
  5 語学

ジャンル 登録名 NO．

韓国語 金 永子 5102

外国語（8か国語） 清水 直人 5103

カリフォルニア英会話 ピーチクラブ　 5104

語学・国際交流 天天中文倶楽部　 5105

小学生の作文教室 宮島 雅美 5106

子ども英語活動 宮島 雅美 5107

ジャンル 登録名 NO． 言語・国際交流 フィオーエリック 5108

中・高年齢者の心と体と文化、
楽しい健康づくり 谷上 鎮隆 1101 語学（英語）・国際交流 岩村 玲子 5201

音楽家・JazzVocal 吉本 ひとみ 1102 英語活動 田中 幸子 5203

ギターアンサンブル ビッグ・リーフ 1202 英語学習・交流 松井 智恵子 5204

指笛演奏 小越 和弘 1203 多国の料理や文化理解 スモールワールド 5205

音楽 アンサンブルチャオ 1204 多言語遊びや文化理解 スモールワールド 5206

馬頭琴 篠﨑 洋子 1205

大正琴 ハッピーブルーバード 1206

クラシック・ポピュラー 寺尾　美紀 1207 ペン習字 靖景塾 6101

楽器演奏 洋光台ハーモニカ倶楽部 1209 ペン習字 山本 紫月 6102

楽器演奏 グルンパ 1210 書道 山本 紫月 6103

マンドリンの弾き語り なるちゃんのマンドリン 1211 書道 高橋 伸 6104

楽器演奏（アコーディオン） ケーシーヨコイ 1212

シンガースマイリスト 亀元 麻里子 1301   7 華道

トーンチャイム 菊地 薫 1304 華道（池坊） 土屋 晴美 7101

  8 茶道

落語 嶌 一友 2201 裏千家茶道 和田 孝子 8101

落語 秋風亭 借金 2202

詩吟 田中 雪子 2301   9 美術

腹話術 春風若イチロー 2302 絵画（色エンピツ画） 井澤 康子 9101

水彩画・その他（絵画全般） 淨眞会　 9102

絵画 鈴木 万理子 9103

演劇 劇団「横綱チュチュ」 3101 絵画・イラスト 砂川 彰子 9104

演劇 井上 学 3102 こども絵画造形指導 Sole!　 9105

発声・朗読 柴田 恵津子 3201 絵画・工作 髭白 良子 9106

紙芝居 紙芝居の会 3301 日本画イラスト ことぶき絵 9108

紙芝居師 紙芝居共育者たちつて☆トミー 3302 ものづくり・教育 atelier HOWTHINK　 9201

シャドーボックス シャドーボックス・ローズの会 9202

押し花 梅林 恵美子 9301

川柳(創作) 堀井 克子 4201 げんき絵手紙サロン 川口 整 9302

歴史（フィールドワーク講演等） 清水 直人 4301 はがき絵・水彩画 清水 美由紀 9303

自由に書いてくるのを作者となおす 北見 康子 4401 絵手紙 絵手紙はなぶさ会　 9304

  1 音楽

  6 書道

  2  伝統芸能

  3 演劇

  4 文学・歴史

2022年度 磯子区

地域ボランティア講師一覧

【ダイジェスト】

いそご区民活動支援センターでは、知識・特技・経験を

活かし、地域で活動をしたいという方に、「地域 ボラン

ティア講師」として、ご登録頂いています。

磯子区キャラクター

「いそっぴ」



ジャンル 登録名 NO． ジャンル 登録名 NO． ジャンル 登録名 NO．

ジャンル 登録名 NO．   マジック クレイセラピー（ヒーリングクレイ）未来 恵 11717   その他

  ダンス・フラダンス コメディーマジック からくりキング　 11401 脳のアンチエイジング（脳活性） 未来 恵 11718
「遺言と相続」及び
「成年後見制度」の講座 新井 克己 12401

フラダンス フラ レイ マカマエ 10301 手品 竹之丸マジッククラブ　11402 折り紙 折り紙　 11719 公的年金セミナー、ライフプランセミ
ナー、セクハラ・パワハラ対応セミナー 岡 健 12402

フラダンス きはらヒイレイとしえ 10302 マジック 岩重 フユ 11403 紅茶 藤田 玲子 11720 成年後見制度・遺言・相続 片岡 剛士（司法書士） 12403

フラダンス ウルプア フラ スタジオ　 10303 マジック 成沢 敏明 11404 アロマ＆ハーブセラピー 藤田 玲子 11721 教育 いそごスイミンひろば　 12404

フラダンス 松田 奈緒美 10304   フラワーアレンジメント アロマテラピー 前田 美和　 11722 法律一般 河本 保樹 12405

フラダンス 島本 ますこ 10305 ドライフラワー 石月 昌子 11501 天文学 山田 陽志郎 11723 相続・遺言 島崎 修一 12406

フラダンス 杉山 弘子 10306 フラワーアレンジメント 岡島 ひろ子 11502 きもの着つけ 涌井 きよ子 11725 相続・遺言 行政書士 高田吉衛事務所 12407

フラダンス 安永 一枝 10307 フラワーアレンジメント 佐藤 明美 11503 工作（本のカバーケース付け）本のカバーケースつけ 11726 ビジネス支援 瀧田 千春 12409

  体操 フラワーアレンジメント 田中 真由美 11504 整理収納・お片づけ 小山 直子（横浜みらい収納） 11727
相談の基礎知識・終活・エンディン
グノート・成年後見 角川 衆一 12410

ボディメイクエクササイズ 蛯名 貴子 10402 プリザーブドフラワー 未来 恵 11505 健康生活 村上 和恵 11728 青少年・若者サポート 生き×居きコミュニティ 12411

体操 河原 幸子 10403 インテリアフラワー ｍ.Forest 11506 折り紙 今田 充 11731 社会人・ビジネスマナー 原田 浩 12412

体操・ストレッチ 工藤 直美 10404   手工芸 そば打ち そば打ち東山会 11732 法律一般 松田 健 12413

健康体操 齊藤 奈穂 10405 レジュフラワー 青木 良江 11601 アロマテラピー 橋本 浩美 11733 自己肯定感、癒し、生き方 宮島 雅美 12414

ヨガ 千把 弘子 10406 手芸（バック作り） 井澤 康子 11602 キャンドルづくり ABURABITO 11734 相談 深谷 国際行政書士 12415

気功・太極拳 楊名時気功太極拳なかま会　 10407
テーブルコーディネート・デーブル
デザイン 岡 奈緒　 11604 料理（健康に良い食事作り） 石原 美枝子 11735 投資・資産運用 岡 浩平 12417

ヨガ ハッピーヨガ　 10408 編物 古賀 房代 11605 折り紙 若山 紀子 11736
職場のハラスメント対策セミナー、
中年期のライフ・キャリアセミナー

ガンボキャリア開発センター 12418

チェアヨガ チェアヨガ　 10409 ハワイアンキルト たんぽぽ　 11606 健康 杉原 宏昭 11737

フィットネスヨガ HARA 10410 手芸 布あそび　 11607

スポーツ 平居 愛子 10411 手芸クラフト 鈴木 壽子 11608   12 福祉活動・社会活動

ヨガ&瞑想 NPO沖ヨガ協会・楽ちんYoga　 10412 子どもおもちゃ工作支援 田島 紘一郎 11609   福祉・ボランティア

体操 山本 美智子 10414
ハーバリウム・サンドペインティン
グ・グルーデコ 林 夕美 11611 美容 特定非営利活動法人　トータル

ビューティカンパニー神奈川
12101

健康・気功 気功つるの会　 10415 手工芸（ペーパークラフト） かなクロ 11612 料理（食品流通） 荻久保 義功 12102

ヨガ ぽかぽかヨガ 10417
マイ・食器づくり
（ポーセリンアート） 深谷 住江 11613 げんき認知症予防サロン 川口 整 12103

介護予防体操、筋力維持・向上運動 田沼 宣大 10418
手作りアクセサリー
（純銀・DECO） 深谷 住江 11614 自然観察 佐藤 清江 12104

ヨガ＆椅子ヨガ 蒲原 美樹 10419 洋裁・手芸 工房 sawa 11615 傾聴（気持ちの聴き方） はまや かおり 12106

健康体操・椅子体操 蛯名 貴子 10420 手作り絵本＆ポップアップカード 桑原 妙子 11616 福祉、防災ボランティア 防災を考える会・磯子　12107

気功・体操・太極拳・健美舞 太極健身・健美サロン 10421 着物リメイク 廣田 よしみ 11617 認知症予防講座 安倍 理恵 12108

クラフトアートデコパージュ 石原 美枝子 11618   まちづくり

  11  趣味・生活・実用   その他 環境関連 荒木 信行 12201

  パソコン アロマテラピー 岩本 明子 11701 防災・減災 片山 晋 12202

スマホ 岩田 めぐみ 11101 食（調理・食育） 池田 美智子 11702 食育文化推進活動 お米マンプロジェクト実行委員会　12204

パソコン・スマホ インターネットふれあい亭　 11102 片づけ・整理収納・時間管理 小泉 あすか 11705
障がい理解啓発・まちづくり・
地域福祉 いそごキャラバン　 12205

パソコン 小野 修 11103 笑いヨガ 坂本 寿子 11706
障がい理解・子育て支援・
仲間づくり 坂本 寿子 12206

パソコン・インターネット 高見 知英 11104 料理 白井 文美 11707 ボランティア入門 時任 和子 12208

パソコン 田島 紘一郎 11105 料理 須賀 祐子 11708 環境 磯子区３R応援隊 12209

パソコン パソコン教室　 11106 コーヒーの淹れ方 コーヒー会TMC　 11709   子育て

ICT活用支援 ツマドリ ケイスケ 11107 アロマの香りを楽しむ 人材応援ヴィナカ 11710 教育（食育ライフスタイル） 岡 奈緒 12301

ICT・パソコン活用 森保 伸樹 11108 10歳若返る笑いヨガ 人材応援ヴィナカ 11711 読み聞かせ（おはなしゆうえんち） 佐藤 清江 12303

  写真 美容・健康 高橋 円 11712 子育て支援 平林 淳子 12305

フォトレッスン・撮影会 フォトの葉　 11201 カリグラフィー 田久 朋子 11713 学習 学習を支援する会「楽習教室」 12306

写真 橋本 浩美 11202 手打ち蕎麦 野尻 克彦 11714 子育て ママ支援 渡邉 ケイ子 12307

遺影撮影 ハッピーカメラ 11203 暮らしの中のカラー カラー心理 未来 恵 11715

ハーブ＆アロマ＆介護アロマ 未来 恵 11716

2022.08.01現在

  10 スポーツ・レクリエーション

磯子区キャラクター「いそっぴ」

注意事項
 宗教・政治・営利を目的としたご依頼は

紹介できかねます。

 万一、事故やトラブルが発生した場合は

双方の責任で対処してください。

 謝金や費用の規定は、特にありません。

依頼時に講師とご相談ください。

なお、無償の場合でも、交通費・教材費・材料費
等の実費は依頼者側でご負担をお願いします。

〒235-0016 横浜市磯子区磯子3-5-1
磯子区総合庁舎7階

TEL：045-754-2390

FAX：045-759-4116

E-mail：is-shienc@city.yokohama.jp

開館時間：10時～17時

休館日：祝日・年末年始



ジャンル 登録名 NO． ジャンル 登録名 NO． ジャンル 登録名 NO．

ジャンル 登録名 NO．   マジック クレイセラピー（ヒーリングクレイ）未来 恵 11717   その他

  ダンス・フラダンス コメディーマジック からくりキング　 11401 脳のアンチエイジング（脳活性） 未来 恵 11718
「遺言と相続」及び
「成年後見制度」の講座 新井 克己 12401

フラダンス フラ レイ マカマエ 10301 手品 竹之丸マジッククラブ　11402 折り紙 折り紙　 11719 公的年金セミナー、ライフプランセミ
ナー、セクハラ・パワハラ対応セミナー 岡 健 12402

フラダンス きはらヒイレイとしえ 10302 マジック 岩重 フユ 11403 紅茶 藤田 玲子 11720 成年後見制度・遺言・相続 片岡 剛士（司法書士） 12403

フラダンス ウルプア フラ スタジオ　 10303 マジック 成沢 敏明 11404 アロマ＆ハーブセラピー 藤田 玲子 11721 教育 いそごスイミンひろば　 12404

フラダンス 松田 奈緒美 10304   フラワーアレンジメント アロマテラピー 前田 美和　 11722 法律一般 河本 保樹 12405

フラダンス 島本 ますこ 10305 ドライフラワー 石月 昌子 11501 天文学 山田 陽志郎 11723 相続・遺言 島崎 修一 12406

フラダンス 杉山 弘子 10306 フラワーアレンジメント 岡島 ひろ子 11502 きもの着つけ 涌井 きよ子 11725 相続・遺言 行政書士 高田吉衛事務所 12407

フラダンス 安永 一枝 10307 フラワーアレンジメント 佐藤 明美 11503 工作（本のカバーケース付け）本のカバーケースつけ 11726 ビジネス支援 瀧田 千春 12409

  体操 フラワーアレンジメント 田中 真由美 11504 整理収納・お片づけ 小山 直子（横浜みらい収納） 11727
相談の基礎知識・終活・エンディン
グノート・成年後見 角川 衆一 12410

ボディメイクエクササイズ 蛯名 貴子 10402 プリザーブドフラワー 未来 恵 11505 健康生活 村上 和恵 11728 青少年・若者サポート 生き×居きコミュニティ 12411

体操 河原 幸子 10403 インテリアフラワー ｍ.Forest 11506 折り紙 今田 充 11731 社会人・ビジネスマナー 原田 浩 12412

体操・ストレッチ 工藤 直美 10404   手工芸 そば打ち そば打ち東山会 11732 法律一般 松田 健 12413

健康体操 齊藤 奈穂 10405 レジュフラワー 青木 良江 11601 アロマテラピー 橋本 浩美 11733 自己肯定感、癒し、生き方 宮島 雅美 12414

ヨガ 千把 弘子 10406 手芸（バック作り） 井澤 康子 11602 キャンドルづくり ABURABITO 11734 相談 深谷 国際行政書士 12415

気功・太極拳 楊名時気功太極拳なかま会　 10407
テーブルコーディネート・デーブル
デザイン 岡 奈緒　 11604 料理（健康に良い食事作り） 石原 美枝子 11735 投資・資産運用 岡 浩平 12417

ヨガ ハッピーヨガ　 10408 編物 古賀 房代 11605 折り紙 若山 紀子 11736
職場のハラスメント対策セミナー、
中年期のライフ・キャリアセミナー

ガンボキャリア開発センター 12418

チェアヨガ チェアヨガ　 10409 ハワイアンキルト たんぽぽ　 11606 健康 杉原 宏昭 11737

フィットネスヨガ HARA 10410 手芸 布あそび　 11607

スポーツ 平居 愛子 10411 手芸クラフト 鈴木 壽子 11608   12 福祉活動・社会活動

ヨガ&瞑想 NPO沖ヨガ協会・楽ちんYoga　 10412 子どもおもちゃ工作支援 田島 紘一郎 11609   福祉・ボランティア

体操 山本 美智子 10414
ハーバリウム・サンドペインティン
グ・グルーデコ 林 夕美 11611 美容 特定非営利活動法人　トータル

ビューティカンパニー神奈川
12101

健康・気功 気功つるの会　 10415 手工芸（ペーパークラフト） かなクロ 11612 料理（食品流通） 荻久保 義功 12102

ヨガ ぽかぽかヨガ 10417
マイ・食器づくり
（ポーセリンアート） 深谷 住江 11613 げんき認知症予防サロン 川口 整 12103

介護予防体操、筋力維持・向上運動 田沼 宣大 10418
手作りアクセサリー
（純銀・DECO） 深谷 住江 11614 自然観察 佐藤 清江 12104

ヨガ＆椅子ヨガ 蒲原 美樹 10419 洋裁・手芸 工房 sawa 11615 傾聴（気持ちの聴き方） はまや かおり 12106

健康体操・椅子体操 蛯名 貴子 10420 手作り絵本＆ポップアップカード 桑原 妙子 11616 福祉、防災ボランティア 防災を考える会・磯子　12107

気功・体操・太極拳・健美舞 太極健身・健美サロン 10421 着物リメイク 廣田 よしみ 11617 認知症予防講座 安倍 理恵 12108

クラフトアートデコパージュ 石原 美枝子 11618   まちづくり

  11  趣味・生活・実用   その他 環境関連 荒木 信行 12201

  パソコン アロマテラピー 岩本 明子 11701 防災・減災 片山 晋 12202

スマホ 岩田 めぐみ 11101 食（調理・食育） 池田 美智子 11702 食育文化推進活動 お米マンプロジェクト実行委員会　12204

パソコン・スマホ インターネットふれあい亭　 11102 片づけ・整理収納・時間管理 小泉 あすか 11705
障がい理解啓発・まちづくり・
地域福祉 いそごキャラバン　 12205

パソコン 小野 修 11103 笑いヨガ 坂本 寿子 11706
障がい理解・子育て支援・
仲間づくり 坂本 寿子 12206

パソコン・インターネット 高見 知英 11104 料理 白井 文美 11707 ボランティア入門 時任 和子 12208

パソコン 田島 紘一郎 11105 料理 須賀 祐子 11708 環境 磯子区３R応援隊 12209

パソコン パソコン教室　 11106 コーヒーの淹れ方 コーヒー会TMC　 11709   子育て

ICT活用支援 ツマドリ ケイスケ 11107 アロマの香りを楽しむ 人材応援ヴィナカ 11710 教育（食育ライフスタイル） 岡 奈緒 12301

ICT・パソコン活用 森保 伸樹 11108 10歳若返る笑いヨガ 人材応援ヴィナカ 11711 読み聞かせ（おはなしゆうえんち） 佐藤 清江 12303

  写真 美容・健康 高橋 円 11712 子育て支援 平林 淳子 12305

フォトレッスン・撮影会 フォトの葉　 11201 カリグラフィー 田久 朋子 11713 学習 学習を支援する会「楽習教室」 12306

写真 橋本 浩美 11202 手打ち蕎麦 野尻 克彦 11714 子育て ママ支援 渡邉 ケイ子 12307

遺影撮影 ハッピーカメラ 11203 暮らしの中のカラー カラー心理 未来 恵 11715

ハーブ＆アロマ＆介護アロマ 未来 恵 11716

2022.08.01現在

  10 スポーツ・レクリエーション

磯子区キャラクター「いそっぴ」

注意事項
 宗教・政治・営利を目的としたご依頼は

紹介できかねます。

 万一、事故やトラブルが発生した場合は

双方の責任で対処してください。

 謝金や費用の規定は、特にありません。

依頼時に講師とご相談ください。

なお、無償の場合でも、交通費・教材費・材料費
等の実費は依頼者側でご負担をお願いします。

〒235-0016 横浜市磯子区磯子3-5-1
磯子区総合庁舎7階

TEL：045-754-2390

FAX：045-759-4116

E-mail：is-shienc@city.yokohama.jp

開館時間：10時～17時

休館日：祝日・年末年始




