・アマゾン・ガラパゴ

ス諸島、４つの顔を持ち、世界で最

も多様性に富む国「エクアドル」。

その国の地理、歴史、民族、世界遺

産のお話と、人生を謳歌するエクア

ドルの人々の生活、文化、習慣など

を紹介し、スペイン語で簡単な挨拶

ができるようにします。 

エクアドル生まれ、ペルーにも暮らし

たことがある。1984年に来日し、京都、

東京で暮らし、2004年から川崎市に居

住。スペイン語教師歴２６年。エクア

ドル、エクアドル料理を学校、地域で

紹介。 

祢津 順子 
超初心者だけの 

パソコン教室 

【2012年】 

①初めてマウスを持つ方に基本操作から

楽しくご説明  

②ご自分のノートパソコンで学習可能  

③基礎コース終了後は、年賀状、カレン

ダー、名刺、デジカメで葉書づくり、そ

してエクセルでの名簿作成、インターネッ

ト検索方法など１年間じっくりと分かる

までとことんお付き合い致します。 

「川崎パソコンボランティア」という

団体で障がい者にパソコン指導したこ

とをきっかけに、2000年に超初心者を

対象としたパソコン教室「カルミア

ネット」を設立。２年後には目標を社

会貢献に据えＮＰＯとして法人化。パ

ソコンの電源をいれるところからはじ

まり、難しい言葉は使わず、理解する

までとことん付き合う。パソコンだけ

でなく、人間同士の温かい出会いの場

も提供したい」そんな願いで活動を継

続中。 
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名前 
講座タイトル 

[専門分野]【開講年】 
内容 プロフィール 

長谷川 威 

俳句入門句講座：俳

句の作り方の初歩の

初歩入門の手ほど

き。 

【2013年】 

①俳句を作る事に興味のある方に入門

の手ほどきをします。 ②５～１０名

程度のグループを作り月に１～２回程

度の講座を開きます。 ③俳句の作り

方の初歩の初歩の手ほどき（季題や季

語・切れ字等の基本）の「講義」と、

俳句の「実作」の講座を交互に開き作

句力の向上を目指します。 

①地元麻生区地生えの俳句結社「さざな

み」の同人、句歴２３年。現在運営委員。 

②社団法人「日本俳人協会」会員（麻生

区王禅寺東在住）     

ハナダサトシ 

コミュニケーショ

ン、心理学、対人関

係、生き方 婚活、

メンタルヘルス 

【2013年】 

シニアからの対人関係づくり。お仲間

を増やす社交術。 近親者と喧嘩しな

い生き方。家族の対人関係改善セミ

ナー。 自分で自分を救う力を養う。

孤独死しない生き方。 死ぬまで現

役！活力の作り方  など メンタルと

コミュニケーションから人生をハッ

ピーにする講座を開催。 

コピーライターとして、芸能人から一般人

まで1000人以上を取材したのちコミュニ

ケーションの大切さを心理学などから学

ぶ。市民活動団体「地球ヒューマンミーツ」

代表。活動として、対話の会「こころの対

話カフェ」、地域活性化プロジェクト「FiT」、

考える場「東京★コミュ ★カフェ」、コ

ミュニケーションセミナー「ニンゲンカン

ケイ教室」など各所で実施。平成26年度川

崎市麻生区区民講師。コミュニケーション

トレーナーズ協会認定コミュニケーション

心理学１級。米国NLP協会認定NLPプラク

ショナー、日本メンタルヘルス協会基礎

コース終了。 

伴 行恵 

知って安心 

不動産取引 相続 

住み替えの基本知識

を学ぼう 

【2016年】 

不動産のことや相続のことや住み替えの

こと。将来の為に勉強しておきたいと思

うが、どこに聞いたらよいのか、不動産

屋さんに行くまでもないなと日々過ごし

ている方のために、家の売り方、買い方、

借り方、老人ホームの探し方など基本の”

キ”について教えます。答えます。より

よい人生の選択のために自ら学んで備え

ましょう。 

サッカーに親しんでいる2人の息子の影響

で、川崎フロンターレのサポーターとして

等々力競技場に通う。また、傾聴ボラン

ティアグループに所属し、麻生区内の老人

ホームに出向き利用者の方々と交流して

いる。不動産取引実務経験を活かし、女性

の視点でシニアの住生活相談や相続コー

ディネーターとしての活動も行う。 

廣嶋 一康 

やさしい年金講座

「年金の仕組みが変

わったと新聞などで

読むんだけれど… 

良くわからないんだ

よね？？？」 

【2017年】 

年金の将来はどうなるのでしょうか…？ 

財源不足はどうなるのでしょうか…？ 

国民負担と給付の10年後の姿は…？ 

この機会に一緒に勉強してみませんか 

昭和15年横浜市生まれ 

38年中央大学卒業 石油元売り会社に36

年間勤務、営業職を歴任する。その後関

係会社を経て社会保険労務士に挑戦 平

成22年社会保険労務士登録 川崎市福祉

有償運輸運営協議会委員・川崎市食の安

全確保対策懇話会委員 

藤井 悦子 
源氏物語を楽しむ会 

【2018年】 

世界に誇れる大小説「源氏物語」につ

いて、楽しみながら読んで頂けるよう

お話ししたいと思っています。 

ここでは「夕顔」について、わかり易

くお話ししたいと思います。 

元高等学校国語教師 

古川 紘道 

ホームページ・ブロ

グ作成、診断(スマ

ホ・サイトを含む） 

【2010年】  

『ブログを作ってみませんか？』

wordpressを使ったブログの作成講座 

某大手コンピューターメーカーを退職後

「ボランティア日本語教師」、「広報プロ

ジェクト」に参画。Wordpressを使用し

て自分のサイトを運営する他、企業、個

人の通販サイトを構築 
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松澤 弘治 
手描き文字で 

あそぼう！ 

【2017年】 

POP調の文字の手描き文字ツルをつ

くってみませんか！！〔POP．チラ

シ．ハガキ．ポストカード．ニュース

レターが簡単につくれますョ。〕 

「手描き販促塾」主宰 

販促全般に関するよろず相談屋 

手描きチラシ＆POPづくり出張講座 

近隣商店街活性化支援 

松本 良樹 
歴史を中心とした話 

【2011年】 

①平成16～18年の3年間かけて市民館

の自主学級を立上げ、地域の古老をお

招きして勉強した。地域の歴史観光ガ

イドをしており、1500人超案内。 ②

源義経の史話が多く残る多摩区・麻生

区の観光ガイドを実施。 

出雲でうまれ（松江市）馬関（下関市）

で育つ。年金生活に入り地域市を学ぶ。

元来歴史（中世史）好き 

三好 一義 
地球温暖化防止に 

私たちができること 

【2019年】 

温暖化は世界各地で異常気象等様々な

影響を及ぼしていますが、今後更なる

深刻化が予測されています。次世代へ

の負の影響を極力少なくするため温暖

化の影響を正しく知り、私たちに出来

ることは何かを学んでいきます。 

昭和27年生まれ。大手電機メーカーで大

型コンピュータのSE、営業として主に大

学、国立研究所などの科学技術分野を担

当した。平成29年6月に退職し、地元地

域で各種ボランティア活動を行っている。

平成29年7月に麻生区クールアース推進

委員会に参加し、地球温暖化問題を区民

に啓発する活動を行っている。また、平

成30年12月に川崎市長から川崎市地球温

暖化防止推進員を委嘱されている。 

森下 恵理子 

暮らしに花を・・ 

簡単フラワー 

アレンジメント 

【2016年】 

花を長持ちさせる方法、生け方のコツ

を少し知る事で沢山の花を使わなくて

も気軽にアレンジを楽しめます。お庭

に咲いている花や葉、１本のスプレー

バラを素敵に生けるテクニックをいく

つかご紹介します。 

20年余、デザイン専門学校にてフラワー

デザイン非常勤講師としてフラワーデザ

インの指導をするとともに、自宅・企業

などでフラワーデザイン教室を主宰。

ウェディングブーケ、ギフト向け作品の

制作などもしています。 

森政 忠雄 
戦争と原爆の悲惨さ、

平和と命の尊さ 

【2016年】 

１．何故広島に原爆投下されたのか  

２．戦時中の教育内容と生活実態  

３．被爆の悲惨と忌わしさ 

４．前途有為な中学１～２年、38校

8,300名の無念さ 

５．戦争を知らない次世代に、平和と

命の尊さを継承したい 

今年82歳（2016年）、11歳の夏、広島で

被爆・目撃した情景があまりにも凄惨

たったため、その記憶を呼び覚まし、語

り部として人に語ることができるように

なるのに、59年もの時間を必要としまし

た。戦争を知らない若い次世代の方々に、

平和と命の尊さを理解し継承して頂くこ

とが天命と考えています。 

吉田 邦夫 
①欧州の歴史と現状、

②中国の歴史と現状 

【2014年】 

①古代ローマ帝国、神聖ローマ帝国か

ら現在の英、仏、ドイツの成立 ②司

馬遷の「史記」が描く中国の歴史の裏

側を探る 

会社勤務時代に9年間の駐在も含めて、

延べ13年間 欧州地域を担当、更に中国

部長を経験する。定年後、早稲田大学大

学院にて国際関係論を専攻、中国現代史

等を学ぶ。 
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名前 
講座タイトル 

[専門分野]【開講年】 
内容 プロフィール 

池田 富美 
はじめて体を動かす方

のためのストレッチ 

【2018年】 

「ヨガや太極拳、ダンスを習ってみたい

けど、運動したことがないから不安…」

「ジムに行ってもついていけるか心

配…」と言う方へ！ まずはストレッチ

で体を動かすことになれていきましょう。

まっすぐ立つことからはじめ、座ったり

寝転んだりしながらゆっくり丁寧に体を

動かしていきます。 

多摩区在住 

20歳でダンスを始め、ジャズダンス、モ

ダンダンス、コンテンポラリーダンスを

習得。演劇の舞台からダンス公演など主

に舞台で活動。現在もダンスカンパニー

「artCore」で踊るかたわら振付けや指

導等を行う。 

浦上 祀子 
ヨガ 

【2009年】 

ヨガの実習 呼吸法、ヨガアサナ

（ポーズ）、健康の維持増進 

国際ヨガ協会トレーナー（新百合学園

長）、 日本ヨガ療法学会認定ヨガ療法

士 、大和ドレスメーカー女学院カル

チャーヨガ教室・新百合万福寺教室指導 

大久保晴子 
バランスボール 

エクササイズ 

【2018年】 

バランスボールを使って、有酸素運動

（座って弾む）、筋トレ、ストレッチを

行います。「弾む」「転がる」という不

安定な状態で運動を行うと、身体が無意

識にバランスを保とうとします。その結

果、骨の一番近いところにある筋肉（＝

インナーマッスル）を鍛えることができ

ます。ボールに座って弾むと楽しくて心

も弾みますよ！ 

ミラクルボディ・ラボ認定インストラク

ター、百合丘在住。自宅を中心にバラン

スボールエクササイズ講座を開催。昨春

近隣小学校PTA行事で出張講座を開催。

小学生2児の母。 

柏木 まゆみ 

①健康ウォーキング 

②体操 

③フェイスストレッ

チング 

【2009年】 

①健康ウォーキング…日本古来の身体技

術【ナンバ】を現代に活かす歩き方、O

脚・外反母趾・ヒザ痛などの予防・改善

効果 ②体操…骨と関節を中心にした

【ナンバ式骨体操】で体の歪みを自分で

調整し日常動作を楽にします ③フェイ

スストレッチング…表情筋の美容体操、

手鏡一つでOK！額・目・頬をスッキリ 

ナンバ術協会公認師範、フェイススト

レッチング協会認定講師 

神奈川・東京・千葉・静岡などのカル

チャー・公共団体・PTA等で講座開講 

指導歴①12年 ②5年 ③7年 

國武 到 

知っておきたい！ 

認知症の発症原因と

予防 

【2016年】 

現在、日本の認知症患者は460万人、予備

軍400万人を含めると860万人となり、大き

な社会問題となっています。平均寿命が80

歳を超える超高齢化社会の到来で、今や認

知症は最大の長生きリスクとなってきて

います。何故、認知症となるのか？認知症

発症の原因とそのメカニズムを、多くの

データーと具体的な発症事例で解り易く

解説します。また、認知症とならないため

の予防については、長年の生活習慣の見直

しと栄養面（特に脳の働きを活性化するブ

レインフード）からの予防をお話しします。 

亡くなった父母が晩年、認知症を発症し

て人格が壊れていく姿を見て、認知症の

原因と予防について医療・介護の講演や

セミナーなどで学習。現在、同居の認知

症の義母・89歳を家内と共に自宅で介護

している。今まで学んできた知識を活か

して、認知症の改善と進行防止に取り組

み中。 

児嶋 脩 

天然物資源、薬用植物、

地理的特性 

【2010年】 

坂道の多い当地で、世界のトップクラ

スの長寿社会で暮らす皆さんに、健康

で過ごすため、薬用植物から多くの知

恵を楽しく学びとるガイドを努める。 

1939年鳥取市生れ。京都大学在学中にサ

リドマイド薬害を学び、北里大学薬学部

の教員時代、伝統医学の漢方に用いる薬

材等を研究してきた。この間、中国、イ

ンド、タイ、インドネシア、台湾、ベト

ナムなどに調査研究のため渡航した。現

在理学部の非常勤教員として教育担当、

薬学博士。 
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小林 速雄 
ストレスの気づきとそ

の軽減 

【2017年】 

ストレスは”心身”の病気を引き起こ

す可能性があります。ストレス状態を

自ら気づき、そのストレスへの対処・

軽減方法を身につけ”ストレス社会”

を楽しく・快適に過ごしましょう。 

KK東京食品綜合部長、KKコロネット取締

役、花と緑の研究所KK取締役を歴任し、

現在（一財）日本生涯学習協議会理事及

び行政書士として活動の傍ら、労務管理

特にメンタルヘルスマネジメントについ

て研鑽し、自分自身でストレスに気づき、

その軽減方法や対処要領などについて話

し、心の健康保持、増進の普及、啓発に

努めています。資格として、行政書士、

第1種衛生管理者、メンタルヘルスマネ

ジメント検定Ⅱ・Ⅲ種合格等。 

酒井 留加 
ＺＵＭＢＡ ＧＯＬＤ 

【2016年】 

ラテンを主とした様々な種類の音楽、

12～13曲、全部で45分程度、音に合わ

せて、年齢と共に衰えていく所を意識

して、体を動かし汗をかいて、心も体

もスッキリさせていくことを目的とし

たフィットネスプログラムです。自分

のペースで楽しく体を動かすことで、

負担にならず楽しみながら健康寿命を

のばしていくことができます。 

ヒップホップからZUMBAに出会い、自分

のペースで体を動かし楽しめるZUMBAに

魅了され、ZUMBAインストラクター、

ZUMBA GOLDインストラクターの資格を取

得。幼稚園教諭をしながらZUMBAの普及

を目指しています。 

渋谷 美恵子 
笑いヨガを楽しむ 

【2019年】 

笑う門には福来る。皆で笑えばお多福

に！昔から笑う門には福来る、と言わ

れていますね。みんなで笑ってお多福

になりましょう。 

生まれは東京都中央区佃島。私も母も良

く笑い、人を笑わせます。日本にラフ

ターヨガを初めて導入された田所メア

リーさんの下で、リーダー資格を頂く。

現在新百合ヶ丘・柿生・町田市金井にて

クラブ開催中 

神保 タミ子 
高齢者の在宅介護 

【2014年】 

2007年から現在まで、通算９年間夫

（85歳）を在宅介護しています。その

間の体験を手掛かりに、快適な介護生

活の具体策と問題点についてお話しし

ます。      

1935年横浜に生まれる。58年東洋英和女

学院卒業。60年まで横浜YMCA外国語講師

として勤める。著書に「脱会」（駿河台

出版）と、「認知症と脳卒中を患った夫

と共に生きている喜び」（幻冬舎ルネサ

ンス）がある。 

鈴木 佐保子 
花と暮らす 

認知症予防講座 

【2019年】 

超高齢社会に突入し、認知症や認知症

予備軍のリスクが高まっています。そ

の認知症を防ぐことはできませんが、

花と暮らすことで、脳に刺激を与え、

生活にリズムをつけ、多くの人々と関

わるきっかけとなればと思います。 

20年間、押し花インストラクターとして

活動。「押し花絵画展inロンドン」にて

優秀賞、「押し花創造展」にて創造展賞

特選2回、「押し花日本大賞」にて特別

賞、二科展デザイン部門にて5年連続入

賞、そのほか受賞多数。NHK文化セン

ター、産経学園で指導経験あり。不思議

な花倶楽部インストラクター。認知症介

助士。 

田代 恵理子 
健康太極拳 

目指せ！元気な90代 

【2017年】 

太極拳は無理のない自然の流れの動き

で呼吸法とともに時の流れを感じ、脳

の活性化と平衡感覚を養います。老若

男女で楽しく健康で過ごしましょう！ 

太極拳・剣・気功体操講師 

中国武術段位五段 健康気功段位三段 

北京国際大会 42式剣 金賞 

香港国際大会 24式・32式剣 一位 

全日本交流大会、練功大会にて32式・42

式剣 一位 
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名前 
講座タイトル 

[専門分野]【開講年】 
内容 プロフィール 

橘 美はる 

秋國 直子 

腸内環境から始まる 

健康と美容 

【2018年】 

今、最も注目されている町内フローラを

わかり易く解説をして、成人病の予防や

改善にも役立つ今日からできる、自分が

出来る腸内環境を整える身近な方法を

お伝えします。腸から始まる若返り、ア

ンチエイジング健康法を楽しく説きます。 

橘 美はる：NPO「生活習慣病と予防医学

を考える会」理事 

 著書：幸せを呼ぶ腸内フローラ 

秋國 直子：麻生区高石在住 

田中 元介 
ストレス・マネジメン

ト 

【2019年】 

辛い出来事も嬉しい出来事も、日常生活

のありようも、過去の嫌な記憶や未来へ

の不安も、ストレスになります。自分が

受けているストレスに気づき、自分に

合った対処法を取り入れ、心身の健康と

幸せ感の向上をはかりましょう 

麻生区百合ヶ丘在住27年。住み始めた翌年

からうつ病を患って、建てたばかりの家を

手放すことも考えました。15年かかってよ

うやく回復したので、市民活動団体「うつ

病支援の会あさお」を設立し、体験を活か

してうつ病の方やご家族に心を寄せて、回

復支援の活動をしています。家を手放すこ

ともなく、活動を始めて今年で11年になり

ます。 

土屋 みな子 
心と身体を調えるヨガ 

【2017年】 

柔軟やエクササイズ的存在と思われが

ちなヨガですが、心身調整としてのヨ

ガは素晴らしいものです。体が固くて

も運動不足でも大丈夫。初めての方も

経験者も無理なく心地よく自分のペー

スで体を動かしていきましょう。 

呼吸、瞑想、アーサナ（ポーズ）を通

してヨガの心地よさを味わってくださ

い。 

肩こり緩和と運動不足解消のため始めた

ヨガで健康になり体力も向上。以来20年

ヨガを続け、心身共にヨガに支えられて

きた。本格的に学び始めてからは、奥深

いその魅力にはまっている。 

UTLティーチャートレーニング修了。 

RYT200修了。シニアヨガ指導者養成コー

ス修了。 

堤 一樹 
お口の機能から 

身体の健康を考える 

【2019年】 

幼児期からの口呼吸が歯並び不正をお

こし、成人になって、歯の擦り減りや、

歯周病、顎関節症、呼吸不全から、う

つや睡眠時無呼吸まで、全身の多くの

病気と関連するお話と、歯科と健康に

関する疑問、質問を受けます。 

歯科医師。新百合ヶ丘駅前にホワイト

ファミリー歯科を40年にわたり経営。地

域紙にコラムを掲載している。予防歯

科・メタルフリーの治療に力を入れてい

る。 

中原 芳子 

①成年後見制度 

 について 

②ガンと食事療法 

 について  

【2015年】 

①成年後見制度について 

・成年後見制度とは 

・成年後見人の仕事とその限界 

・一般的な手続きの流れ 

・成年後見制度で注意すること 

②ガンと食事療法について 

・きっかけ  

・ガンの食事療法とはどのようなものか  

・現代医学あっての家庭療法 

・具体的な方法は？ 

親の介護をきっかけに成年後見制度に興

味をもち、東大、川崎市の市民後見人養成

研修に参加。その時の仲間と2012年にかわ

さき市民後見をすすめる会を立ち上げ、成

年後見制度の普及活動を始める。認知症の

サポーター養成講座を開けるキャラバンメ

イトの資格も取得。HPかわさき市民後見を

すすめる会。その一方で、乳がんになって

始めたがんの食事療法のブログ、なーん

ちゃってゲルソン食日誌でがん患者を応援。 

中原 芳子 
がんと食事療法 

【2016年】 

・私のがんと食事療法を始めた動機 

・がんの三大治療との関係、効果 

・食事療法の方法：動物食から植物食

へ傾向を変える。玄米菜食、肉抜き、

塩抜き、あぶら抜き、野菜ジュースを

大量に飲み、野菜をたくさん食べる。 

・具体例 

主婦歴40年余り、親の介護も経験。認知

症になっても自分らしく生きることが出

来ないか考える様になり、東大と川崎市

で市民後見人養成講座を受講、2015年か

ら研修中。また、2008年7月に乳がんが

分かり手術、抗がん剤、放射線の治療を

受ける。現在、川崎市民後見をすすめる

会会員、川崎市認知症キャラバン・メイ

ト資格取得。ブログ：なーんちゃってケ

ルソン食日誌を持つ。 
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二神 順子 

朝活に、ちょいと脳

トレ認知症予防へ向

けた運動コグニサイ

ズ 

【2017年】 

コグニサイズとは、手足を軽く動かす

有酸素運動と、計算やしりとりなどの

頭をつかう課題を同時に行うトレーニ

ングです。間違っても大丈夫。地域の

皆さんとワイワイ楽しんでみません

か？とちってみんなで大笑い！ 

作業療法士／介護支援専門員 

病院や在宅でのリハビリに携わること20

年。病後のリハビリももちろん大切です

が、それを防ぐこともとても大切だと実

感。「地域で笑いながら健康に♪」を目

指しています。 

趣味は茶道とフラダンス。 麻生区在住 

ハナダサトシ 
心機一転 

イキイキ若返り塾 

【2017年】 

もう若くないしなあ。なんて思ってい

ませんか？だって○○歳だからしょう

がないよね・・なんて。それは大きな

誤解です。というより、思い込み。加

齢はあなたの「こころ」からやってき

ます。自分はもう年だ、と思った瞬間

から、人は老けていきます。いってみ

れは、自己暗示。実年齢なんて蹴っ飛

ばせ！ 心のアンチエイチングで、イ

キイキと輝く本当の若々しさを手に入

れましょう！ 

55歳で19歳下の女性と結婚。現在、還暦

で4歳の父親。コピーライターとして芸

能人から一般人まで1,000人以上の取材

経験などを活かし、リアルなコミュニ

ケーションの場づくりを目指す市民活動

団体「地球ヒューマンミーツ」を結成。

対話の会「こころの対話カフェ」「東京

★コミュ★カフェ」などを主催。広告の

クリエイティブディレクターであり、進

路カウンセラー＆コミュニケーショント

レーナー 新百合ヶ丘在住 

藤原 飛鳥 
経絡ヨガ 

【2019年】 

経絡ヨガでは「脱力」にポイントを置

きます。体中の余分な力をすっかり抜

いて、全身の経絡（ツボの通り道のこ

と）に効果的に刺激が及ぶよう工夫さ

れた体操をゆったりと行います。ヒザ

や股関節が悪くて正座できない方は、

座る動作の時には椅子に腰かけて頂く

ので大丈夫です。腹式呼吸もしっかり

習得して頂き、最後に、ヨガの本来の

目的だある「瞑想」にもチャレンジし

て頂きます。 

「経絡ヨガの会」主宰。インド中央政府

公認ヨーガ教師・療法士。学生時代に

ヨーガと出会い、その心身にもたらす圧

倒的な効果に感動。以来、心身をホリス

ティックにとらえる様々な分野のものに

ついて多くの師の下で学び、独自の研究

を重ねてきました。著書「チャネリング

の秘宝」（大陸書房）「キレイになる経絡

ヨガ」（あおば出版）など。 

松本 后代 
やくぜん ＤＥ 

 元気！ 

【2016年】 

薬膳の歴史や考え方などを学び、普段

の生活に季節的にどのような食材を取

り入れたらよいのか、自分の体調管理、

健康づくりにどのような食材を取り入

れたらよいのかを料理の一例を添えて

考えていきます。 

ペットと人のためのナチュラルケア教室、

ル・フルール（LeFleur)代表。薬膳コー

ディネーター（本草薬膳学院認定）、

ペット薬膳管理士。アロマテラピーイン

ストラクター。ペットメディカルアロマ

テラピスト。メディカルアロマ健康管理

士。ペットマッサージセラピスト。愛玩

動物飼養管理士2級。 

森 一郎 
どじょうすくい踊り

で楽しく健康づくり 

【2018年】 

安来節踊りの唄のリズムにのって、軽

快にコミカルに踊る仕草は笑いをさそ

う。足腰を使うので健康効果があり、

楽しく笑いながら踊ることで、脳が活

性化され認知症予防にもつながる。心

と体の健康踊りだ！ 

麻生区王禅寺東在住 

健康どじょうすくい踊りの会会長 

新ゆりアートパークス管理運営協議会会

長（平成30年3月まで） 
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名前 
講座タイトル 

[専門分野]【開講年】 
内容 プロフィール 

吉田 美穂子 

健康に直結する 

日用品の選び方 

【2011年】 

日用品と化学物質の関係。特に石鹸、

洗剤、シャンプー、化粧品などに含ま

れる化学物質がどのように健康と関係

しているか。そのような日用品の選び

方、付き合い方について。 

出産を機に日用品と化学物質の関係に

興味を持つ。化学物質を少しでも減ら

す生活をする楽しさを知る。2006年頃

から自らの体験や学んだことをお伝え

するようになり、講座などを開催する。

ナチュラルライフ・コーディネーター、

クローバーの会代表、シナリー化粧品

アドバイザー。 

我妻 昌幸 

バイクツーリング 

（オフロード用50ccバ

イク） 

【2013年】 

平成26年3月「暴走老人の北海道バイク

のたび」を講演  

内容：50ccのバイクで38日間、約3000Km、

北海道の大地と島を駆け巡り、その雄大

さとおおらかさに感動し、また地元の

人々と、ライダー仲間とふれあい、大い

に食べ・飲み・語ると云う”シニアにあ

らぬ“旅の報告。 

1945年10月1日宮城県仙台市生れ 

白山在住 

一般社団法人 

白山まちづくり協議会理事 

さつき第２自治会副会長 

名前 
講座タイトル 

[専門分野]【開講年】 
内容 プロフィール 

伊豆 里美 

トールペイントで

日々の暮らしに 

彩りを 

【2016年】 

トールペイントとは、ヨーロッパ発祥の

伝統的技法のペインティング。アメリカ

をはじめ世界各地に伝わって、それぞれ

の地域の生活に根ざした民芸工芸品へ

と発展したものです。そんな魅力ある作

品を現代の日本の家に合わせてアレンジ

しました。ひと筆ひと筆、楽しく描いて

完成させていくワクワク感を少しでもお

伝えできたらうれしいです。 

1993年にアメリカにてトールペイントに

出会い、ニュージャージーのトールハウ

スにて技術を学ぶ。帰国後は、現地アー

ティストの作品の紹介に加え、独自の世

界観のあるオリジナル作品を雑誌などに

発表している。トールサークル

「Country Mile」を主宰。教室運営や

ワークショップ活動を展開。 

岩田 輝夫 
陶芸 

【2012年】 

粘土で成形していただいたものを乾燥

後に素焼きをし、その後釉薬を施した

後、本焼きして作品完成となります。 

39年前の33歳のときに、日本工芸会の野

中春甫先生に陶芸を教わり、50歳のとき

に長野県の工房に窯をもち、58歳のとき

に自宅（王禅寺）にも窯を設置し、作陶

を続けている。 

所属団体：神奈川県美術協会、麻生区文

化協会美術工芸部 

太田 行英 
ウッドバーニング 

体験講座 

【2018年】 

ウッドバーニングとは電気ペンを用い

て絵や文字を描くものです。講座では

キーホルダーを制作します。貴方だけ

のデザインのキーホルダーを作ってみ

ませんか。 

麻生区多摩美在住 

日本ウッドバーニング協会理事 

認定講師 
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蔭山 茂富 
木版画・植物画 

【2013年】 

木版画・植物画の制作の過程とポイン

ト・手法 

2012年 版画フォーラム槻川郵便局長賞、

2013年 版画絵はがきコンテスト入選、

2014年 版画絵はがきコンテスト大賞、

2015年 版画絵はがきコンテスト大洲市

長賞 

亀田 正子 

描いて彫って 

スタンプ印を 

作りましょう！ 

【2017年】 

身近なものを消しゴムに転写して彫り、

スタンプ印を作ります。それを葉書、

年賀状、クリスマスカード、絵手紙な

どに押して楽しむことができます。 

40年間描いて彫って！！ 

現在、多摩市民塾（府中）、稲城市内公

民館、東京京橋、青山にて、水彩画、絵

手紙、遊印として彫ることを指導してい

ます。年1回、自宅にて「庭に下した水

彩画展」開催、15回になる。著書：自費

出版「亀の子庵」文芸社出版「亀ちゃん

日記」 

近藤 浩二 
楽しい水彩スケッチ 

【2018年】 

まず大人のぬり絵を体験 

水彩画に触れて頂き、水彩画の楽しさ、

奥深さ、面白さを存分に味わってくだ

さい。 

秦野市在住 

自己流ですが十数年水彩画を描いてきま

した。5年ほどは柿生の横浜銀行で年2回

ロビー展を実施しています。 

兵庫県日本遺跡生野銀山ミュージアムセ

ンターで個展を開催。 

永田 みどり 
オリジナル・ 

デコパージュ 

【2017年】 

ハートのプラークにペーパーナプキン

を貼り、もう一枚をハサミでカットし、

粘土を入れて立体感を出した「壁掛

け」を作ります。 

初めての方にも簡単に出来るデコパー

ジュの技法です。 

オリジナルデコパージュ ル・グラン主

宰／U.S.A NGD東京代表  

1966年女子美術短期大学卒 

1983年アシスタントを経て講師資格取得。  

1987年アトリエ・ル・グランとして独立。  

2004年カーゼル・ドゥ・ルーブル「美の

開放展」フランスルーブル美術館内出品 

プレミア賞受賞。 

「オリジナルデコパージュ」テクニック

36など出版。銀座清月堂画廊などにて作

品展も開催  

望月 高輝 

明治の彫刻家、荻原碌

山の人物・作品及び美

術館の紹介 

【2009年】 

明治期米国（ニューヨーク）、仏国

（パリ）で、絵画、彫刻を学び、ロダ

ンの弟子として日本近代彫刻の父と称

せられる萩原碌山の人物・作品（絵画、

彫刻）の紹介と碌山美術館の設立経緯

と内容及び周辺環境解説 

サラリーマン退職後麻生市民交流館の設

立検討会議委員を経て、ＮＰＯ法人あさ

お市民活動サポートセンター理事。碌山

研究会員として、ニューヨーク、ニュー

ポートにおける碌山の活動研究・調査に

携わる（現地調査を重ねる）。碌山は、

大叔父（祖父の弟） 

弓狩 直子 
スウェーデン語で巡る

スウェーデン工芸紀行 

【2017年】 

現地を知る講師ならではの各地の工芸

にまつわる話、そして最も伝統を残し

ていると言われる魅力に満ちたダーラ

ナ地方の民族衣装についてもスポット

を当てます。 

スウェーデン語は地名や技法の名称で、

お話は日本語、現地で収集した品々を

ご覧いただきながら旅するひとときに

是非ご参加ください。男子大歓迎で

す! どなた様もお気軽にどうぞ! 

スウェーデン、デンマーク、英国、チェ

コにて伝統工芸の技法を学ぶ。 

糸と布を使い、既成概念にとらわれない

独自の表現を追求している。 

北欧の手仕事研究会Litet Bar、造形ク

ラス 飛天舎代表。 


