
分　野 ジャンル 登録者名 内容

つづき男声カルテット

（岡野  安宏）
男声3部合唱　季節の唄、よく知られたポピュラーな曲　皆で合唱

矢野　龍次
ギターデュオ　演奏(インストルメンタル)を中心に演奏や一緒に合唱

（ジャンル問わず、オールマイティ）

三上　敬一

ウクレレ演奏・歌唱

ハワイアン　HulaSong　HaoleSong演奏・歌唱

各種コードとストローク　現代ハワイアン(コンテンポラリー)の楽曲の指導

◆音楽・芸能

歌唱音楽

都筑区プログラムバンク登録者一覧
（令和４年12月26日現在）

●プログラムバンクとは・・・
特技や経験をプログラムにし、地域のために活かすボランティアの制度です。

●プログラムバンク利用の流れ

①依頼者が日程、依頼したい活動者などを「都筑区プログラムバンク派遣依頼書」に記

入し、都筑区民活動センター窓口に提出します。
②都筑区民活動センターから活動者へ、依頼内容を伝え、活動可能か検討していただ
きます。
③お引き受けいただけることになったら、依頼者と活動者双方にお互いの連絡先をお
伝えします。

④依頼者と活動者で打合せをします。
⑤活動終了後、報告書をご提出ください。
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歌唱
横浜ニューライフフェ

ローシップクワイヤ
15分～1時間程度のプログラムを組み、楽しめるステージを構成

エンターテイメ

ント
なにわ古町

歌とダンスの関西出身女性グループによるエンターテイメントショー

曲目、時間などはご都合に合わせてプログラムを組むことが可能

子供会から敬老会まで幅広く対応

歌唱

歌唱指導
加藤　 美砂子

童謡やポップス、クラシックなどなじみのある曲を歌って楽しみながら、健康

を意識して活動（ストレッチ体操など取り入れたり、リズム体操）

橋本 　愛子 オカリナ演奏披露、オカリナ演奏指導、オカリナについて解説

乾　賢一 ギター独奏によるクラシック音楽の紹介、ギターによる歌唱の伴奏

アレグロ・モデラート

（千坂　純子）

和楽器（琴、津軽三味線、ハーモニカ）

洋楽器（ピアノ、フルート、リコーダー）の演奏

トーンチャイム楽器の演奏

矢野　龍次
ギターデュオ　演奏(インストルメンタル)を中心に演奏や一緒に合唱

（ジャンル問わず、オールマイティ）

Los Sariris

(齋藤　宏之)
フォルクローレ演奏、ラテン音楽

ブルーグリーン

アンサンブル

（三須　国男）

アンサンブル演奏（童謡、抒情歌、懐かしい曲、音楽の時間で歌ったり聴いた

曲、歌謡曲や演歌など）、各種のクイズ（イントロクイズ・季節の花）、プロ

ジェクターで歌詞や画像を表示

桜草 フルート演奏フルートのメロディーに合わせて、歌唱など

ジャスミンの会

(野田　康行）
ハーモニカ演奏により、童謡、唱歌、昭和歌謡などを楽しんでいただく

河田　勝儀

三味線演奏（民謡）

三味線で弾き唄

尺八

◆音楽・芸能

音楽

楽器演奏

2



都筑区三曲協会 琴・尺八・三味線の演奏

尾山　健一 クラシック系音楽の演奏

安藤　由花
お琴ミニコンサート

お琴体験教室

小棚木　恵美子

オカリナ体験講座（楽器の音の出し方、運指、タンギングなど、基礎から学ん

で、よく知っている曲をみんなで合奏)

オカリナ演奏(童謡や歌謡曲・映画音楽など）

トロピカルサウンズ スチールギターによる楽器演奏、ハワイアン・ナツメロ・ポピュラー・童謡

PEACE　BELL ミュージックベルの演奏を中心にピアノや他の楽器も演奏

乾　賢一

クラシックギターの指導（主に初心者対象）

クラシックギターを弾いてみたいという方に、ギターの扱い方から簡単な曲が

弾けるよう、練習等のお手伝い

アレグロ・モデラート

（千坂　純子）

和楽器（琴、津軽三味線、ハーモニカ）

洋楽器（ピアノ、フルート、リコーダー）の演奏

トーンチャイム楽器の演奏

三上　敬一

ウクレレ指導

各種コードとストローク

現代ハワイアン（コンテンポラリー）の楽曲の指導

芸能
伝統芸能

(どじょう掬い)

横浜どじょう踊りの会

（小泉　行正）
創作どじょう掬い笑いの披露、珍芸他

イベント裏方

（司会）
杉本　周子 イベント、お祭り等の司会進行

司会 萩原　直美 式典、イベント、セミナーの司会進行

楽器指導

音楽

◆音楽・芸能

その他

楽器演奏
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体操 西山　晴美
3B体操（用具を使用し、音楽に合わせて楽しく、無理なく体を動かしていく健

康体操

体操 今川　貞治
姿勢改善、転倒予防、柔軟性、鍛えるべき筋力、バランス感覚を高めるプログ

ラムの実施。

認知機能の維持・向上と日常生活の動作改善指導

体操 清水　幹子

介護予防運動（フレイル予防）

親子体操

健康体操

ヨガ

パラスポーツ 石野　恵子 パラリンピックの資料の貸出、パラスポーツの体験会

剣道 桜井　裕介
日本剣道形・木刀による剣道基本技稽古法

剣道の基本的な礼法、所作、基本技を披露する演舞

エンターテイメ

ント
なにわ古町

歌とダンスの関西出身女性グループによるエンターテイメントショー

曲目、時間などはご都合に合わせてプログラムを組むことができます

子供会から敬老会まで幅広く対応

ダンス

ストレッチ
清水　美弥子

大人のためのストレッチ、リズムに合わせたステップ・ダンス

子供ダンス（ステージダンス）未就園児の親子ダンス・ダンス披露

ダンス指導 清水　美弥子
演劇、ミュージカル公演ダンス公演振付、指導学校授業指導、PTA向け講座指

導

ダンス指導

MIYOKO'S TAP

DANCE COMPANY

(皆川　ミヨコ)

子どものダンス披露(大人も可)、高齢者の椅子に座ってのTAPダンス、指導、

振付、スニーカータップ指導

ダンス

スポーツ

◆スポーツ・ダンス

4



絵画 川口　整
げんき絵手紙講座・絵手紙を描くことを指導

(ベーシックコース、エキスパートコース有)

水彩画 森　恭司 絵画主に水彩画の指導

工芸 白木　 登 間伐材、剪定板、木の実等を使って作る工作を指導

工作 大久保　千容子

スクラップブッキング（アルバムカフェ）、ペーパークラフトカフェ（カー

ド、ギフトボックス、部屋のデコレーション）、パーチメントクラフトの指導

手形・足型アートでアルバム作り

工作 桐ケ窪　巌

折り紙 大塩　桂子
成人向けの折り紙講座

海外の方には英語で講座も可能

ハーバリウム 山田　有香
ハーバリウム作成ワークショップ

ハーバリウムボールペン作成ワークショップ

石けん作り 芝野　恭子 オーガニックな肌に優しい手作り石けん講座

赤ちゃんの

手形・足型アー

ト

奥田　有香 赤ちゃんの手形・足型を取り、マスキングテープや画材を用いて作品を作成

ソープカービン

グ
岩崎　広美

ソープカービング→石ケンを彫刻してお花のインテリアにしよう！

フルーツカービング→かんたんなリンゴのカービング！

ベジタブルカービング→野菜をカービングしてピクルスをつくろう！

◆美術・工芸

美術

工芸
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谷矢　幹夫
ファイナンシャルプランナーによる60歳からのマネープラン、キャリアプラン

の作成相続の基礎知識

川口　整 げんき認知症予防サロン・認知症予防と日常使える健康の生活改善他

着付 松丸　明子 着物セミナー、着付け又は着付けのおさらい会

和裁 西山　誠子 型紙を使用して浴衣・じんべいの製作

書道 山本　薫 書道、ペン習字（幼児、小学生、中学生、一般、シニア）基本指導

茶道 西山　誠子 茶道の指導

料理 池 　智子
料理指導（時短、腸活、アンチエイジングメニュー）

英語で料理の指導可能

料理 井上　有希子

簡単にできるパン作りの指導（オーブン不要）

子どもと一緒にできる家庭料理のパン作り

コンセントさえあればレッスン可能

コーヒー 青木　邦夫

ペーパードリップでのコーヒーの淹れ方指導

世界のコーヒー飲み比べ

マイブレンドを作る

ラテアート指導

掃除 内藤　加奈子
片付け講座「わけるとわかるわけるくん」講座

片付けカードワーク講座

数秘＆カラー

セラピー
芝野　恭子

数秘・カラーセラピー

生まれもった資質・今年の運勢・使命・他人からみた自分などを診断

化学実験 久保　雅信
小学生と保護者で参加する「化学教室」

「こども科学捜査(指紋)講座」「こども人工イクラ体験講座」

科学実験 Bio Creative Staff
東京工業大学の学生たちが開催する科学実験教室

基本的には、2時間～半日程度の時間で出来る危険のないものを提供

ネイチャー

インストラクター
中里　裕子

3才～大人までが対象の五感を使って自然を体験する

ネイチャーゲームのアクティビティプログラム

自然への気づきを育てる

実用

◆実用・娯楽

生活
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バルーンアート
ふーせんの トラちゃん

(横山智子)
バルーンショウ、会場デコレーション、バルーン教室配布(プレゼント)

バルーンアート 池　 智子 バルーンアート、バルーンアートを使った遊び、空間装飾

バルーンアート
風船のハムちゃん

(端村　良幸)
バルーンアートショウの披露、バルーン作り体験、配布

伊藤　誠一 マジック披露(15分～1時間程度)

マジック アップル 手品（マジック）実演、英語でマジックも可能

ボードゲーム 成田　直行 ボードゲームを用いた遊びと学びの提供

語学

国際交流
英会話 石野　恵子 赤ちゃんからシニアまでの英会話

パーソナル

カラー診断
中井　浩子

パーソナルカラー診断

ココロとカラダに活かす色彩心理

パーソナル

カラー診断
内藤　加奈子 似合うピンク色診断「大人を磨くカラー講座」

ファッション

コーディネート

カラーパーティー

(中澤　弘子)
お似合いのファッションコーディネート指導

メイクアップ
カラーパーティー

(中澤　弘子)
メイクアップ指導

娯楽

美容

◆美容・健康

◆語学・国際交流

マジック

◆実用・娯楽
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美容

パーソナル

カラー診断

骨格バランス

診断

乗松　恭子

パーソナルカラー診断(+メイクレッスン)

骨格バランス診断(似合うお洋服・着こなし)(40代・50代・60代中心)

健康寿命をのばすカラー・メイク

カラーセラピー 河口　くみ パステルで癒しのマンダラアート～カラーセラピー～

アロマセラピー

気香
河野　富美

アロマセラピーを生活の中で安全に役立てる方法を実習（入浴剤、バスボム、

リップクリーム、ハンドクリーム等）を通してご案内

気香レッスンでは、大自然の気と香りを融合させて、初心者でも簡単に行える

気の集め方、その活用方法（脳を活性する功法、美顔法、口腔内ケア等）もご

案内

耳つぼセラピー

フラワーエッセ

ンスセラピー

芝野　恭子

耳にある体に対応するつぼを刺激することでその体の部位をケアする耳つぼセ

ラピー

ストレスなどによりマイナスに揺れた心に作用するフラワーエッセンスをとる

ことでプラスへ導く

ブレストケア

エクササイズ
本多　美奈子

ブレストケアエクササイズ

乳がん早期発見につながるリンパストレッチ、マッサージ

足もみ

リフレクソロジー
敦賀　絵美

リフレクソロジー足もみセルフケア講座全身を写し出す足をもんで、不調を改

善し、自分の健康は自分で守れるように、簡単な揉み方を指導

エクササイズ 矢内　和子

セルフボディケアの指導

セルフ骨盤矯正エクササイズ、経絡リンパセルフマッサージ、骨盤ボールエク

ササイズ

健康指導 小宮　美香
体の悩みの相談、又、ケアの仕方

健康目的の体のケア

ヨガ 市川　麻衣子
リラックスヨガ、骨盤ヨガ、ボディメイクヨガ、赤ちゃん連れヨガ、マタニ

ティヨガ

ヨガ 河口　くみ 助産師が教える骨盤ととのえヨガ

産後ケア 石井　愛子

産後の体力づくり、身体ケアレッスン(バランスボール有・無)

産後の肩こり解消レッスン

産後の身体と心を整えるレッスン　全て子連れOKのプログラム

いのちの

おはなし
河口　くみ おうちではじめる性教育

足育 高橋　宏美

足の大切さ、靴選びのポイント、運動の大切さ、足の計測や今履いている靴の

サイズのチェックなどの指導

対象は乳児、幼児、小学生くらいまでの親子（小学生は子供だけでも可）

健康

◆美容・健康
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都筑区民活動センターは区役所1階にあります

お問い合わせ先

都筑区民活動センター
都筑区茅ケ崎中央32-1

電話 ：045-948-2237

FAX : 045-943-1349 

✉： tz-katsudo@city.yokohama.jp
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