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本誌は、技活に登録しているさまざまな
技術・知識を持った技人を紹介する『技活冊子』です。

ー 技人（技活登録者）紹介 ー

ー 技人（技活登録者）紹介 ー
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■カテゴリーの色表示
技人の持つ技術をカテゴリー毎に色分けしています。
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■動画を説明する画像
技人の技術を紹介する動画の表紙画像です。
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Leo（今村 健一）
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篠田鼎一郎
スポーツ・ダンス

松岡嘉奈（おかかたろ）、中井和恵

2016 年から、「休日絵描キ人” Leo”」と
して、イラストレーター活動開始。プロ
ミュージシャンや技人「花桐はづき」さ
ん等のライブグッズのイラストの製作。
挿し絵ライター講座受講終了。"Leo" と
してアコギ弾き語りで活動。各種ライブ・
イベントへ出演している。
講義

会田不死人、森田真樹
……………………………

大澤八千代、髙橋良江

渡辺彰子、B-BOY” mac-key”

ぴんしゃ、NEKOs yukari
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言語・翻訳
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当間ミゲル
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持田淳一

実技

製作

■カテゴリー
技人の持つ技術のカテゴリーを表示しています。
■技人名
技人の名前です。
■紹介文
技人の経歴、実績、資格などを表示しています。
■QR コード
読み込むと、技人を紹介する動画を閲覧できます。
■できること
技人の持つ技術でできることを表示しています。
依頼するときの参考にご覧ください。

技人に依頼する流れ

猪野久美子、森岡恵、miko、亜希
茶道・華道・書道

光明塾 noriko

田中一永、石村辰美、栗原統

美雨、華音ソフィア、手相鑑定 Bridge
……………………………

15
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藤本譲
画像・写真

15

平成福寿草の会 野辺勇、アトリエ リカ

トクザワナオ、しょうが
……………………………

……………………………

藤田倫美、牧野遼太郎、

tanio、新田一良、早坂愛、木口ようかん

動画・アニメーション

その他

柿澤オサミ

14

２
３

紹介文の右下にある『QR コード』から技人の動画を見ることができます。
『イベント出演などを依頼したい』、
『講師を依頼したい』、
『何か作ってほしい』
などありましたら、市協働推進課（冊子裏面参照）へご連絡ください。
市から技人へ連絡をとり、了承を得られた場合は、ご紹介いたします。
『技活サイト』では、本誌で紹介している技人を含め、
１５０名以上の技人を紹介中です︕
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WAZA

KATSU

WAZA

KATSU 03

講演会など依頼可能

実技

実演・通訳・相談など技術・知識の提供依頼可能

教室

セミナー講師など依頼可能
製作

イラスト・動画・作曲など製作依頼可能

画像・写真

絵画・イラスト

絵画・イラスト

動画

画像・写真

音楽（フルート）・MC

2016 年から、「休日絵描キ人” Leo”」と
して、イラストレーター活動開始。プロ
ミュージシャンや技人「花桐はづき」さ
ん等のライブグッズのイラストの製作。
挿し絵ライター講座受講終了。"Leo" と
してアコギ弾き語りで活動。各種ライブ・
イベントへ出演している。

画家。医療法人出版ブックの表紙含む本文内
漫画担当、スピードワゴン小沢氏 Youtube
チャンネル等メディア出演とアイコン担当等。
様々な絵柄にて対応可能です。'21 年からの
大河ドラマと共に今後大きく躍進していく深
谷市を共にものづくりで盛り上げませんか︖
渋沢栄一翁関連のご依頼も是非。

武蔵野美術大学 日本画学科卒業。グリコ
Biﬁx2000 イケメン診断／愛津優のキャ
ラクターデザインなど実績多数。柔らか
く繊細なイラストが得意。ポスターや書
籍などのイラスト、挿絵、似顔絵、ウェ
ルカムボード、ゆるキャラなどの制作が
依頼できる。

映像制作会社「モーショングラフ スタジ
オ」代表。ウェディング、イベント、企
業や学校案内などさまざまな映像制作を
行う。ビデオ撮影・編集、DVD、ブルー
レイ制作のほか、ドローンによる空撮も
依頼できる。＜実績＞埼玉グランドホテ
ル、正智深谷高校など。

フォトマスター 2 級。美しの里フォトコ
ンテストで優秀賞の受賞実績を持つ。屋
内、屋外に関わらずポートレート、ライ
ブ撮影、コスプレ撮影ができるほか、プ
ロフィール写真、物撮り、素材撮影もで
きる。

フルート奏者。フルートをまったく触れ
たことのない初心者でも数分で吹けるよ
うにするレッスンや、場の雰囲気、来場
者の趣味嗜好に合わせた曲の演奏を行っ
ている。セミナーの講師やイベントへの
出演など依頼できる。その他、イベント
等での司会、MC もできる。

講義

教室

実技

製作

奥原 純一（世詩絵）

講義

教室

実技

製作

夏乃 まつり

講義

教室

実技

藤本 譲

製作

講義

教室

Yuki

実技

製作

講義

教室

川上 葉月

実技

製作

講義

教室

実技

製作

絵画・イラスト（ベリーペイント）

絵画・イラスト（ポップアップ絵本）

絵画・イラスト

音楽、健康、趣味（ヘアターバン）

音楽（ギター弾き語り・太鼓）

音楽（ソロ・バンド）

イラストレーター。デザインの専門学校
を卒業し、日本ベリーペイント協会認定
ベリーペイント（マタニティペイント）
アーティストとしても活動。ベリーペイ
ント、イラスト、チラシデザインのほか、
絵本・挿絵の制作など依頼ができる。

絵本作家。『仕掛け絵本』作りに力を入
れており、2018 おおしま国際手づくり
絵本コンクール最優秀賞・文部科学大臣
賞など、数々の賞を受賞。花園こども情
報交流図書館アクロス『はなぞうくん』
の生みの親。ポップアップ絵本やカード
の制作などの依頼ができる。

イラストレーター、カリグラファー、作
家。2020 年にフリーランスのイラスト
レーターとして独立。落ち着いた大人の
女 性、可 愛 い も の 好 き な 方、ロ リ ー タ
ファッション、マガジン、児童書向けタッ
チのイラストやお洒落でかわいい手書き
文字の制作などができる。

2017 年、深谷市アコギ DE 弾き語り日
和出演。タイマッサージセラピストの資
格を持つほか、ヘアターバン作りもでき
る。

ギター弾き語りと空手太鼓。自作の歌で、
台本もその会合に合わせて作成。震災（原
発）語り人として、福島からの避難時の
感謝を込めて講演、慰問など県内外で年
間 50 回以上行う。イベントの出演や講演、
慰問など依頼ができる。＜実績＞全日本
太鼓連盟公認指導員など。

バンド「B-Beats」、ユニット「Cabos」、
「ど
ら ま ～ ず」、ソ ロ「Taka」と し て 活 動。
ギター、ドラム、ピアノ、キーボードを
演奏。＜実績＞平成 24 ～ 29 年「ふかや
緑の王国森の音楽祭」出演。平成 29 年「ア
コギ DE 弾き語り日和」出演。その他、
年 10 回程度ライブ活動。

tanio

講義

教室

実技

製作

新田 一良

講義

教室

実技

製作

早坂 愛

講義

教室

Tomoe

実技

製作

イラスト（デザイン）、IT（WEB）、相談

絵画・イラスト

イラストレーター、グラフィックデザイ
ナー。デザイン専門学校を卒業後、印刷
会社や雑貨店、製菓会社にてデザイナー
などを務める。パッケージデザインやフ
ライヤー、POP 等にイラストを加えた印
刷物の制作などができる。

商業デザイン実務経験 10 年以上。ロゴ
デザインはもちろん、パッケージデザイ
ン、チラシ・カタログデザイン、ウェブ
サイトの制作などができる。既存デザイ
ンの手直しも可能であり、依頼者の要望
や思いに合う、依頼者のことを考えぬい
たデザイン制作ができる。

イラストレーター。色彩検定３級などの
資格を持つ。女性の魅力を引き出す描き
方をし、自然・水の表現、光の使い方な
どの技術を駆使した繊細で色鮮やかなイ
ラストを得意とする。ポスターや小説の
表紙、アプリゲームなどのイラスト制作、
動画編集などができる。

トクザワナオ

講義
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教室

WAZA

実技

KATSU

製作

講義

教室

実技

製作

教室

実技

製作

実技

製作

「お互いを尊重し合う」がモットーの夫
婦ユニット。各種イベントに出張できる。
幼児向け、高齢者向けどちらも可。息子
を連れて伺います。
＜実績＞森の音楽祭、花の音楽祭、ふか
や桜まつり、華の宿場まつり、FM ふっ
かちゃんなどに出演。
講義

教室

実技

講義

教室

実技

製作

製作

どらま〜ず（Taka）

講義

教室

実技

製作

音楽（歌・ギター）

音楽（歌・ギター）

ギター 2 名で「F23」として活動（現在
はソロ）＜実績＞平成 12 年～ 18 年「ふ
か や 緑 の 王 国 森 の 音 楽 祭」出 演、平 成
29 年 11 月「アコギ DE 弾き語り日和」
出演。

国鉄時代から全国の赤字ローカル線を音楽
で残したいと Guzu'' ぐず '' ユニットを結
成。東日本大震災復興応援追悼曲や、JR
只見線応援曲を YouTube 配信。第 14 回
深谷市民音楽祭ゲスト出演。七夕路上ライ
ブ 30 回以上の実績を持つ硬式テニス上級
指導員も持つ元国鉄 JR マン。

正田 克巳

姫＊彦

しょうが

講義

教室

音楽（ユニット）

絵画・イラスト

木口ようかん

講義

んだべー福島

講義

教室

実技

栗田 喜弘

製作

講義

教室

実技

製作

WAZA

KATSU 05

音楽・ナレ ー シ ョ ン

イラスト、音楽（歌・ギター）

Leo（今村 健一）

動画・アニメーション

絵画・イラスト

WAZAKATSU

講義

音楽（歌・ユニット）

音楽（歌・ギター）

MAKO（KAZENONE）

スナガタカシ

サックスとギターデュオの演奏は
「TakashiMaya」
、バンドは「EDF」とし
て活動。ギター演奏（弾き語り）、ボー
カルレッスン、ポピュラー音楽理論指導
などができる。＜実績＞深谷赤レンガ倉
庫ライブ運営スタッフ及び出演。Coﬀee
Shop Que でライブ開催など。
講義

教室

実技

製作

音楽（ＤＪ）

ＤＪ芳賀

講義

教室

現在「KAZENONE」にバンド名を変更。ラ
ジオのパーソナリティ経験を活かしたボー
カルの MC、超ベテラン揃いのパーカッショ
ン、ギター、ベースのメンバーでオリジナ
ルソングを演奏する。2019 年 3 月に「ねぎ
ぼうず祭り」で演奏実績あり。イベントや
お祭りなど出演依頼ができる。
講義

教室

実技

製作

実技

製作
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WAZA

KATSU

シンガーソングライター（ソロ）として
東京のライブハウス、路上ライブ等で活
動。毎月第一日曜日「エンジェルゲート」
ライブ出演。毎月最終日曜日 FM ラジオ
「FM ふっかちゃん」レギュラーパーソナ
リティー。令和元年 11 月 2 日「アコギ
DE 弾き語り日和」出演＆MC。
教室

実技

音楽（口笛）

音楽（津軽スコップ三味線・オカリナ）

歌を中心に MC、ものまね、オリジナル
ソング等、さまざまなパフォーマンスが
できる。Mr.children『抱きしめたい』の
ガイドボーカル（カラオケ DAM）を務
めるほか、フジテレビ『ものまね王座決
定戦』などに出演。YouTube『こばたつ
チャンネル』で動画を配信中。

口笛奏者。2016 年口笛世界大会音源伴
奏カテゴリー成人男性部門５位、2018
年同大会３位を獲得。現在、口笛奏者と
して各種イベントに出演、口笛音楽の魅
力を広める活動を行っている。イベント
への出演や慰問などの依頼ができる。

音楽に合わせてスコップを叩いて演奏す
る『スコップ三味線』奏者。スコップ三
味線世界大会第４回、第５回、第６回に
出場。イベントへの出演や施設での演奏
など依頼ができる。

こばたつ

花桐 はづき

講義

音楽（歌・ものまね）

製作

講義

教室

実技

小暮 裕司

製作

講義

教室

清水 潔

実技

製作

講義

教室

実技

製作

音楽学校メーザーハウス講師。深谷市内で
ギタースクールを開講。著書に「ギターコー
（日本文芸社刊）
ド・パーフェクトマスター」
ほか。都内ライブハウス等で活動するほか
「子
ユニット「ぴりから兄妹」としても活動。
どものためのバンド・ワークショップ」を
開催し、作曲・出演依頼も可能。

日本歌謡連盟師範・神演会歌謡道場特別
師範。21 歳のときに声を失う。以降 18
年間、歌いたいという夢を追い続け、平
成 6 年以降、数々の賞を受賞。歌のレッ
スンのほか、江南の『ピピア』で毎年カ
ラオケ教室発表会を開催。講演、講師、
イベントの出演依頼ができる。

シンガーソングライター。1969 年ヤマ
ハライトミュージックコンテスト栃木県
大会優勝、1971 年ポプコン作曲コンクー
ル東海地区大会優勝。メジャー活動後、
音楽活動を休止し、2013 年から「Koo」
として活動。イベントなどでギター演奏、
作詞、作曲などが依頼できる。

二胡検定 10 級（最上級）を持つ。5 年
間の中国生活中に、中国の伝統文化に触
れ、二胡と中国茶の勉強を始める。ライ
ブ活動、ボランティア演奏、結婚披露宴
などでの演奏や、二胡講師も行う。その
他、中国茶イベント企画開催や、中国茶
道の指導もできる。

武 蔵 野 音 楽 大 学 大 学 院 声 楽 専 攻 修 了。
ベートーヴェン≪第九≫ソロや、ミニオペ
ラ≪眠り姫≫初演公演にて眠り姫役で出
演。東京国際声楽コンクール新進声楽家
部門本選入選。芸術鑑賞会やイベントな
どの公演のほか、合唱指導、ボイストレー
ニングなども行う。

講義

教室

講義

教室

TOSHIO KADOI（Koo）

堀江 敏子

実技

製作

髙田 宏

製作

音楽（歌・ギター）

音楽（ソプラノ歌手）

琴古流尺八師範。小学校の音楽授業での尺
八の紹介と演奏や福祉施設での訪問演奏な
どの活動を経験。『邦楽（尺八本曲）のみな
らず、クラシックやポピュラーなど各種音
楽での尺八表現の豊かさや、他の楽器との
合奏など尺八の知識や演奏を通して、楽し
さを伝えたいと思っています。』

実技

イラスト・動画・作曲など製作依頼可能

音楽（二胡）、中国茶道

フリーランスのマリンバ奏者として都内
を中心に活動。国立音楽大学卒業。主に
音楽理論、作編曲を学び、19 歳からマリ
ンバを始める。2003 年からリサイタル
を開催し、その世界観と音創りに定評を
得ている。公演、ワークショップ、イベ
ントへの出演など依頼可能。
教室

製作

音楽（歌・ギター）

音楽（尺八）、絵画（水彩画）

講義

実演・通訳・相談など技術・知識の提供依頼可能

セミナー講師など依頼可能

音楽（歌・カラオケ）

音楽（マリンバ）

神尾 弥

実技

教室

音楽（ギター）

澤田 卓也

Coﬀe Shop Que で活動。DJ 歴 32 年。
1986-92 年 深 谷 市 鹿 鳴 館 チ ー フ DJ、
1993-97 年熊谷市 VOGUE でイベント
「CLUB FREEDOM」を プ ロ デ ュ ー ス＆
DJ、2017 年「NEGI ROCK」野 外 イ ベ
ン ト プ ロ デ ュ ー ス＆DJ、Coﬀee Shop
Que で不定期で DJ を行う。

講演会など依頼可能

音楽・ナレーション

音楽・ナレーション

WAZAKATSU

講義

実技

製作

講義

教室

実技

製作

音楽（トーンチャイム）

髙田 恵美子

教室

実技

教室

実技

製作

製作

講義

教室

実技

製作

笠原 愛

講義

教室

実技

製作

音楽（ピアノ）

音楽（オーボエ）

音楽（オールマイティーパフォーマー）

3 歳からピアノを始める。東京音楽大学
ピアノ演奏家コース卒業。埼玉ピアノコ
ンクール金賞及び埼玉県知事賞など、受
賞歴多数。Music Fest Perugia（イタリ
ア）に出演。古澤玲奈ピアノ教室を開講
し、演奏活動と後進の指導を行う。演奏
と音楽理論の指導ができる。

オーボエ・イングリッシュホルン奏者、
指導者。東京藝術大学音楽学部器楽科卒
業。学内選抜により数々の演奏会に出演。
現在はアウトリーチ活動を積極的に行
い、小 学 生 か ら 大 人 ま で 幅 広 い 年 代 に
オーボエを教えている。その他、楽器の
選定やリード製作もできる。

昭和 54 年に劇団若草に入団後、NHK ド
ラマや舞台、TVCM など多数出演。司会
やものまね（顔・声・マイクパフォーマ
ンス）、歌唱のほか、日本舞踊、モダン
ダンス、紙切り、パントマイム、手品な
どもできるオールマイティーパフォー
マー。

古澤 玲奈

ピアノ教師の資格を持つ。2014 年より
トーンチャイムを始め、団体「はこぶ音
（はこぶね）」として活動。イベント出演
のほか、福祉施設や小中学校への訪問演
奏などが依頼できる。『はこぶ音への参
加者募集中です。興味のある方はお声が
けください。』
講義

講義

二胡・香姐（シァンジエ）

講義

教室

志村 樺奈

実技

製作

講義

教室

実技

ネギー深谷

製作

講義

教室

実技

製作

WAZA
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講演会など依頼可能

実技

実演・通訳・相談など技術・知識の提供依頼可能

教室

セミナー講師など依頼可能
製作

イラスト・動画・作曲など製作依頼可能

趣味

音楽・ナレーション

WAZAKATSU

講義

石村 辰美

「地球防衛軍」は複数のミュージシャン
で結成するユニットであり、イベント等
での演奏や作曲活動などを行う。石村辰
美は音楽イベント「ANGEL・GATE」を
主宰し、市内各所で定期的に音楽イベン
トを開催している。また、ギター弾き語
りや伴奏、作曲などができる。
講義

教室

実技

製作

趣味（アクセサリー）

handmade artist こさと

ビーズアクセサリー製作や使用する工具・
金具の使い方レッスンなどができる。そ
の人にあったパーツ選びが得意。また、
『ちょいプラ♫マルシェ』など、各種イベ
ントへの出店・企画・運営実績があり、
イベントのテーマに合わせたワーク
ショップを開催できる。
講義

教室

実技

製作

音楽（歌・ギター）、その他（カメラレンズ清掃）

趣味（草木染・手織り・ゆび織り）

趣味（手織り）

趣味（ドール衣装製作）

趣味（猫モチーフ雑貨の制作）

ギタリストであり、深谷市内にてイベン
トホール「深谷 City Boy」
を運営。その他、
光学機器組み立て作業 一級技能士、機械
検査 一級技能士などの資格を持ち、カメ
ラレンズの清掃方法や保存方法に関する
アドバイスもできる。

女子美術短期大テキスタイルデザイン教
室卒。友禅染会社手描き染部門勤務。各
社カルチャー手織り講座講師。一般財団
法人 生涯学習開発財団認定 日本染織協
会 認定インストラクター（リビングアー
ト手織倶楽部、キッチン染め、ゆび織り）。
講師や制作など依頼できる。

NPO にて織物作品作りの実績を持つ。染
めた木綿糸や、レース糸、毛糸等にて、
コースター、テーブルセンター、壁かけ
の製作ができる。また、織った製作物を
使って、ティッシュ入れ、小物入れ、バッ
グ等を作ることができる。

洋裁歴 45 年、ドール用衣装製作歴 3 年
の豊富な経験を持つ。浅草で開催されて
いるドールショウへの出展実績もあり、
依頼があれば、ドール用衣装の製作がで
きる。

動物専門学校卒業後、動物の飼育管理業
務をしながら猫モチーフ雑貨の制作をは
じめる。関東を中心に、ハンドメイドイ
ベントへの出店やサロンやカフェへの出
品、キッズ向けワークショップなどの活
動を行う。猫とレトロポップをテーマに、
布小物などの制作ができる。

ガー

講義

教室

実技

製作

大塚 浩美

講義

教室

実技

製作

WAZA

KATSU

教室

実技

製作

講義

教室

実技

製作

聖徳工芸 庁鼻和窯 代表。焼き物の仕事
を継いで 46 年。埴輪・縄文土器・縄文土偶・
弥生土器などの古代遺物のレプリカ制作
と、オカリナの制作・販売・演奏・演奏
指導が依頼できる。

根つきの花の苗を花束のように組んで植
える最新の寄せ植えの講座です。花フェ
スタや道の駅でも話題になってる「ギャ
ザリング」のお花教室を開催することが
できます。出張講座もでき、オンライン
開催の実績もあり。お花のイベントの際
はぜひご相談ください。

江戸千家茶道教授、県立高校英語教諭。
英語を使って茶道の紹介や指導を行い、
茶道を通じて日本文化を伝える。茶道・
英語講師のほか、国際交流事業の通訳や
ALT 授業の補助など依頼ができる。

郁生流華道正教授、文部省認定帝国華道院
認定教授、埼玉県いけばな連合協会評議員、
シルビアフラワーデザイン二級講師。華道
受賞歴多数。いけばな、フラワーアレンジ
メント、プリザーブドフラワーなど流行や
行事に合わせた作品制作の教室を開催。講
師や作品の制作など依頼可能。

池坊いけ花教授。昭和 43 年に池坊入門し、
昭和 49 年～平成 19 年に東京の研究会に
在籍。平成元年からいけ花教室を開催。
平成 20 年から、いけ花サークルを指導（南
公民館）。深谷市華道会会員として市長
室、深谷駅へ展示実績あり。講師や作品
の制作など依頼できる。

会田 不死人

講義

教室

実技

製作

土田 充子

森田 真樹

講義

教室

実技

製作

モルタルデコマイスター、ガーデンコー
ディネーター。モルタルデコ、ワイヤー
アートなどを組み合わせて、お庭のオブ
ジェクトとして多肉を植えて飾る装飾物
や依頼に合わせたトールペイント作品の
制作ができるほか、バラや草花の育て方
を教えることができる。
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講義

華道（池坊いけ花）

モルタルデコマイスター認定講師、多肉
クラフトマスター、AEAJ アロマテラピー
ア ド バ イ ザ ー の 資 格 を 持 つ。デ コ パ ー
ジュやワイヤーアート、モルタルデコで
お庭などに飾る多肉を植える器づくりを
教えられるほか、肌のしくみやアロマな
どに関する講習ができる。

製作

製作

華道（いけばな、フラワーアレンジメント）

2012 年 5 月「第 1 回深谷ななマルシェ」
を開催し、以降、深谷ななマルシェの運
営を担当する。まちづくりマイスターと
して、イベントの運営の仕方やアドバイ
ス（運営の流れ等）ができるほか、入園
入学向けの布小物の製作も依頼ができ
る。
実技

実技

茶道（英語で茶道を紹介・指導）、言語

趣味（モルタルデコ・バラの育て方）

教室

教室

NEKOs yukari

趣味（ギャザリング）

趣味（モルタルデコ）、健康（アロマ）

講義

講義

ぴんしゃ

趣味（陶芸・土器）、音楽（オカリナ）

趣味（布小物の製作）

松岡 嘉奈（おかかたろ）

髙橋 良江

中井 和恵

講義

教室

実技

製作

大澤 八千代

講義

教室

実技

製作

講義

教室

実技

製作

書道（指導・パフォーマンス）

杉山 祥心（泉）

書道師範、昭和 48 年から書道指導開始（香
花書道会）。書道パフォーマンスチーム
「深谷書道ガルボイズ」指導者。書道の
披露、指導のほか、各種パッケージ、メ
ニュー、看板、賞状作成など依頼ができ
る。
講義

教室

実技

製作

赤羽 雅香

講義

教室

実技

製作

澤 春代

講義

教室

実技

製作

茶道・華道

書道、絵画（水墨画）

茶道︓江戸千家 師範。華道︓桂古流 総
会司。茶道では市内公民館で定期的にお
茶の稽古やお茶会を開催し、華道では定
期的なお花の練習を行う。文連祭後には
文化連合会でお茶会とお花の出品を行っ
ている。

水墨画家、書道家。書道師範、九星書道
会代表代理、全国平成水墨画協会参与な
どの肩書きを持つ。埼玉県立近代美術館、
大宮ソニックシティ、東京都美術館、東
京芸術劇場などで書や墨絵のライブパ
フ ォ ー マ ン ス 実 績 多 数。講 師 や ワ ー ク
ショップも依頼ができる。

宗久（近藤 久華）

講義

教室

実技

製作

チヅカ

講義

教室

実技

製作

WAZA
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茶道・華道・書道

趣味

音楽（歌・ギター）、マイスター

講演会など依頼可能

実技

実演・通訳・相談など技術・知識の提供依頼可能

教室

セミナー講師など依頼可能
製作

イラスト・動画・作曲など製作依頼可能

エンタメ・占い

言語・翻訳

WAZAKATSU

講義

グルメ・料理（コーヒー）

エンタメ（腹話術）

エンタメ（舞台・芝居）、ナレーション

エンタメ（ファイヤーパフォーマンス）

キッズ・イングリッシュ・スクール代表。
平成 20 ～ 24 年『日本語を母国語としな
い子どもと保護者のための高校進学ガイ
ダンス』実行委員長、平成 25 ～ 27 年『未
来をさがそう in 深谷』実行委員長などを
歴任。スペイン語と英語の通訳・翻訳な
どの依頼ができる。

深谷和菓子の老舗「浜岡屋」四代目。ひ
とつひとつ手間暇をかけてつくる「上生
菓子」を三代目から継承し、「見て綺麗、
食べておいしい和菓子」の創作に力を注
ぐ。幼稚園、小中学校、高校の PTA のみ
なさん向けや公民館などで和菓子教室を
実施し、講師など依頼できる。

深谷市内にて「LOTUS Cafe」「50
COFFEE & ROASTERY」を経営。初め
て飲んだエスプレッソの美味しさに感動
し、2001 年にイタリアにバリスタの修
行に行く。多くの人にエスプレッソを飲
んで欲しいという思いで、コーヒーに関
する講演や講師などを行う。

” いつでも・どこでも・だれにでも” をモッ
トーに、ボランティアで腹話術の実演と
交流を行っています。腹話術を始めたの
は 29 歳の時です。訪問先は、学校・各
種施設や集会等が主で、依頼があれば、”
在宅のかたへの訪問”” 各種アトラクショ
ン” 等に出演できます。

劇団 Q の座長として 30 年、自作オリジ
ナルミュージカルの脚本演出などを手が
ける。受賞歴「埼玉県演劇協議会 埼玉県
文化功労賞」あり。発声・呼吸の指導の
ほか、表現方法や演技指導、脚本制作・
演出・作詞などが依頼できる。

ポイやスタッフ、炎扇を使用した炎舞や
火 食 い な ど、ダ イ ナ ミ ッ ク で 幻 想 的 な
ファイヤーパフォーマンスを行う。各種
イベントや祭りでのパフォーマンスなど
の依頼ができる。

当間 ミゲル

講義

教室

実技

製作

岡部 登

講義

教室

実技

五十嵐 智

製作

講義

教室

実技

製作

森 昭夫

講義

教室

実技

悦見 悟

製作

講義

教室

実技

製作

燈侍（とうじ）

講義

教室

実技

製作

エンタメ・占い

IT（WEB ライター）、趣味（小説）

IT・プログラミング、その他

占い（タロット・オラクル）

占い（ホロスコープ）、健康（アロマ）

エンタメ（バルーン）、 スポーツ（柔道）

シナリオライター。小説、ゲームシナリ
オ、漫画原作、ニュース記事、コラムなど、
文章関連の仕事を行う。WEB ライター
に必要な基礎知識などの文章に関する講
師、小説やシナリオの書き方のアドバイ
スができるほか、自身が企画、執筆する
こともできる。

ウ ェ ブ 活 用 プ ロ デ ュ ー サ ー・カ ウ ン セ
ラー。NTT 関連会社でソフトウェア開発
に携わり、パソコンインストラクターな
どの経験を経て、現在はウェブサイトの
制作・管理、IT 関連講座やセミナーの開
催、女性の社会進出を応援するイベント
等の企画・運営を行っている。

白魔女のタロット、オラクルリーディン
グ。西洋占星術師、前世水羅占い、魔術
も対応。イベントの出演もできる。

ホロスコープリーディングマスターやア
ロマテラピストなど、多数の資格を持つ。
市内でアロマリンパ・マツエクサロンを
オープン。ホロスコープ（生まれた時の
天空図）の読み解き、リンパの流し方の
指導、アロマオイルやアロマミストの作
成などが依頼できる。

講道館柔道四段、柔道指導者ライセンス
B、審判ライセンス B 級を持つバルーン
パフォーマー。各種イベントへ出張し、
バルーンアートパフォーマンスや製作指
導ができるほか、柔道の実技指導や大会
での審判もできる。柔道はインターハイ
出場経験も持つ。

葉山 いずみ

講義

教室

実技

製作

アイウェブ

講義

教室

実技

製作

美雨

講義

教室

実技

製作

アロマ・星読み

講義

教室

実技

Mie

製作

井上 裕光

講義

教室

実技

製作

学問・教養（科学）、IT・プログラミング

Dr. トトレンジャー

NPO 法人まなびクラブ・リクウェイを立
ち上げ、科学の楽しみや発見の喜びを伝
える場を月 1 回程度提供している。出前
講座も引き受けることができる。
（http://www.rikuway.org）

講義

教室

実技

製作

占い（手相・タロット・西洋占星術）

占い（手相）

エンタメ（バルーンアート・南京玉すだれ）

学問・教養（英会話）

健康（ヨガ）

福祉（音声付き電子書籍（DAISY 図書））

占い師として深谷市内外で広く活動を行
う。専門は手相、タロット、西洋占星術。
得意分野は、恋愛・仕事・人間関係など。
占いのほか、ヨガや話し方講師、社交ダ
ンスなどさまざまな資格を持つ。『占い
出張鑑定やイベント、講演などお気軽に
お声をおかけください。』

手相に興味があってもなかなか見てもら
う機会がないかたや学生のかたにも、気
軽に親しみやすく、幸せになれる鑑定を
行っている。イベントへの出演など依頼
ができる。

バルーンイベント『JBAN コンベンショ
ン』や『ツイスターズ』のコンテスト優
勝など受賞歴多数。世界中の人と楽しい
時間を過ごすことを夢見て、バルーンを
ひねり続ける。講師やイベントへの出演
など依頼ができる。
（南京玉すだれ師『堀
越茶目之助』としても活動中）

フロリダ州出身。教えることが好きで、
いつか日本で英語の指導をしたいと夢み
ていた。英会話の練習、発音とイントネー
ションの練習、英語のストーリーテリン
グ、英語の語彙練習、英語のゲームなど
依頼ができる。

全米ヨガアライアンス、アロマテラピー
1 級、整体師、リンパセラピストなど多
数の資格を持つ。留学時に体験したヨガ
による筋肉の伸びの気持ちよさと精神へ
の効果に感動し、資格を取得。ハタヨガ、
フローヨガ、親子ヨガなど、ヨガに関す
るさまざまな指導ができる。

文字と一緒に絵や音声も再生される電子
書籍（DAISY 図書）があります。スマホ
での製作・再生ができます。文字だけで
は伝わりくいお知らせなどに使ってみま
せんか︖ソーシャルディスタンスの確保
にも役立ちます。

華音ソフィア

講義
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教室

WAZA

実技

KATSU

製作

おちゃっぴいほりこし

手相鑑定 Bridge

講義

教室

実技

製作

講義

教室

実技

製作

English Gator

講義

教室

実技

楠瀬 真奈美

製作

講義

教室

実技

大橋 和美

製作

講義

教室

実技

製作

WAZA

KATSU 11

健康・福祉

・プログラミン グ
IT

グルメ・料理（和菓子）

学問・教養

グルメ・料理

言語・翻訳（英語・スペイン語）

講演会など依頼可能

実技

実演・通訳・相談など技術・知識の提供依頼可能

教室

セミナー講師など依頼可能
製作

イラスト・動画・作曲など製作依頼可能

健康・福祉

健康・福祉

WAZAKATSU

講義

深谷について

健康・福祉（古武術介護）、音楽

健康（息育指導）

健康・福祉（関節トレーニング、関節痛改善）

健康（薬膳・断食）、料理（薬膳料理）

深谷について（渋沢栄一翁の顕彰）

薬剤師、不妊カウンセラー。著書に「こ
ころとからだを癒すがんばらない妊活の
すすめ」がある。現在、大慶堂漢方薬局
にて漢方相談を行う。
「漢方的養生法」
「妊
娠しやすい体づくり」など、講演、セミ
ナー講師、相談などができる。

介護志の会くらげを立ち上げ、介護士の
腰痛予防やメンタルケア、介護技術を提
供。ギターの弾き語りもでき、施設の訪
問 な ど も 行 っ て い る。介 護 技 術 の セ ミ
ナー講師、ギター弾き語りでのイベント
出演など依頼ができる。

歯科衛生士免許、息育指導士認定証を持
つ。呼吸を見直して健康になる方法やイ
ンフルエンザ対策、口呼吸から鼻呼吸へ
戻すためのあいうべ体操の指導など、小
学校や幼稚園を中心に息育指導、講話を
行う。

尾高リハビリ事務所、理学療法士。深谷
市下手計出身。腰痛、膝の痛み、肩こり、
首こり、股関節の痛みなど関節に由来す
る痛みの予防や改善、また運動能力を高
める効果がある「関トレ（関節トレーニ
ング）」の指導ができる。

風 水 薬 膳 茶 師（テ ィ ー セ ラ ピ ス ト）。
2019 年 4 月に「お茶カフェもちりん」
をオープン。一週間夕食を食べないでい
ると胃腸が元気になることを実感できる
夕食断食教室や、不調や悩みに合わせた
薬膳茶ブレンド、季節の食材を使った薬
膳料理教室などができる。

第一国立銀行をはじめとする、約 500 も
の企業の設立に関わったといわれ、近代
日本経済の父といわれる渋沢栄一翁の顕
彰を行う。研究・研修会等での講演や小
中学校向けの講師などができる。

岡 理絵

講義

教室

高橋 草太

実技

製作

講義

教室

実技

製作

田村 綾香

講義

教室

実技

尾高 誠一

製作

講義

教室

実技

製作

ティーセラピスト 持田佳代

講義

教室

実技

製作

篠田 鼎一郎

講義

教室

実技

製作

健康（ヨガ）

健康（ヨガ・ウォーキング）

健康（ヨガ・体幹トレーニング）

ダンス（よさこい）、健康（フットセラピー）

ダンス（ブレイクダンス・ストリートダンス）

ダンス（ベリーダンス）、音楽、趣味

全米ヨガアライアンス認定校講師。全米
ヨガアライアンス E-RYT200、ヨガニド
ラ、アーユルヴェーダセラピストなど、
多数の資格を持つ。2016 年に RUC ヨガ
アカデミーを開校。ヨガレッスンのほか、
歴史・哲学、瞑想など、さまざまな指導、
実技、講演ができる。

ヨガ、ウォーキングインストラクター。
スポーツリーダー、介護予防健康アドバ
イザー、スポーツ医学検定 1 級などの資
格 を 持 つ。市 内 公 共 施 設 で ヨ ガ な ど の
レッスンをするほか、深谷市スポーツ推
進委員として『みんなのふっかちゃん体
操』を作成、普及活動も行う。

ヨガインストラクター。ヨガ歴 11 年、
指導歴 5 年。フローヨガ、ベビーヨガ、キッ
ズヨガ、マタニティ＆産後ヨガ、ベビー
セラピストなど、多数の資格を持つ。ベ
ビーからシニアまで幅広い世代へのヨガ
指 導 の ほ か、キ ャ ン ド ル ヨ ガ や 体 幹 ト
レーニングの指導もできる。

市内外の小学校での鳴子踊りの指導、支
援学校でのアダプテットエアロビクスを
行っている。鳴子踊りの振り付け・指導
のほか、アダプテットエアロビクス、健
康体操、フットセラピー、リンパストレッ
チの指導などができる。

ブレイクダンサー。『UK CHAMPIONSHI
P』CREW BATTLE BEST 4、
『三 度 の 飯
よ り BREAKINʼ』3 ON 3 BATTLE 準 優
勝など実績多数。2019 年 11 月 10 日『深
谷市産業祭』で深谷市初の⁉ストリート
ダンスコンテスト『M.H.D.』を開催し、
主催者としても活動を行う。

ボディケアセラピスト・アドバイザー。
ベリーダンス・ボディメイクインストラ
クター。ダンスイベントの企画やイベン
ト出演のほか、ボディケアやダンスボディ
ケアのレッスンなど依頼ができる。

田川 淳子

講義

教室

矢内 潔惠

実技

製作

健康（リンパケア・シナプソロジー）

板垣 美佐子

ボディメンテナンスインストラクター。
「健康長寿」を目指し、高齢者指導を行う。
健康な体温に近づけて免疫力アップのセ
ルフリンパケア、椅子を使った機能改善
体操、脳を活性化するシナプソロジーの
インストラクターでもある。
講義
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教室

WAZA

実技

KATSU

製作

講義

教室

実技

製作

船岡 舞

講義

教室

実技

製作

渡辺 彰子

講義

教室

実技

製作

B-BOY” mac-key”

講義

教室

実技

製作

Noah（須永 夕紀）

講義

教室

実技

製作

健康（耳つぼ・耳マッサージ・耳掃除）

健康、スポーツ（ゆる体操）

ダンス（ZUMBA）、健康（ヨガ）

ダンス（ピラティス）、その他（ダンス企画）

スポーツ・ダンス（ノンジャンル）、健康（ヨガ）

イヤーセラピストインストラクター。
「耳
つぼ」や「耳マッサージ」、正しい耳掃
除の仕方について講座を開催し、教える
ことができる。また、耳掃除や首、頭、
耳マッサージの施術提供もできる。イベ
ント出張可。

日本ゆる協会公認ゆる体操準指導員 1 級
を持つ。ストレスなどで固まった体をゆ
るめることで、コリや冷えが解消し、血
液や体液の循環が良くなり、心も体もリ
ラックスする『ゆる体操』指導者。子ど
もからお年寄りまでできる体操の指導、
スポーツ向け指導ができる。

ZUMBA インストラクター。USA チア指
導者 1 級。YOGA 指導者。２０１０年に
キッズチアダンスチーム『Angelet』を
創設、指導を行う。フィットネスクラブ
や施設で、ZUMBA や YOGA の指導も行
う。ヨガとアーユルヴェーダを織り交ぜ
た講義なども依頼ができる。

キッズダンス指導歴 14 年。ピラティス、
ZUMBA の指導資格を持つ。東宝芸能ダ
ンスセッションに所属実績あり。ダンサー
として矢沢永吉コンサートやテレビ出演
を経験。キッズダンス ( ジャンル不問 )、
ZUMBA、ピラティス指導のほか、ダンス
発表会の企画等ができる。

Kumi's Dance School 代表。フィットネ
ス モ デ ル。エ ア ロ ビ ク ス、ZUMBA、ヨ
ガなど多数のインストラクターの資格を
持つ。MIZUNO などをスポンサーに持ち、
ダンスのほか、キックボクシング指導も
行う。ジャンルを問わずイベンターやダ
ンサー、指導者として活動。

たけい ようこ

講義

教室

実技

製作

髙橋 洋一

講義

教室

実技

製作

福田 美奈子

講義

教室

実技

製作

MIHO

講義

教室

実技

製作

猪野 久美子

講義

教室

実技

製作

WAZA
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スポーツ・ダンス

健康（漢方）

講演会など依頼可能

実技

実演・通訳・相談など技術・知識の提供依頼可能

教室

セミナー講師など依頼可能
製作

イラスト・動画・作曲など製作依頼可能

生活・相談

スポーツ・ダンス

WAZAKATSU

講義

ダンス（ZUMBA・ポルトブラ）

生活・相談（キャリアコンサルティング）

マイスター（子ども食堂）

マイスター（音楽イベント）
、音楽

2001 年にフラダンスを始める。2009 年、
Launa Aloha 主 宰 平 沼 貞 子 先 生 の 元 で
フラダンスを学び、2017 年からアシス
タントとして指導を開始。子どもから大
人までのフラダンス指導、公民館等でフ
ラダンス教室を実施するほか、さまざま
なイベントへ出演ができる。

ヨガインストラクター。中国推拿（すいな）
整体・ヘッドリンパケアセラピスト。そ
のほか、武道の動きをダンスミュージッ
クに合わせて舞うアクション系フィット
ネス「天空大河」の指導者であり、体幹
トレーニング「ピラティス」のインスト
ラクターでもある。

ダ ン ス パ フ ォ ー マ ー。ポ ル ト ブ ラ や
ZUMBA、エアロビクスやキッズダンスの
インストラクターの資格を持つ。毎年ア
メリカ開催のコンベンションに ZUMBA
で参加し、東京をはじめとした国内や海
外でも指導を行う。フラッシュモブ、ダ
ンスステージも実施できる。

キャリアコンサルタント。人材派遣業界、
福祉業界など、さまざまな業界で全雇用
形態を経験し、2017 年にキャリアコン
サルタント事務所を開業。キャリアコン
サルティング技能士として、働きがいや
生きがいに悩む方々のキャリア相談、試
験対策講座などを行う。

まちづくりマイスター（市民活動の相談
役）。平成 28 年 6 月から子ども食堂をス
タート。子ども食堂の運営について相談
ができる。

まちづくりマイスター（市民活動の相談
役）
。音楽イベント「ANGEL・GATE」を
主宰。音楽イベントの運営について相談
できるほか、音楽イベントへの出演（ギ
ター弾き語りや伴奏）、作曲の依頼もでき
る。

Launa Aloha アシスタント 森岡 恵

講義

教室

実技

製作

miko

講義

教室

実技

製作

亜希

講義

教室

実技

製作

ダンス（フラダンス）

ダンス（フラダンスインストラクター）

スポーツ（ルーシーダットン・カポエイラ）

フラダンス指導者、パフォーマー。7 歳
からジャズダンス、バレエ、ヒップホッ
プなどのダンスを 11 年学び、19 歳から
フリーインストラクターとして活動。フ
ラダンスを始めて 14 年目になる現在、8
クラスを指導するほか、イベントへの出
演、ショーの開催などを行う。

MFA ト レ ー ナ ー（CPR）、AFAA 検 定 ス
ペシャリスト、JWI フィットネスフラプ
ログラムマスターなど、さまざまな資格
を持つ。フラダンス指導はもちろん、フ
ラダンスパフォーマンスの実施や、フラ
ダンスインストラクターの指導・教育も
できる。

OL 生活 10 年を経て、インストラクター
となる。フィットネスフラ、エアロビクス、
格闘技系エクササイズ、ヨガ、ピラティス、
整体師など、さまざまな資格を持ち、各
種プログラムの指導・実施ができる。

Manaʼ olana

講義

教室

実技

野口 由美子

製作

レク（木独楽・メンコ）、学問（国語）

持田 淳一

小学生の頃、仙台市にて木独楽 ( キゴマ )
やメンコのさまざまな遊び方を実践。古
き良き遊びの文化を子どもたちに伝え、
地域の交流や発展に寄与したいと思い、
技活に登録。セミナーやイベントの講師
など依頼ができる。
講義
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教室

WAZA

実技

KATSU

製作

講義

教室

実技

製作

生活（石材再生・終活）、画像（空撮）、IT

にし家（NISHIYA）

石材特殊メンテナンス技士、終活カウン
セラー、ドローンパイロットなどの資格
を持つ。お墓／石材／バスタブを綺麗に
維持する方法講座、終活相談／セミナー
（エンディングノートの書き方）、ドロー
ンを使った空撮／点検／動画制作などが
できる。
講義

教室

実技

製作

松島 美由紀

講義

教室

実技

製作

地球の温暖化について「日本の CO2 排
出量、2050 年実質 0」との目標が示さ
れました。これに対し、およそ 21％を占
める私たち「家庭」が取り組むべき課題
について考えます。会場費以外、無料で
講話を行います。生物多様性など講話の
できる専門家の紹介も可能。
実技

教室

実技

製作

製作

田中 一永

講義

教室

実技

製作

石村 辰美

講義

教室

実技

製作

マイスター（ねぎまつり）

その他（パーソナルカラー）

その他（動物の飼育相談・調教）

まちづくりマイスター（市民活動の相談
役）
。よくある『どこから予算を引っ張っ
てきて・・・』のようなイベント作成で
は な く、
『楽 し い か ら 自 分 で や っ て み
る︕』というお話しか出来ませんが、イ
ベントの立ち上げ、運営、継続のコツを
お伝えします。

J-color パーソナルカラー認定講師。1 級
パーソナルカラー活用コンサルタント。
色彩検定 1 級、1 級ライフケアカラーコ
ンサルタント。パーソナルカラー個人診
断、色や印象を通じた企業研修、婚活向
けセミナー、地域セミナー、集客イベン
トなど依頼ができる。

東 京 農 業 大 学 卒 業 後、ノ ー ス サ フ ァ リ
サッポロでライオンやハ虫類の飼育を担
当。その後、加茂荘花鳥園の副園長の経
験を経て、2019 年 7 月に深谷花鳥カフェ
を設立。鳥類・ホ乳類・ハ虫類の飼育や
鳥のフライトなどの調教に関する指導が
できる。

栗原 統

講義

教室

実技

平成福寿草の会

角江 紘一

教室

講義

その他（福寿草）

生活・相談（環境啓発）

講義

福島 雅史

製作

野辺 勇

『平成福寿草の会』役員。毎年 1 月末の
土日に深谷市内にて福寿草展示会を開催
している。オランダフロリアードに出品
し、入賞した実績を持ち、NHK 朝のニュー
スや TBS ラジオへの出演経験もある。福
寿草についての技術指導ができる。
講義

教室

実技

製作

藤田 倫美

講義

教室

実技

製作

牧野 遼太郎

講義

教室

実技

製作

その他（洋裁）、健康（ヨガ）、料理

その他（瞑想）、学問、スポーツ、趣味

洋裁技術上級、YOGA インストラクター、
調理師免許の資格を持つ。パターン作り、
着物リメイクなどの洋裁一般に関する指
導や製作ができるほか、YOGA の指導、
薬膳カレー、チャイについての技術も持
つ。

ブレインアナリストプロ、宅建士、社会
福祉士、全米ヨガアライアンスＲＹＴ２
００、香司、瞑想講師、健康運動指導士
などの資格を持つ。脳活幸せヨガや匂い
袋調香体験、マインドフルネス瞑想、算
命学を使った自分の強み発見講座などが
依頼できる。

アトリエ リカ

講義

教室

実技

製作

光明塾 noriko

講義

教室

実技

製作

WAZA
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その 他

生活・相談

ダンス（天空大河）、健康（ピラティス）

まちづくりマイスター

レク・遊び

ダンス（フラダンス）

