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（No.4024・兵庫区） 女・60代 絵画教室
　３歳から小学児童は１回１時間、大人は２時間程度、道具は油絵、水彩クレバス、色
鉛筆等ご自分の好きな道具を使ってください。児童の場合は前もって持ち物の説明を
いたします。基本は個人でご購入ください。

（No.8009・灘　区） 女・70代 油絵
　油彩の楽しみは対象をよく見て、自分なりに表現するところにあります。何が美しいの
かと見つめることは新しい自分発見にもつながります。一度筆をとってみましょう。

（No.20035・長田区） 男・60代 油絵
　人は死ぬまで成長を続ける。詩的に。繊細に。ダイナミックに。描かれていく作品を通
して、生きるしあわせを分かち合いたい。子供～高齢者。初・中・上級。講師歴17年、ま
だ未熟ですが、宜しくお願いいたします。

（No.14044・北　区） 女・60代 油彩画
　初心者からの絵画。リタイア後の次の目標として。絵画は認知症の予防にもなり活々
とした毎日を送る事が出来ます。

（No.9031・灘　区） 女・60代 水彩画
　かんたん！らくらく！水彩画。風景・花・動物など四季折々の下絵を準備しています。
ぬり絵感覚です。

（No.13032・京都市） 女・70代 水彩画
　絵筆を持つのが始めての方や、自信のない方でも素敵な花が描けます。ご一緒に絵
画を楽しみましょう。そして皆様との交流を私も楽しみにしています。

（No.12019・垂水区） 男・60代 淡彩画
　淡彩画を指導します。淡彩画は絵画の始まりであり終点でもあります。簡単ですが、
奥が深い水彩、油彩、パステル等の絵の具を使用して個人の描きたいモチーフを画き
ますが、屋外でのスケッチもやりたいですね。

似顔絵
　似顔絵のご提供を各種イベント等で行います。大小問わず、楽しい場があれば出か
けて行きます。その他、絵手紙やイラストの講習やアドバイスもいたします。明るい皆様
の顔を描かせて下さい。

植物絵画・デザイン・絵手紙
　似顔絵の制作の為、植物絵を描いていますが、花にも個性があり奥が深い事が解り
ました。普段見過ごしている花の美しさを再認識し絵の中に花を生かしてみません
か？簡単なパソコンデザインも面白いですよ。

（No.1181・大阪市） 女・40代 ちぎり絵（孜頂流）
　手工芸としてでなく、美術としてのちぎり絵で、絵筆の代わりに世界に１枚しかない微
妙な色合いの手染め和紙を使い四季の風物を表現します。美しいちぎり絵の世界で感
性も豊かになります。

（No.20010・灘　区） 女・70代 和紙ちぎり絵
　日本の伝統文化である和紙を使って、ちぎるはぐといった手法で制作します。手触り
の良い和紙に触れながら、世界で一つだけの作品を作ってみませんか？

（No.20028・西　区） 女・70代 （和紙）ちぎり絵
　手染めの和紙！和紙は一枚一枚の色合いが違うので絵が完成すると“世界でひとつ
の作品”になります。ちぎったり、切ったりして、四季の行事、花、風景を描きます。完成
した時の皆さんの笑顔が輝いています。

（No.1106・西　区） 女・60代 切り絵
　切り絵の元になる原画は、新聞、雑誌、カレンダー等の絵を使用し、切り絵の原紙に
ホッチキスで貼り付け、原画通りにカッターナイフ等で切り取り、切り取った箇所に色紙
等を貼り付けて行く作業です。

（No.20014・東灘区） 女・40代 ローズウィンドウ（切り絵）
　ステンドグラスの美しい光を身近に取り入れられるようにと広まった薄紙を重ね合わ
せて作る光の色彩を楽しむアートです。色を選ぶ・折る・写す・切る・貼るといった工程
で作る楽しみと作品を飾る楽しみがあります。

（No.5038・東灘区） 女・50代
子どもから大人までの絵画造
形表現

　３歳～未就学児の方は、保護者の方と造形を通した発達を育みます。小学生以上の
かたは、素晴らしい発想の基礎となる表現体験を支えます。大人の方は油・水彩、きり
絵、版画等で、充実した表現をお手伝い致します。

（No.12051・三木市） 男・70代 障害者への絵画指導
　心身に障害をもつ方たちの自己表現として絵画制作を行う中で、個々の持つ才能を
引き出し、交流の場としていきたい。

（No.10031・長田区） 女・70代 絵手紙
　絵手紙は絵のある手紙。形式にとらわれず絵や文章の苦手な人でも「ヘタがいい～」
をモットーに気楽にかいてみましょう。そして友人や離れて暮す家族に届けましょう。暖
かい心の交流が人生の応援歌となるはずです。

（No.12030・灘　区） 女・70代 絵手紙
　今こそ、優しい心、温かい心を届ける絵手紙の出番です。筆に限らず簡単な方法もあ
り、子ども会・婦人会・高齢者施設等にふさわしい内容の講座を用意できます。絵手紙
の楽しさ素晴らしさを心を込めてお伝えします。

（No.13060・垂水区） 女・80代 絵手紙
　絵や言葉入れが苦手でも、心を込めて描かれたものは、きっと相手の心に届くもの。
初めての方、やってみたいと思う時が始めどきです。身近なものを描いて“私も描けた”
という実感を、ご一緒に楽しみ合いましょう。

（No.14040・灘　区） 女・60代 絵手紙
　絵具や墨を、筆の他に綿棒・タオル・スポンジを使って描いたり、のりやハサミも使っ
たりして、いくつかの手法をミックスすることで、簡単で味わいのある季節の一枚が仕上
がります。“出来た!”の楽しさをたいせつに。

（No.17021・北　区） 女・60代 絵手紙
　絵手紙は、て・が・みです。伝えたいことを絵と言葉にしてかきます。かいたらすぐにポ
ストイン！心を込めてかいたてがみは必ず相手の心に届きます。「ヘタでいい。ヘタが
いい」さあ、はじめましょう。

（No.17034・須磨区） 女・60代 絵手紙
　送る相手の顔を思い浮かべて、ポストに入っていたら嬉しいだろうな、と思う可愛い楽
しい絵手紙作りを指導いたします。初めての方も少々手の不自由な方も、出来上がっ
た時の笑顔が皆さん素敵です。

（No.19015・垂水区） 女・70代 絵手紙
　身近な画材をよく見てゆっくりとかく絵手紙です。楽しく和やかなひとときの中、一歩一
歩進めていきたいと思います。

（No.201922・北　区） 男・80代 絵手紙
　使用済み切手を使った絵手紙を中心に、イラストあり、漫画あり、コラージュありでと
ても楽しいです。イラストの描き方も、初歩の方も楽しくレッスンでき、自分史のカットや
自治会紙の豆カットも描けることができます。

氏　名
（登録番号・居住区・性別・年

齢）
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（No.18005・垂水区） 男・70代 木版画（その他）
　身近なモチーフを木版画で表現しよう。暑中見舞、年賀状、一筆箋、栞を手作り版画
で生活を楽しもう。絵や字が苦手な方、版画はその絵や字が個性あふれる芸術作品に
大変身。とにかく描いて彫って、摺りましょう。

（No.16012・灘　区） 男・70代 写真
　写真を撮っていて少しでも疑問とか悩んだりとかを感じたことはありませんか？『納得
ができない？』、『もっと上手に撮影できないか？』とか。そのような思いを少しでも解決
できるお手伝いと思っています。

（No.5023・垂水区） 男・70代 写真・映画（ビデオ）
　写真・ビデオも今やデジタル。それを楽しむ（使いこなす）ためにはパソコンが必須で
す。しかしパソコンが苦手でデジカメで撮った写真をどうしたらよいのか困っている、と
いう方はいらっしゃいませんか。お手伝いします。

（No.14009・西　区） 女・60代 陶芸
　土で表現しましょう。手づくねやロクロ等を色々な技法を使い自分の作りたい物をつく
ります。子供の頃に戻って、土で何かを作ってみて下さい。きっと懐かしい感覚が甦っ
てくる筈です。ご一緒に楽しく作りましょう。

（No.19039・西宮市） 女・60代 陶芸－立体造形
　粘土を素材に器、陶板、フィギュア、オブジェ等、造りたいものを自由に其々が制作。
成形～装飾・絵付～施釉迄、個々に助言指導。（受講者の年令、経験不問）

（No.11027・三木市） 女・40代
陶器下絵付け（ポタリーペイ
ンティング）

　イタリア・オランダ風絵付けです。イタリアなどの磁器に下絵を付け、専用絵の具を使
い絵付けをし、釉薬を塗り釜焼きします。自分だけの世界に１つのオリジナル器作りを
楽しんで頂けます。

（No.7017・中央区） 女・60代 粘土造形
　アクセサリー・かご・花・インテリア小物・壁掛け・人形などが誰でも楽しめます。ソフト
粘土：軽くて壊れにくく、手や部屋を汚さず簡単に楽しめます。石粉粘土：焼かずに陶器
の風合いで水に強く壊れにくいです。

（No.15009・西　区） 女・70代 創作粘土工芸
　焼かない陶芸でもある粘土工芸の完成作品は、西洋陶器のようにオシャレで高級感
があります。又同じように制作してもどれも同じにならないのが特徴です。ご自身のデ
ザインでオリジナルな作品にチャレンジしましょう。

（No.17040・東灘区） 女・30代 ファッションアクセサリー
　ヴィンテージパーツや可愛いパーツを組み合わせて、ファッションアクセサリーを作り
ましょう。加工の工夫や可愛い配色のバランスなど、作る楽しさやデザインの楽しさを
体験していただけます。

（No.4010・長田区） 女・60代 ビーズアクセサリー
　デザインや色使いが楽しい新しい感覚のビーズアクセサリー。基本から応用までテク
ニックを習得しながら、あなた自身のアイデアをプラスして個性豊かなオリジナルアクセ
サリーを手作りしてみませんか？

（No.14018・北　区） 女・50代 ビーズアクセサリー
　天然石やスワロフスキーを使った世界にたった１つだけの貴方のオリジナルアクセサ
リーを作りませんか？初心者の方から上級者の方までレベルに合わせて作品を提案さ
せて頂きます。ご一緒に楽しみましょう。

（No.201921・兵庫区） 女・60代 ブレスレット作り
　天然石で自分の手首に合ったブレスレットを作ってみませんか。石の名前や形を覚
え、楽しみながら作りましょう。又、色の順番もかえれますよ。

（No.201813・垂水区） 男・70代 木工作
　持参した大工道具の使い方の指導を受けた後、色々な木工作品作りを体験して頂
き、物づくりの喜び楽しさを実感して頂きます。

（No.4010・長田区） 女・60代 紙工作
　一枚の紙をカッターで切り起こし空間にとびだす立体造形。平面から作り出す立体の
おもしろさを味わってみませんか？　アイデア次第でどなたでも素敵な作品が仕上がり
ます。

（No.8030・灘　区） 男・70代 紙工作
　画用紙、ボール紙等で型紙を作リ、お誕生カード等見開きにすると飛び出す仕掛け
や、お面の目玉が動いたりベロが出たり入ったり、その他マリオネットのような動く人形
作りなど紙がベースの面白工作です。

（No.13057・須磨区） 女・60代 紙飛行機
　大空の下で楽しく紙飛行機を飛ばしてみませんか。歩く喜びを自らの身体によって、
自然体において、空に向けて模様を描きながら滞空時間を計ろう。子供から高齢者ま
で、みんなで飛ばしてみませんか。

（No.15047・北　区） 男・70代 紙コップアート
　紙コップを素材としてのアート。アクションがあって遊べるおもちゃ。幼児にはハサミ、
小学校高学年～ハサミとカッターナイフ。その作品の種類は2～300種。創造性の原点
が見えてくるはずです。

（No.3031・垂水区） 女・50代 折り紙
　折り紙を指導するというのではなく、一緒に楽しみながら季節の折り紙や花・動物・虫
などを作っていき、折り紙のおもしろさ、作るよろこびをわかってほしいです。

（No.12021・西　区） 女・60代 折り紙
　カラーコーディネーターの立場から、折り紙の作品を作る前に色に関する話をさせて
頂きます。「家で飾る時に参考になります」「ファッションにも役立ちます」と喜んで頂い
ております。色々な作品を作りましょう。

（No.15020・東灘区） 女・60代 折り紙
　季節を感じるものや、生活に役立つものなどを、明るい会話のある中で、ゆっくりと
たっぷり時間をかけて作ります。

（No.18008・西宮市） 男・70代 折り紙
　リハビリのつもりで折り紙を始めました。まだ経験は浅いのですが一生懸命に折り紙
を続けています。小学校低学年からお年寄りまで。老人ホームでの頭の活性化・リハビ
リ・ボケ防止にもお役立てください。

（No.19025・垂水区） 女・60代 折り紙
　折り紙でお部屋に彩りを。またグリーティングカードやお友達へのプレゼントに。何度
も折りたくなるような作品を選び、身近にある物や素材を利用して、シンプルな折り紙が
生きる工夫もお教えします。

（No.201818・灘　区） 女・70代 折り紙
　かわいいキャラクター季節行事に合わせたものなど、折ってみたいと思うものを作り
ます。簡単なものから少し難しいものまで、一緒に折り紙の楽しさを味わって欲しいと思
います。小学生から高齢者まで楽しめますヨ。

（No.15021・北　区） 女・20代 和紙折り紙アート
　日本伝統文化の和紙と折り紙を用いて実用的な雑貨や季節の行事の置き物を作り
ます。またコサージュなどのアクセサリーも和紙を使って折ったりします。大人から子供
まで楽しめます。
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（No.11033・東灘区） 女・50代 スクラップブッキング
　特別な日のお写真・お子様のお写真等をさまざまなアレンジで、いつもとはちょっと
違ったアルバムの１ページに作り変えてみませんか。お子様とご一緒にお作りいただく
こともできますし、プレゼントにも最適です。

（No.19013・垂水区） 女・40代 スクラップブッキング
　☆写真の雰囲気にぴったり合う「フォトフレーム」を作ります☆
フォトフレームはいろんな種類があるので気軽にご相談ください。作ったフォトフレーム
は、お家に帰ったらそのまますぐに飾って頂けます。

（No.13040・西　区） 女・60代 ガラス工芸
　身近なガラスのコップや器からアールヌーボ調のランプまで作れるサンドブラストとい
う技法で、あなただけの作品を作りましょう。又、フュージングの技法も取り入れ、ガラス
の箸置き、アクセサリー等も作れます。

（No.4010・長田区） 女・60代 トールペインティング
　木・布・陶器等様々な素材に図案を写し、数種類の筆使いにより描く塗り絵感覚の誰
もが楽しめるクラフトです。廃材もアレンジ次第であなたのお気に入りに大変身。まず
は見よう見まねで一緒にトライしてみませんか？

（No.3040・西　区） 女・50代
トールペイント・クラフト雑
貨・デコパージュ・UVレジン

　トールペイントは身近な小物に絵を描きます。初めての方でも大丈夫です。デコパー
ジュ、UVレジン、プラ板、ジェルキャンドルなどクラフト全般も楽しんで頂けます。

バラのデコラティブペイント
　バラの花のペイントは、手順さえ分かれば誰にでも簡単に描くことができます。自分の
持ち物や小物に豪華なバラの花をペイントしてお気に入りに。プレゼントするのもよいと
思います。気軽にチャレンジしてください。

ロシアンフラワーペインティ
ング

　ロシアの伝統的なフラワーペイントであるジョストボペインティングを、日本のインテリ
アに合わせてアレンジを加え、生活小物に描くことを通じてロシアの伝統工芸の薫りを
感じていただけたら嬉しく思います。

（No.12017・須磨区） 女・60代 ポーセラーツ
　好みの器に転写紙をはさみで切り分解して並べてデザインを仕上げていって頂きま
す。ヘラで空気を抜き整えて頂きます。焼成して美しい器が仕上ります。

（No.4011・須磨区） 女・50代 編み物
　編み物を楽しんでみませんか。指編みも含め、全く初めての方でも大丈夫です。いろ
いろなタイプの、年齢を問わない講習を用意しています。作る喜び、完成までの努力の
すばらしさをぜひあなたも味わってみて下さい。

（No.15058・灘　区） 女・70代 編み物（手編み）
　手と頭を使ってボケ防止にもなります。編む喜び、着る喜び、プレゼントする喜びを味
わってほしいと思います。一本の糸により大きな輪が広がります。

（No.1156・垂水区） 女・70代 パッチワーク・コットン手芸
　これまでもパッチワークを介し、ふれあいセンターで奉仕活動をしてきました。作品展
も開きましたが、人と出会う事の素晴らしさ、手作りの喜びを伝えたいと思います。布端
が作品になる喜びを知って頂きたい。

（No.1241・灘　区） 女・70代 パッチワーク
　小さな布地を美しく接ぎ合わせ、一針一針心をこめて刺し込んでいく刺し子のパッチ
ワーク。年齢を問わず、手縫いのよさを伝えたい。簡単に出来る一日手芸（小物手芸）
も教えます。

（No.3030・灘　区） 女・80代 パッチワーク
　パッチワークキルトの基礎からパターンや小物・タペストリー等を創る楽しさや、作品
が出来上がった時のみんなの喜び。生活に結び付いたパッチワークの素晴らしさを、
年齢に関係なく、是非知って頂きたいと思います。

（No.1183・加古川） 女・60代 アートフラワー
　今まで学んできた知識を、少しでも多くの人に広め、教えながら自分自身も学んでい
こうと思います。

（No.6060・西　区） 女・60代 プリザーブドフラワー
　今流行の特殊加工により自然な風合いが変わらないバラ等を使って、ワンランク上の
アレンジを楽しんでみませんか？大切な想い出も一緒に閉じ込めて、手作りにチャレン
ジしてみましょう。手軽に仕上がります。予算等応相談。

（No.8020・西　区） 女・50代 プリザーブドフラワー
　生花を特殊加工することにより、その美しさを数年間保つことができるプリザーブドフ
ラワーをアレンジ。予算に応じて誰でも手軽に工作感覚で、季節やイベントを盛込んだ
インテリア小物作りを楽しむことができます。

（No.9026・須磨区） 女・40代
プリザーブドフラワー（ブラ
イダルアレンジ）

　プリザーブドフラワーを使って、ウエディンググッズを作ってみましょう。ブーケやコ
サージュ、アームフラワー、ヘッドドレス、ウエルカムボード、サンクスフラワーなどなど。
暖かみのある手作りウエディングを！

（No.10004・北　区） 女・50代 プリザーブドフラワー
　プリザーブドフラワーを使って、洋風や和風にアレンジしていきます。時には違った素
材（ドライフラワー、造花、木の実など）とジョイントして独創性を出した作品を楽しく作っ
ていきます。

（No.10008・大阪市） 女・60代 プリザーブドフラワー
　新鮮な色合いやみずみずしさを長い間保つことのできるフランス生まれの“枯れない
花”。初めての方でも気軽に楽しめます。インテリアやプレゼントとして、またお見舞い
にも最適です。まず手に取って始めてみましょう。

（No.14033・中央区） 女・50代
プリザーブドフラワーアレン
ジメント

　プリザーブドフラワー、アートフラワーで、いろいろなアレンジやブーケなどをレッスン
します。プリザーブドフラワーなどを使っていろいろな器やミラーにアレンジしたり、アク
セサリーなども制作します。

（No.15035・明石市） 女・70代 プリザーブドフラワー
　枯れない生花、プリザーブドフラワーを使って、小さな可愛いアレンジメントから、個性
的なあなたのセンスを活かしたアレンジメントまで、プレゼントする方の笑顔を想像しな
がら作ってみましょう。

（No.15039・灘　区） 女・50代 プリザーブドフラワー
　色の鮮かさ、しっとりさを数年観賞できるプリザーブドフラワーで季節の花（ブーケ、ア
レンジメント）を作りましょう！

（No.1106・西　区） 女・60代
手工芸（ペットボトル・牛乳
パック・厚紙・布）

　男女、年齢を問わず、手芸の制作指導を通じ、ペットボトルや牛乳パックを捨てないで
使ってしまう良さを伝えていきたいと思います。

デコキラクラフト
綿棒ケースデコ～レースやキラキラ小物で綿棒ケースをデコレイトします。季節により
飾るものを変えます。

女・60代（No.13048・西　区）
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デコパージュ石鹸
　石鹸に輸入ペーパーを特殊な２種類の糊で貼り乾かします。花柄・動物柄・干支やク
リスマス等、いろいろな作品が約１時間で出来上がります。（材料は全て当方が準備し
ます。）

（No.20008・西　区） 女・50代 デコパージュ
　まっ白な雑貨小物などに絵柄のついたペーパーを切ってはってデコレーションしてい
きます。重ねてはる事もできてオリジナルのデコレョン雑貨小物が簡単にできます。年
代にこだわらずどなたにもできます。子供から大人

（No.18006・垂水区） 女・60代
羊毛から作るフェルトワーク
ス

　さまざまな色合いに染められた原毛を、縮絨液やニードル針を使いフェルト化させ、ス
テキな小物を作ります。（例えばポーチ、コースター、ペーパーウエイト等）

（No.1251・長田区） 女・70代 手工芸（押し花・折り紙）
　花は人の心を和ませてくれます。四季をいち早く知らせてくれる道ばたの小さな花々
を材料にしたり、一枚の平面から立体へと変わっていく折り紙の意外性を併せて作品
作りに生かし、共に楽しんでいけたらと願っています。

（No.9018・垂水区） 男・70代 ネットアート
　ネット（網）を使って巨大画をつくります。色布をモザイク模様に取り付け、表現したい
デザインを描きます。大きい程面白く、野外で風にゆれるととても美しいです。夢表現、
元気アップ、交流ができます。

（No.4006・兵庫区） 男・60代 ワイヤークラフト
　安価なワイヤーで造形を楽しみます。指や手の運動、造形をイメージする頭の運動と
しても面白いです。一本のワイヤーがいろんな物に変化してゆくのは、誰にでもできる
造形マジックでもあります。

（No.20027・西　区） 男・70代 ネイチャークラフト
　間伐材や竹・木の実など里山の自然の素材を生かして貯金箱やパズル、竹笛、ドン
グリクラフトや木育として木のロボットづくり等、園児から高令者まで手づくりと自然にふ
れる楽しさあふれる体験です。

（No.18016・中央区） 女・60代 バルーンアート
　お祭り等で配られているバルーンの動物や花を自分で作ってみませんか？専用のポ
ンプで膨らませて捻り方のコツや割れにくい工夫を教わる内に基本の作品が完成しま
す。季節に合わせた作品作りも楽しめます。

（No.9029・須磨区） 女・60代 押し花
　押し花を使って、しおりやカード等簡単に製作できます。本格的にUV樹脂を使って、
絵皿や陶器製マグネット等も作ることができます。一緒に楽しく作ってみませんか。

（No.2061・須磨区） 女・70代 押し花
　押し花を使った小物作りです。コースター、しおり、ブックカバーなど、簡単にできる作
品を作ります。

（No.3036・北　区） 女・60代 パンフラワー
　パンドという粘土を使って、花をつくります。自然の花には負けますが、枯れることは
ありません。そんな花でお部屋を飾ってみませんか。一緒に手先を動かして、老化も防
止しましょう。

（No.14025・中央区） 女・50代 手づくり小物
　リボンや布で空箱や空瓶を飾れば、ステキなオリジナル作品ができ、お部屋は華や
かに!!　リボン・パールを使えば、かわいいバレッタやクリップが出来上がり!!　ハンド・メ
イドでおしゃれを楽しみませんか。

（No.4036・西宮市） 女・60代 手作り絵本
　既製品の様な立派さはないけれど、やさしさ温かさを感じて頂ける手作り絵本。子育
て真最中のお母様方や高齢者の方に、簡単な製本技術から内容、色の指導まで、絵
本作りの楽しさ、喜びを体験して頂きます。

（No.8030・灘　区） 男・70代 手作り仕掛け絵本
　普通の手作り絵本ではなく、簡単な仕掛けを取入れたたのしいもの。飛び出す絵本
のようなものもあれば、糸の操作で物が動いたり、回転盤を廻せば物が作動するとか
いう具合のきっと楽しめる絵本創り。

（No.12041・東灘区） 女・80代
手づくり創作絵本（紙芝居・
絵本・読み語り）

　日常人と人が話し言葉か視覚する事で心を伝える方法を手作り絵本で表現します。
母と子との絆がより豊かに育まれ、作り手に宝物として大切な思い出作りが残せます。
紙芝居・絵本の読み語りも製作に役立つヒントとなる。

（No.13040・西　区） 女・60代
創作紙工芸（シャドウボック
ス）

　シャドウボックスは、部分的にカットした絵を貼り重ねて額に入れますが、創作紙工芸
は、特殊な技法で自然な動きや表情を出します。お部屋のインテリアにもなる創作紙工
芸をご一緒に楽しみませんか。

（No.201935・東京都） 男・60代
手作りご朱印帖・手作りLED行
燈

　①わたしだけのオリジナルご朱印帖を作ります。用紙は手すきの和紙、表紙はご自
身のお好みの布や紙類を使用します。②蠟燭の淡い色からカラフルな光の世界のLED
電球を使用、夜間の防犯・誘導灯としても活躍します。

（No.5052・垂水区） 女・60代 押絵（布）
　四季折々、喜び事、干支、季節行事を題材に着物地等を使って色紙大の押絵。装飾
用・贈答用にと手造りで喜ばれる作品です。額一つあれば作品の入れ替えで年中季節
感が味わえます。１作品２～３時間で仕上がります。

（No.5068・須磨区） 女・70代 エコクラフト
再生紙を利用したカラーエコテープを使ってかわいい小物（動物やお人形）から、コース
ター・エコバックなど実用的な物も作れます。子供から大人の方まで楽しめます。

（No.6013・須磨区） 女・60代 ドライフラワー
　フレッシュなドライフラワーを使ってリース・バスケット・壁飾り等をアレンジします。子
供からシニアの方まで丁寧にご指導します。ドライフラワーは初めての方でもやさしく作
れます。プリザーブドフラワーも経験します。

（No.6005・東灘区） 女・60代 ラッピング
　ギフトラッピングの基本的な包み方から、お正月飾り等の季節のアレンジメントの１日
教室、また、少し材料費は嵩みますが（￥5000位）茶箱にクッションを付け、布を張り、
スツールにする技法もお伝えできます。

（No.201931・灘　区） 女・40代 wrapping　ラッピング
　身のまわりにある材料を使って包んだり結んだりします。紙や布を工夫して贈り物に
添えませんか。暮らしの中でも楽しめる包み・役立つ包みをお伝えします。一緒にわく
わくしましょう。

（No.201816・西　区） 女・60代 草木染
　植物は花びらや葉、樹皮、根、実などにそれぞれの色素を持っています。藍のブ
ルー、ヤマモモの金茶、梅や桜の灰色などそれらの色を頂いて、ハンカチやストールを
染めて、自分だけの色を楽しむことができます。

（No.18031・北　区） 男・80代 工作用具の使用法
　１）共通　モノ作りに必要な道具類の使用方法を体験。モノ作りには適切な材料と工
具がいります。安全と正確を重視した基本的な取り扱いと、簡単な加工を経験して、次
のステップに進むための準備講座です。

手
工
芸

女・70代（No.12004・垂水区）

4



 2019年　生涯学習市民講師　登録者名簿【芸術・文化】

ジ
ャ

ン
ル

登録分野 内　　　　　　　容
氏　名

（登録番号・居住区・性別・年
齢）

（No.5004・中央区） 女・70代 洋裁
　シーンにあった、その人らしいムードのコーディネイトを、楽しく考えながら、若返って
みませんか！

（No.12003・須磨区） 女・70代 洋裁
　初心者の方－小物作りから簡単な子供服や基本的なブラウスやスカートを！経験者
の方－ご自分の作りたい服・着てみた衣服・いろんな素材やデザインにチャレンジ！

（No.7018・兵庫区） 女・70代 洋裁
　洋裁？正服・リフォーム・小物何でもOK！難しい製図等無し！子供に着せたい服、自
分の作りたい物何でも安く上がる事受合います。小物・カーテン・袋物・オジャミまで、私
の知っていること何でもお教えいたします。

（No.12036・長田区） 女・70代 和裁（ミニ着物）
　手持ちのなつかしい着物から、ミニ着物を作りましょう。誰にでもてきる方法で、和裁
を楽しみましょう。

（No.1005・東灘区） 女・70代 着付け
　ひもだけで一人できものを着付けることと、友達やご自分の娘さんを、美しく着付ける
ことを目標とします。

（No.1128・北　区） 女・70代 着付け
　タンスの底に眠っている着物を出して、着て出かけましょう。そしてお嬢様にも着せて
あげましょう。

（No.1183・加古川） 女・60代 着付け
　実技ではポイントをおさえ、レベルに合わせて、道具を使用せず指導していきたいと
思います。

（No.1241・灘　区） 女・70代 着付け
　世界的にも美しい民俗衣裳を私達日本人は、苦しい、着付けが難しいと、ただそれだ
けの理由で折角の美しい宝を箪笥に寝かせている方々にわずかな基本と「コツ」を教
え、手軽に着物が着れる事を多くの人に伝えたい。

（No.6055・東灘区） 女・60代 着付け
　☆ひとりで着たい方（お手持ちの和装小物で着付けます）☆人に着せてあげたい方☆
初心者からプロを目指したい方まで、レベル・目的に合わせてご指導いたします。

（No.6071・須磨区） 女・70代 着付け
　前結びで一人で簡単に着付けができます。帯は前で結んで後ろにクルッ！。学生さん
も覚えて！。ゆかた姿もすぐ。洋服感覚で気軽に楽に！。着物美人になって出かけて
みませんか！。お太鼓から変り結びまですべて美しくできます。

（No.8046・西　区） 女・80代 着付け
　日本の民族衣装、着物を自分で美しく装うことをめざして指導します。ゆかたや小紋、
礼装の着付け、創作帯結び、着物の歴史など、ご希望に応じて授業を展開します。各
種学校と英語での指導にも挑戦しています。

（No.12025・兵庫区） 女・60代 着付け
　ゆかたを着てみませんか？浴衣は一回のレッスンで必ず着れるようになります。ゆか
たや七五三の着付けをしてみたい方のお手伝いをさせて頂きます。そしてお時間のあ
る方は、着付けの基礎から始めてみましょう。

（No.201817・北　区） 女・50代 着付け
　初心者でも安心して美しい和のきものを楽しく学ぶ事ができます。道具も極力少なく、
しめつけない、かんたんな着付けができるようになります。着物姿で社会貢献にも参加
出来るチャンスが待っていますよ。

（No.201921・兵庫区） 女・60代
着付け（魅力を引きだす着
方）

　着物だけ着れる人も、帯だけの人も、何も一人できられない人も簡単に楽しく着物を
着る事が出来ます。まずは貴女が覚えて、子供さんお孫さんに着せてみませんか。

（No.1112・東灘区） 女・80代 ペン習字
　字は人格を表すといわれています。現代はワープロの時代ですが、手書きからはあ
たたかさが伝わってきます。基礎から練習をしましょう。楽しく！無理なく！続けましょ
う。

（No.1157・北　区） 女・60代
書道（ペン・毛筆・かな書
道）

　書道、華道、茶道を指導し十年になります。人とのかかわりの難しさ素晴らしさ、日本
文化の奥深さを感じて居ります。「他を生かし自らを生かす」を基本理念に、共に学び、
成長して行きたいと思っております。

（No.19005・中央区） 女・50代 はじめてのかな文字書道
　いろは．．．からはじめて、小筆を使って半紙に和歌・俳句を書いてみませんか。年賀
状や暑中お見舞等も毛筆の手書きに挑戦してみましょう。ふだんの暮らしの中で役立
つ書道をご一緒に楽しみましょう。

（No.1163・兵庫区） 女・50代 書道全般
　型破りでおもしろい指導。ユニークな内容で退屈させません。ライバルは昨日の自
分。決して他の人と競争の書道ではありません。

（No.1257・垂水区） 男・80代 書道（実用書道）
　高齢者（老人保健施設・グループホームなど）において、入所者の心のケアやリハビ
リテーションの一環として、10～15名のグループで各人の能力に応じた作品作りを楽し
んでいます。得意分野は実用書道です。

（No.4028・長田区） 男・80代 書道全般
　あわただしい現代社会、日本の伝統芸術である書道に触れ、墨筆紙で美しい文字を
書いてみてはいかがですか。ゆったりとした時間をつくり、自分らしい書作品を作るのも
楽しみです。

（No.5052・垂水区） 女・60代 書道（ペン字・かな含む）
　パソコン・ワープロ・携帯電話にたよっている昨今、大人も子供も気持ちに余裕を持っ
て筆、ペンの感触にふれながら、落ち着きの書道の時間を持ってみてはいかがでしょう
か。自分のかけ軸を持ってみるのもいいですよ。

（No.12027・北　区） 女・50代 書道（楷書）
　書はこころ。好きな文字（一文字・二文字）を心をこめて気持ちをこめて書いてみませ
んか。きっと心が落ち着き、癒されると思います。

（No.7011・灘　区） 女・70代 書道
　老化防止・リハビリ書道を目的として心身を柔軟にするため、半紙に大きく“いろは”
から始め徐々に名前・住所と進み、楽しいお習字を心掛けたいと思います尚、筆・紙等
習字に必要なものは各自でご用意ください。

（No.10030・垂水区） 女・80代 書道
　高齢者の方々が指や手を使う書道を通して作品を作る喜びを共に味わいたいと思い
ます。
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（No.10047・西　区） 女・60代 書道
　金封や芳名録の文字も美しく書けるよう日常に役立つ実用書道です。スポットでの講
座では壁掛や年賀状など絵画感覚で楽しく作品を制作します。長期講座では毛筆の基
本点画から始めて仮名・漢字すべて練習します。

（No.11015・淡路市） 女・70代 書道
　日ごろ利用するペン字、小筆や筆ペンで自分の住所・名前又熨斗袋を書くことが多い
と思います。美しい文字はその人の人柄が表れるようです。楽しく学んでいただけるよ
う心をこめてご指導いたします。文は人なり書は心画なり。

（No.14005・須磨区） 女・60代 書道（実用書道）
　正しい筆の持ち方に始まり、漢字かなの基礎など無理なく解りやすく指導致します。
記帳冠婚葬祭の表書きや葉書の宛名、季節の挨拶、年賀状など、日常生活に発揮し
ませんか。

（No.14041・長田区） 女・60代 書道（はがき書）
　季節の情景を詠んだ句や言葉、歌詞などを自分なりの筆表現ではがきに書いてみま
せんか。色鉛筆などで簡単な絵を添えると、素敵な「句はがき」になります。

（No.17024・須磨区） 男・50代
書道（毛筆・硬筆　大人～子
供）

　指導できる内容：漢字（古典臨書～創作まで、半紙・半折）・実用書・仮名（入門）・鉛
筆ボールペン字・篆刻（基礎～制作）。作品を作る喜びを味わいましょう。

（No.20022・須磨区） 女・60代
書道（実用書道・毛筆・硬
筆）

　日常生活に役立つ実用書道そして楷行草の漢字が得意ですが仮名も指導できます
（書道の教員免許あり）。小さな子供さんからお年寄の方まで多くの方々に書の楽しさ
や作品の喜びを味わって頂きたいと思います。

（No.201834・西　区） 女・60代 筆文字
　魔法の筆文字。礼状や、挨拶ハガキを出したいけれど、自分の字を見てやめてしま
う。今さら習字を続ける自信がない、その方に、ぴったりの、いつでも、どこでも、だれで
も出来る筆ペンでかく書道です。

（No.1131・垂水区） 男・70代 篆刻 　男女・年齢を問わず篆刻の制作指導を通じ、人の輪、手作りの良さを伝えたい。

（No.10024・中央区） 男・70代 篆刻
　今私自身も勉強中です。生涯学習は、死ぬまで学習だと思っています。今習っている
講師の先生やグループの皆様からも勧められました。篆刻について、まだまだ教えた
いことがあります。

（No.6023・兵庫区） 女・40代 長唄・長唄三味線
　芸の面白さ奥深さを知り粋な人になろう！左手をフルに使う三味線はボケ防止に、腹
式呼吸で大きな声で唄う長唄は健康に最適。又、小中学校での邦楽授業や演奏も行
う。東京芸大邦楽科卒・長唄東友会師範・長唄協会会員

（No.12033・北　区） 男・80代
日本民謡（唄）・三味線（一
般・津軽・歌謡曲）

　故郷はとても想い出多きところです。まず複式呼吸を学び、お腹の底から声を出して
内臓諸器官を活発にし体の血流を良くします。「日本の心」日本民謡を唄ってストレスを
解消させ、いつまでも若さを保ちましょう。

（No.15005・長田区） 男・60代 津軽三味線
　盲目の津軽三味線名人、初代高橋竹山がよく弾いておられた曲を、お話を交えて演
奏します。その中で、皆さんが視覚障害者の持つ情報障害に対する理解を深めていた
だければ幸いです。

（No.15044・中央区） 男・60代 尺八
　数百年以上の歴史を持つ伝統楽器「尺八」の童謡・民謡から古典曲まで、生の音楽
を聴き、楽器に触れ、吹いて音を出してみたいと思います。尺八は呼吸です。丹田呼吸
（腹式呼吸）の健康法も合せて実感してみて下さい。

（No.17033・北　区） 男・70代 吟詠・詩吟
　漢詩、和歌という日本の詩歌のもつ詩情に触れながら、吟詠の技芸を身につける一
石二鳥の楽しさがあります。芸道に興味のある方にお勧めです。

（No.10009・兵庫区） 男・70代 詩吟・吟詠
　日本古来より伝達される漢詩に親しみ、その詩文を腹から力のある美声で、一定のリ
ズムの中に詩情を表現してまいります。一見難しく思われますが、流れに乗りますと楽
しく、すぐ吟詠できます。健康のためにもどうぞ。

（No.18004・中央区） 女・60代 箏
　日本の伝統楽器の良さを弾いたり聴いたり実際に体験することによって伝えていきた
いと思います。よく知られている曲を一緒に歌ったり、古典曲を聴いたりして邦楽器の
音色を楽しんでいただきたいと思います。

（No.6024・垂水区） 女・80代 箏・三絃・十七絃
　邦楽器筝三絃を用いて童謡民謡から伝統音楽の古曲新曲まで幅広く楽しめます。ひ
とりでもよし、大勢でも合奏を楽しめます。一度始めてみませんか。演奏もお聴かせい
たします。

（No.6073・中央区） 女・70代 一絃琴
　一絃琴は、ひとつ緒の音色に籠められる日本古来の床しさに、清楚な潤いを得ます。
「一絃琴あけぼの会五十周年記念演奏会」（平成23年11月吉日）の後は賛助会員とし
て、「髙砂」等の謡曲を謡わせて戴いております。

（No.14016・長田区） 女・60代 一絃琴
　一絃琴は一本の絃の素朴な琴で、澄んだ音色は奥深い味わいがあります。あけぼの
会伝統の古典曲や親しみのある曲を通して、共に心豊かな時を持ちたいと願っていま
す。シンセサイザーとの合奏も楽しんで頂けます。

（No.1139・中央区） 女・60代 大正琴
　一曲一曲弾く楽しさを味わってみましょう。カラオケの伴奏にも適応できます。思い
立ったらすぐ実行。お友達も出来ます。５本の指をフルに活用して、ご一緒に頭と指の
体操を始めましょう。学校での学習体験も経験あります。

（No.1208・西　区） 女・70代 大正琴
　男女、年齢を問わず、童謡歌・歌謡曲・クラシック、なつかしいメロディを一緒に楽しみ
ましょう。10名で大正琴サークル「らんらん」結成。地域のイベント、福祉施設等への出
前演奏をしております。

（No.19003・北　区） 女・70代 浄瑠璃弾き語り
　太竿三味線に合わせて、民謡・童謡・歌謡曲などを歌ってみませんか。また浄瑠璃に
アレンジした民話を、さまざまな登場人物になって演じてみませんか。きっと、楽しくて
元気が出ます。是非体験してみてください。

（No.201828・垂水区） 男・60代
フルス（ひょうたん笛）・よ
し笛（日本の民族楽器）

　とても珍しい２つの縦笛を演奏します。①ひょうたんで作られたフルス（中国民族楽
器）②琵琶湖周辺に生えているよしで作られたよし笛（日本民族楽器）素朴で人の心を
温かくしてくれる音色を、どうぞお楽しみください。

（No.17003・灘　区） 女・50代 篠笛
　篠笛は竹の横笛です。演奏をお聴き頂くだけでなく、一緒に唄ったり、体験もして頂け
ます。曲のジャンルは、童謡、叙情歌、外国民謡などいろいろです。篠笛のやさしい音
色をお楽しみ下さい。
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（No.1044・須磨区） 女・80代 声楽
　カラオケの全盛時代ですが、なつかしい日本の歌曲や童謡など心をこめて、やさしい
気持ちで美しく歌いたいと思っています。そして皆さまとご一緒に歌の思い出を語り合
いながら声を合わせて斉唱しましょう。

（No.201829・北　区） 女・60代 ヴォーカル（演奏・指導）
　歌うことには、健康の秘訣があります。色々な曲を楽しく歌いましょう。体を使って声を
磨くことが出来、生き生きとした力を得るコツを一緒に学びましょう。どなたでも楽しく歌
う事が出来ますよ。

（No.4030・三木市） 女・70代 童謡・唱歌
　音楽と子供が大好きで童謡唱歌を中心に音楽活動を通じて情操豊かな子供の育成
と親子の絆を深めたい。幼児から高齢者まで集まって歌をうたったり、その歌に合わせ
た本や紙芝居など楽しいお話の輪を広げたい。

（No.13014・兵庫区） 男・60代 童謡・唱歌
　昔の懐かしい童謡・新しい童謡、そして私自身が作詞・作曲した童謡を楽しく歌いま
しょう。正しい発声法、口のあけ方、呼吸法を丁寧にアドバイスします。

（No.201828・垂水区） 男・60代 童謡・唱歌
　高い音が少し歌いにくくなってきていませんか？リラックスした雰囲気の中、簡単な体
操をしながら童謡唱歌をご一緒に歌いましょう。声の出し方や曲のエピソード等をわか
りやすく楽しくおはなしをしながら共に歌います。

（No.5013・北　区） 女・70代
歌唱（フスラーの発声を使っ
て）

　童謡・唱歌・歌曲をフスラーの発声法を使い、健康の維持・回復・増進のために表出し
なくてはならない感情や、感傷の表現を可能にします。語り継ぎたい日本の心を歌って
いきたいと思います。

（No.8024・灘　区） 女・70代 歌唱指導
　独特のヴォイストレーニングによって発声法呼吸法が変わり、会話する言葉も相手に
はっきり伝わり、だみ声こもっている声の人を歌で変えていくことによって結果がでま
す。響きが良くなります。

（No.13013・垂水区） 女・60代
歌唱（演奏・ピアノ伴奏・指
導）

　童謡・唱歌や懐かしの歌謡曲等を一緒に楽しく歌いましょう。ピアノやキーボード等で
伴奏します。リクエストにお応えしたり、希望があれば指導も。曲の説明やおしゃべりも
交えて楽しいひとときを過ごしましょう。

（No.201905・中央区） 女・60代
声楽（クラシック・童謡）・
ピアノ（クラシック・ポピュ
ラー）

　軽くストレッチをしたあと無理なく声を出す発声練習をします。次になつかしい歌や「花
は咲く」など聞き覚えのある歌を思いっきり歌い、日頃のストレスを発散させましょう。音
楽を楽しむことがポイントです。♪♪

（No.13063・北　区） 女・50代 健康音楽
　歌を歌ったり曲に合わせて体操をしたり打楽器を使う時もあります。幼児から年配の
方まで心の健康維持・回復・リフレッシュできるように音楽を使います。色々なジャンル
の曲を使いながらお手伝いいたします。

（No.10028・西　区） 女・50代 キーボード
　簡単に演奏ができ、音楽が手軽に楽しめます。まずは好きな曲を一曲仕上げてみま
しょう。やさしい伴奏法も指導いたします。ご希望があれば、施設等の行事の演奏・伴
奏等もいたします。

（No.18002・北　区） 女・50代 キーボード演奏と体験と合唱
　ひとりで豪華なオーケストラ演奏のできるキーボードをお聴きになってみませんか？
一緒に歌も歌ってみましょう。希望者には体験も有り。施設でのレクリエーションに最
適！なつメロ、童謡などリクエストしてください。

（No.1043・北　区） 女・70代 ピアノ伴奏（歌唱指導）
　唱歌、童謡等、大きな声で歌ってみませんか。歌うことの楽しさを通じて他の分野の
音楽にも興味を持ち、やがて文学、美術、歴史にも関心が深まれば素晴らしいと思うの
ですが…。共に学びたいと思います。

（No.201942・西宮市） 女・60代 音楽演奏（昭和歌謡・童謡）
　昭和歌謡・童謡など中心にキーボード・ギターで気軽で楽しくご一緒に歌いましょう。
おもしろいトークや演奏のライブもやります。健康維持やリラックス出来る時間が持てま
すよ。

（No.10028・西　区） 女・50代 リトミック
　リトミックとは、からだ全体・五感すべてを使って体の中に音感・リズム感を育てていく
音楽教育です。音楽に合わせて体を動かしましょう。声を出しましょう。年代別に分かれ
ています。大人の方もどうぞ。

（No.201821・加古川
市）

女・40代 リトミック
　０～３歳向けの楽しいリトミック教室です。美しいピアノの音色が子供達の創造力を広
げます。身近な動物、自然、生活をテーマに季節感あふれる内容で豊かな自己表現力
を育みます。ことば、数、音楽力も身に付きます。

（No.5064・西　区） 男・80代 ピアノ
　ピアノの演奏を主とし、時々歌唱の伴奏をするという一方的に聞いてもらうという活動
をしたい。対象は、障害のある方のグループ・高齢者グループ・主婦グループをメインと
し、映画音楽・ポピュラー・クラシック等演奏。

（No.6010・灘　区） 女・60代
ピアノ・音楽一般・歌唱（童
謡）

　懐かしい唱歌を歌うもよし、ピアノや楽器を道具に今一度音楽全般を学ぶもよし、例
会等お集まりにコンサートも入れてみたい…etc．右脳も左脳も身体全体でやりたいこ
とを音楽家三十年の経験者が後押し致します。

（No.6013・須磨区） 女・60代 ピアノ
　子供から大人の方まで年齢を問わず一緒に音楽を楽しみたいと思います。クラシック
からジャズまで色々な曲を弾けるように指導します。楽譜がわからない初心者でも丁寧
に指導します。

（No.6086・灘　区） 女・50代 ピアノ
　全く楽譜の読めない初心者の方から大人方まで、クラシックからポピュラーまでの曲
を、丁寧に分かりやすく基礎からお教えいたします。ご希望の方には、楽典・聴音・声楽
もお教えいたします。

（No.14017・灘　区） 女・40代 ピアノ
　誰もがよく知っているクラシックの名曲や映画音楽の名曲等をピアノ・キーボードを
使って演奏致します。また季節の童謡や懐かしの歌謡曲を皆様と一緒に歌います。ご
一緒に音楽を楽しみましょう。

（No.201832・兵庫区） 男・30代 ピアノ
　ピアノを演奏するためには楽譜が読めないといけないと思われている方が多いです
が、読めなくても弾けます。色んな上達法があります。その人その人に合った練習法で
お教えします。年齢など、一切問いません。

（No.18033・須磨区） 女・50代 中高年初心者のためのピアノ
　自分で音楽を奏でられたら素敵ですね。カナつき楽譜と世界共通の指番号で楽にピ
アノが弾けます。指のバラバラ運動は認知症予防にも効果があります。さあ、一緒に、
はじめてみませんか。

（No.1118・中央区） 女・50代 マンドリン
　音楽のある生活は人生を豊かにします。初歩からアンサンブル演奏まで、ひとの和を
大切に、楽しく練習しましょう。

洋
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（No.14008・兵庫区） 男・70代 ハーモニカ
　童謡・唱歌・懐メロをハーモニカ伴奏で、民謡を三味線伴奏で皆んなで楽しく歌いませ
んか。昔を思い出しながら歌う至福のひと時のお手伝いをいたします。明るく元気な「千
曲おじさん」はどこの会場でも盛り上げます。

（No.6067・須磨区） 女・70代 ハーモニカ（複音）
　複音ハーモニカで、童謡唱歌や懐メロ、最近の流行歌などを吹いてみましょう。初心
者の方、大歓迎です。簡単な合奏やソロなども楽しみましょう。

（No.9014・垂水区） 男・70代 リコーダー
　誰でも知っているリコーダー、木製のアルトリコーダーをメインに高齢者施設などで慰
問演奏を展開中。訪問の機会を増やしたく、また演奏してみたいというサークルの支援
もぜひ始めたいと希望しています。

（No.17002・中央区） 女・60代 リコーダー
　お子さまから大人まで指の届きやすいソプラノリコーダーから始めます。初心者も初
日からわらべ唄等の曲が吹けます。一人でもアンサンブルでも楽しめます。楽譜も読め
るようになりますよ。簡単に！

（No.8001・北　区） 男・70代 クラリネット演奏
　クラリネット演奏を聴いて戴きます。奏者は私１人ですが、クラシック・抒情歌・演歌・
ジャズ等演奏します。ジャズはCDの伴奏付きです。希望があれば初心者の方にクラリ
ネットの指導も可能です。ただし楽器は個人持ち。

（No.6060・西　区） 女・60代 電子オルガン・ピアノ
　年齢に関係なく、音を楽しんでみませんか？クラシックから今はやりの曲・懐かしい
曲。指一本でもいいのです。楽しむことが一番。そうすれば知らないうちに、弾きながら
歌えたりするようになっているものですよ。

（No.19023・垂水区） 女・60代 フルート
　フルートを演奏しますのでお聴き下さい。また、季節の歌や愛唱歌を吹いたりピアノ
（キーボード）で伴奏しますので、いっしょに歌って下さい。曲にちなんだ話などもまじえ
て音楽で楽しいひとときを過ごしましょう。

（No.12044・長田区） 男・50代
コントラバス（ダブルベー
ス）指導

　コントラバスの正しい扱い方や知識を用いて短期間で楽しく演奏して頂く技術を体得
して頂きます。イタリア奏法を基本に奏者の希望に応じたクラシックの簡単なソロ曲を
中心にコントラバスをもっと好きになって頂きます。

（No.1209・北　区） 女・70代 和洋アンサンブル
　日本伝統楽器と洋楽器を混合してコラボをアレンジし出前楽器で音楽交流をします。
幼児からお年寄りまでの曲で楽しんで頂けます。トークをしながら命の大切さも音楽演
奏もします。日本の伝統も大切に生き抜く力を。

（No.5041・北　区） 男・70代 カラオケ・歌謡曲
　カラオケ、歌謡曲のテーマ曲を選定して皆さんとレッスンして歌う喜びと楽しみを見い
出していきたい。場所や機材の準備があれば出向いて行きます。

（No.14027・西　区） 女・60代 カラオケ・歌謡曲
　歌うことは健康増進!!元気になります。高令者や歌の苦手な人も発声練習すればいろ
んな歌を歌える様になります。懐しい歌、心に残る演歌を一緒にたのしく歌いましょう!!

（No.11008・須磨区） 男・70代 カラオケ・歌謡曲（演歌）
　声は、すべて顔が違うように、同じ声はありません。良い声、悪い声はありません。良
い声は鮮明に共鳴し、腹式呼吸で息が持続することです。自分では解らないが、他人
なら誰でも解ります。

（No.15057・明石市） 女・70代 カラオケ
　声を出し健康に役立て、また楽しく過ごせたらと思います。カラオケには色んな曲があ
り得意なジャンルだけでなく、新しいジャンルに挑戦するのも楽しいですよ。ご一緒に歌
いませんか。

（No.15058・灘　区） 女・70代 カラオケ
　歌唱は呼吸法の一つです。歌い続けることにより健康を保持し心も体も若返ります。
楽しく歌いましょう。

（No.18007・中央区） 男・60代
カラオケ（演歌・歌謡曲・
ムード歌謡）

　一度聴いたら忘れない女性演歌名曲の数々。情景が浮かんで参ります。特に胸に
キュンと来るしっとりとした女性演歌。その心に響く歌の表現、感情、発声法を紐解いて
参ります。ああもう一度聞きたいあの歌を目指します。

（No.20030・灘　区） 男・70代 カラオケ
　歌は世につれ、世は歌につれと申します。生きて来た世代を繁栄しています。カラオ
ケで発声することで、健康増進になり、リズムで脳の活性に良いとされています。希望
により発声から練習も行います。

（No.201911・中央区） 女・50代
カラオケ（昭和歌謡曲・シャ
ンソン・JAZZ・映画音楽・童
謡）

　知らないと思った曲でも、音が流れると殆どの方が口ずさみます。ジャンルに捉われ
ず、記憶に残る名曲を、再び皆様と一緒に蘇らせましょう！名曲タイムマシーン♪♪想
い出それぞれ♪あなたと共に歌いましょう■♫

（No.12050・東灘区） 男・70代 音楽を楽しもう
　音楽（流行歌や洋楽）をテーマにした昭和の自分史の資料を参考にしながら、当時の
ヒットした曲を聴いたり一緒に歌ったり、又手足を使うリズム演奏体験をして体を動かし
て、ボケ防止のトレーニング等を行います。

（No.20023・垂水区） 男・60代 アコースティックギター
　ビートルズのヒット曲を中心に、アコースティックギターの音色を楽しみましょう。楽器
は持参していただきますが、楽譜は全てこちらで準備します。素晴しいビートルズを英
語で歌い、楽しい一時を過しましょう。

（No.5019・尼崎市） 男・80代 ウクレレ
　初心者から上級者までを対象に、カリキュラムに従い、同一曲でも習得度により、満
足のいく演奏が出来るよう、個別指導を行います。

（No.4060・大阪市） 男・50代 ドラム
　音楽を通して色々な方に生きがいをもってもらい、よりよい人生を送ってもらう様にし
ていきます。ドラムの基本から応用まで教えます。子供から大人まで。

（No.5014・須磨区） 女・70代 草笛演奏（吹き方指導）
　葉っぱ一枚でメロディーを吹きます。童謡、唱歌、歌曲、シャンソン、アリア、ポピュ
ラーと、歌う楽しさをそのままに、演奏し楽しんで頂きます。のびのびしみじみ、美しい
不思議な葉っぱの音色です。

（No.19022・西　区） 男・70代 音楽（口笛）
　口笛の初心者～中級クラスの方までを対象。お手軽、お気軽に、いつでも楽しめま
す。童謡～クラシックまで吹けるようになります。

（No.10005・須磨区） 男・80代 オカリナ演奏
　定年後の趣味としてオカリナ演奏を７年間習っています。この土笛の素朴で温かい音
色でもって人々の心をいやしてあげたいと思っております。最近は、プラスチックで良い
物がありますので、これを利用しようと思います。
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（No.19017・東灘区） 男・70代 オカリナ
　演奏曲は浜辺の歌、故郷、アニーローリ等高齢者向け、児童向け等それぞれ利用者
側にふさわしい曲を選定して、演奏に臨みます。オカリナ演奏を通じて心の健康、安
定、いやしを目指します。

（No.19016・須磨区） 男・40代
モンゴルのチェロ　－馬頭琴
－

　モンゴルの伝統楽器馬頭琴の弦は二本、馬の尻尾で作られています。楽器の一番上
に馬頭の彫刻があります。馬頭琴ミニコンサート（30分程度）の内容は日本とモンゴル
の曲、モンゴルの珍しい低音喉歌を演奏します。

（No.5051・灘　区） 女・70代 新日本舞踊・詩舞
　山水流は創流1970年（昭和45年）、詩舞、剣舞、新日本舞踊、歌謡舞踊など幅広いレ
パートリーを振付・指導します。子供から熟年の方まで、誰でも踊れる楽しい舞踊、着
物の着つけ、身のこなしも自然に身につきます。

（No.5030・北　区） 女・70代 新舞踊・日舞
　舞踊は心の和と申しまして、とても楽しいものです。リズムに乗り体を動かして、解り
やすく教えていきたいと思います。心も体も元気になり、自分が変わっていくのが解りま
す。皆さんとの和を大切に頑張ります。

（No.13002・垂水区） 女・60代 日本舞踊・歌謡舞踊・民踊
　地方に伝わる民踊や心を込めて踊る歌謡舞踊、しなやかに踊る日本舞踊等扇子を
使ったり、タオルを使ったり色々な小道具を用いて舞台で楽しく踊り、或いはボランティ
ア活動で各地の皆様に笑顔を届ける為に練習します。

（No.1005・東灘区） 女・70代 エプロンシアター 　童話民話をエプロンの上で見せ聞かせ皆を夢の世界へ連れて行きます。

（No.20003・北　区） 男・80代 能楽（観世流　謡曲・仕舞）
　能楽に親しむことで古典文学の教養が身につき、大声で謡をうたい、それに合わせて
舞をまうことで健康にも役立ちます。白タビと舞扇だけで手軽るに稽古できます。ぜひと
も体験してみて下さい。

（No.1101・尼崎市） 男・50代 落語
　江戸時代より伝えられてきた庶民の芸、落語によって笑いながら楽しみながら庶民の
生活文化・人情のすばらしさを皆さまにお伝えしたいと思います。

（No.8005・西　区） 男・70代 落語
　笑いはストレスを解消する薬だといわれています。小噺や落語を覚えて、人前でしゃ
べれるようになりませんか。扇子と手ぬぐいだけの話芸、わかりやすく説明いたします。

（No.15014・須磨区） 男・60代 漫談・漫才
　今の世の中、暗い事が多い中、少しでも嫌な事を忘れて、一瞬一瞬ですが笑って頂
いて「笑う門には福来たる」の格言の如くさわやかな気持ちになって頂ける様漫談や漫
才を演じて、場を盛り上げております。

（No.18011・垂水区） 男・80代 演芸
　笑いは健康の源。笑うことによって人生はバラ色に！山田洋次監督、渥美清主演の
「男はつらいよ」の「フー天の寅」を演じて、大いに笑っていただきます。会合での笑いを
提供しますので、お気軽に呼んで下さい。

（No.1008・須磨区） 男・80代 奇術
　30年のマジック歴。神戸まつり等各種イベント、福祉施設での出演、奇術教室の開
設、県生涯学習リーダーバンク、フェニックス人材バンク登録など多彩な活動。

（No.1222・東灘区） 男・80代 奇術
　簡単な手品を覚えませんか。そして人前で見せて「アッ」といわせるのも楽しいです
よ。ちょっと練習するとすぐ上手になりますよ。

（No.1226・加古川） 男・80代 奇術
　マジック歴25年。保育園・幼稚園・子供会・老人会・福祉施設から依頼を受け出演しま
す。近隣市町でマジック教室を開催。マジック教室の新開講にも応じます。

（No.11017・須磨区） 女・70代 奇術
　楽しく不思議なマジックを体験してみましょう。今まで体験したことのない好奇なまなざ
しが、あなたに注がれます。

（No.11029・東灘区） 男・80代 奇術
　保育所・幼稚園・小学校低学年の子供達と、簡単なマジックを一緒に楽しみながら覚
えていただきます。また、保育所・幼稚園・福祉施設等からご依頼があれば、不思議な
マジックの驚きを楽しんでいただきます。

（No.12020・北　区） 男・70代 奇術
　観ていただける皆様の年齢に対応した演目を選び、さまざまな施設でのイベントでマ
ジックを披露し、楽しんでいただきます。

（No.14003・須磨区） 男・90代 奇術
　誰でもすぐ覚えられる簡単なマジックから始まり、見ている方があっと驚く花や羽根、
シルク等の出現、変化自在の演技です。福祉施設や児童館でも活動し、指導もしてい
ます。

（No.6052・灘　区） 女・70代 腹話術
　腹話術の人形欣ちゃんと共に腹話術歴６年、幼稚園、小中学校、老人施設のイベント
に出向いてます。欣ちゃんと一緒に歌ったり踊ったり、かわいいパペットも持っていく
よ。君も少し腹話術ができるようになるよ。

（No.9018・垂水区） 男・70代 腹話術
　腹話術の出前・実演及び指導をご要望に合わせて致します。ご希望があれば「防災
腹話術」という、腹話術を使った防災教育を行います。

（No.4057・兵庫区） 女・70代 南京玉すだれ
　大道芸の中の南京玉すだれを、広く１人でも大勢の人に見てもらい、伝えてゆきたい
と思います。ボランティア、老人ホーム、児童館等寄せていただき、喜んでいただける
様に、指導したいと思います。

（No.6061・西　区） 男・80代
大道芸（南京玉すだれ、皿回
し、傘回し）

　日本伝統の大道芸の花、南京玉すだれ。見て楽しい、やって楽しい。各施設・保育
園・地域の各種イベント等、どこへでも参上し笑顔を配達します。皿回しは特に子供に
人気があります。年齢等にも関係なく指導もします。

（No.10036・垂水区） 男・70代 伝統芸コマ回し
　古典芸能コマ回し、国内はもとより世界に広がっています。演技は集中力、体のバラ
ンス感覚を高めて健康的でリハビリ効果もあります。家族のふれあいに最適です。

（No.16002・灘　区） 男・80代 銭太鼓
　楽しみながら基礎からゆっくりお稽古してゆきますので、お年を召されていてもOK。気
軽に、肩こりの解消と認知症予防をかねたご自分の楽しみとして始めてみましょう。ま
た、給食会などへの出演、随時請け賜わります。
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（No.6067・須磨区） 女・70代 短歌
　自分の体験や思いを31文字に表現してみませんか。メモ用紙と鉛筆があれば、いつ
でもどこでも作れます。日記の代わりに、手紙の代わりに、作ってみましょう。初心者大
歓迎。基礎から一緒に勉強しましょう。

（No.4049・垂水区） 男・70代 俳句
　生涯精進のこの文芸。まず句会（月１回）を起ち上げ、一緒に勉強しませんか。同好
の方はもちろん、初めての方もお気軽に声をお掛けください。年２回程度の吟行会も考
えています。

（No.7031・灘　区） 男・60代 俳句
　俳句は世界で一番短い詩。美しい日本の四季や、日々の暮しの中で感じたことを、素
直な言葉で表現してみましょう。それが俳句です。五感を澄ませば自然が語りかけてき
ます。（ホトトギス同人・九年母推薦作家）

（No.10025・兵庫区） 男・90代 俳句
　たった17字で四季の情景や花鳥風月、日常生活を表わす感性は、あなた自身の心を
磨きます。初めての方を懇切丁寧にお教えしたいと思います。

（No.13010・須磨区） 男・80代 川柳
　サラリーマン川柳・新聞川柳など色々な川柳が溢れていますが、これにも基本的な
ルールがあります。初歩からルールを学んで自分の川柳を作ってみませんか。

（No.15011・垂水区） 女・60代 読み聞かせ
　正しい日本語、話し方や朗読を勉強しましょう。子供達から高齢者まで、ことばを通し
て地域社会とのコミュニケーションを築き心の健康を自分のものにしましょう。初心者か
ら易しく指導します。

（No.15033・灘　区） 女・70代 読み聞かせ（朗読）
　感性豊かな人になってもらう為の講座です。子供達に向かって読み聞かせをして、主
語、述語がきちんとした作文を書いてもらいそれを発表してもらいます。子供達に参加
意識をもってもらって楽しく進めていきます。

（No.20033・淡路市） 女・50代 読み聞かせ（朗読）
　おもに高齢者の方に懐かしい話・苦しかったこと、楽しかったことを題材にした本や冊
子を中心に朗読します。また、皆さまの思い出も聞かせていただき、朗読にかえてプレ
ゼントしたいと考えています。

（No.15018・明石市） 男・60代 童話・絵本・読み聞かせ
　童話や絵本、紙芝居を自作して子ども達や親子に読み聞かせや公演しています。自
分で作ってみたい方から読み聞かせや紙芝居を楽しみたい方、地域で活動したい方と
一緒に学び、楽しみましょう。

（No.2014・西　区） 男・80代 自分史
　「自分史を書いてみたいが、作文はどうも…」という人のため苦手意識を取り除くこと
からスタート。原稿用紙の使い方、文章の基本を指導したい。完成後、出版を希望する
人にはアドバイスも。

（No.20024・伊丹市） 男・50代 自分史
　どんな人にも歴史がある。あなたの半生を文章にしてみませんか？　ここでは人生を
振り返るだけではなく、思い出となる場所や当時流行していた映画や音楽、小説など重
ね合わせながら、自分史を綴っていきたいです。

（No.201831・東灘区） 男・80代 自分史
　定年・転職・就活・留学エッセイの作成など、人生のある時点を転機に前向きに生きる
人達への指針となる自分史の作成とする。個々の目的に対応した個性が出せる自作
自立書が作成できるガイドとしてゆきたい。

（No.20032・北九州
市）

男・50代 自費出版（自力出版）
　「自費出版」で本を出版すると莫大なコストがかかります。印刷以外の全ての行程を
自力で行う「自力出版」では桁違いに安いコストで本を出版できます。当講座では出版
の夢をかなえるためのプロセスを解説します。

（No.11025・垂水区） 女・80代 エッセー（随筆）
　物を書く作業は大変楽しいです。資金、学歴、年齢を問わず体の不自由な方でも大
丈夫です。見たもの聞いた事、感じたことをそのまま原稿用紙に投げかけてみましょ
う。自分を客観的に見る新しい発見があります。

（No.17006・明石市） 男・20代 野草と文化
　古来、人々は野に咲く草花を和歌や俳句などを通じて愛でてきました。和歌、俳句、
紙芝居などを通して神戸市で見ることができる身近な野草の文化にふれてみません
か。

（No.17027・東灘区） 男・60代
シャーロック・ホームズを読
む

　推理小説の元祖シャーロック・ホームズを読みます。訳本を使って読んでいきます
が、原文英語を紹介したり、当時のイギリスを調べたりして楽しく作品を味わってみたい
と思います。

（No.201912・垂水区） 男・60代 アガサ・クリスティーを読む
　ミステリー界の女王、アガサクリスティーの著作（原文・翻訳）を教材に使用します。19
世紀の英国とヨーロッパ諸国の関係と時代を動かした、食物の生い立ちを平行して考
えていきます。

（No.1171・須磨区） 女・70代 茶道
　日本式ティーパーティー、おもてなしを身近にやってみませんか。お茶を飲む楽しさ
を、特別なことをせずに日本のお茶のことを少し勉強しませんか。

（No.1181・大阪府） 女・40代 茶道（裏千家） 　着付け作法と併用して学ぶ指導法は日常生活、茶会等で高い評価を得ています。

（No.3028・北　区） 女・60代 茶道
　伝統文化は何百年も大変厳しく形が守られて来ましたが、本当は精神を伝えたかっ
た訳です。形にとらわれ、その背景の心を理解する洞察力がなければ豊かにはなれな
い様です。実技指導、茶道の説明や話両方可能です。

（No.1005・東灘区） 女・70代 茶道（裏千家）
　外国に行くと日本文化を知らせるのが友人を作る早道。きものを着て茶をたてる日本
人のイメージはまだあります。茶の知識と教養を高めましょう。

（No.8007・中央区） 女・70代 茶道（表千家）
　ケーキとコーヒーを季節の和菓子とお抹茶にかえて、気軽に日本古来の茶道を楽し
んでみませんか。今の世で少し潤いのある時間を持ってみては如何でしょうか。

（No.10003・京都市） 女・70代 茶道（韓国高麗茶道）
　韓国の茶道具を使って韓国特有のおもてなしの作法を学び、練習することによって身
体全体の優雅な姿勢美が保たれますよ。歩く姿、座る姿、お辞儀する姿はチャング
ム！一度体験すると魅了！高麗抹茶が実においしい。

（No.16020・西　区） 女・70代 中国茶
　中国茶は千種以上有り、緑茶、青茶、白茶、黄茶、黒茶、紅茶と６分類され他にも花
茶があります。１回に３種の茶を淹れ、現地の茶葉事情を写真、資料を使って解説しな
がら飲んでいただきます。

茶
道
・
華
道

文
芸
・
文
学
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 2019年　生涯学習市民講師　登録者名簿【芸術・文化】

ジ
ャ

ン
ル

登録分野 内　　　　　　　容
氏　名

（登録番号・居住区・性別・年
齢）

（No.1171・須磨区） 女・70代 華道
　行事や季節の移り変わりをいけ花によって味わってみませんか。単に花をいけるとい
うことだけでなく、自然や地球のことを、そんなに大げさでなく一緒に考えてみません
か。

（No.1157・北　区） 女・60代 華道
　華道、書道、茶道を指導して20年になります。人との関わりの難しさ、素晴らしさ、日
本文化の奥深さを感じております。華道の基本理念は「他を生かし、自らを生かす」で
す。共に学び成長していきたいと思っております。

（No.1181・大阪府） 女・40代 華道（未生流）
　独自テキストによる指導法は、高い評価と実力養成免許への早道として定評高いも
のです。

（No.6048・中央区） 女・60代 華道
　あなたの自由な発想で、いけばなの美しさを見つめ、生活空間と心のおしゃれをして
みませんか。花との対話が適度の緊張感と新たな感動をもたらせ、今まで気づかな
かった世界を楽しむことができると思います。

（No.6080・北　区） 女・70代 華道
　生活の中に生花を入れることにより精神的に安定し、生命のありがたさを感じます。
子供からお年寄りまで丁寧に指導します。初めての方でもすぐ上達します。気軽に日
本文化のよさに接してください。

（No.15034・兵庫区） 女・60代 華道・フラワーアート
　気楽にかわいい草花をくらしの中に飾りましょう。いけばなの知識を楽しくゆっくり理解
しながら作品を仕上げましょう。特別な花器や剣山を使わずに、オアシスや美しい容器
の工夫で、すぐに飾れる作品にもできます。

（No.6073・中央区） 女・70代 華道（嵯峨御流）心粧華
　天に星・地に花・人に愛・・・、お花は生きています。一木・一草、一輪に宿る生命の輝
きにつつまれて心が和らぎ、微笑みが生まれます。花を以って心を養うアーティストの
一人として幸せのひとときを過ごしましょう。

華道
　日本古来のいけばなは私達の文化です。生活様式は変わっても、お花をめでる心は
変わらないと思います。四季のお花をお部屋にいけて、すがすがしい気分を味わいま
しょう。

フラワーアレンジメント
　季節の花をテーブル花やインテリアにアレンジします。美しい花を見て心にうるおいを
持ち、人にやさしく接することができたら素晴らしいと思いませんか。お花の好きな方ご
一緒に楽しみましょう。

（No.13002・垂水区） 女・60代 華道・フラワーアレンジ
　お花の大好きな方、一緒にお花を生けながら楽しみましょう。お花は私達の心を癒や
してくれます。季節の花をコップやお皿等に入れ、テーブルの上やお部屋をアレンジ飾
りしてくれます。お生花も両方共に学びましょう。

（No.2061・須磨区） 女・70代 フラワーアレンジメント
　初心者の方も基礎からていねいに指導します。３種類の基礎を２回ずつ材料をかえ
て行います。その後は季節の花とかイベントに合わせて材料を選び、皆さまと相談しな
がらカリキュラムを作っていきたいと思います。

フラワーアレンジメント
　毎日の暮らしの中にお花がある、素敵なことです。フラワーアレンジメントは初めての
方、ちょっと上を目指したい方、一緒に楽しみながら学びましょう。季節行事に合わせた
アレンジも取り入れます。

フラワーデザイン教室
　生花・プリザーブドフラワー・アーティフィシャルフラワー各ご希望の材料を使い、基本
技術を取得しつつ、既存作品にはないワンランク上のデザイン性のある作品を作りま
す。おしゃれで素敵な作品づくりをお楽しみください。

（No.6013・須磨区） 女・60代 フラワーアレンジメント
　子供からシニアの方まで年齢を問わず一緒に四季の花々を楽しみましょう。テーブル
に、玄関に、生活の中にお花を取り入れて、楽しみたいと思います。初心者の方でも大
丈夫です。ドライやプリザーブドフラワーもします。

（No.6055・東灘区） 女・60代 フラワーアレンジメント
　アレンジメントの基本から、季節のアレンジ・ブーケ・コサージュなど、目的・レベルに
合わせて、ご指導いたします。ブライダル・ブーケのみのレッスンもOKです。

（No.6060・西　区） 女・60代
ヨーロピアンフラワーアレン
ジ

　身近にあるコップやかごを使い、簡単に飾れるようになるために、基礎をしっかり覚え
ます。でも、もちろん楽しく、季節のお花を感じながら、ゆったりとした心の時間を過ごし
てみませんか？予算など相談に応じます。

（No.14018・北　区） 女・50代 フラワーアレンジメント
　季節のお花を取り入れた美しいアレンジメントを体験しませんか？　生花ならではの
フレッシュ感いっぱいのラウンドのアレンジメントで癒やしの時間をご提案いたします。

（No.14033・中央区） 女・50代 フラワーアレンジメント
　自宅をかざるアレンジ、ブーケ、花束そしてイベントやウエディングのブーケ、ブートニ
ア等、いろいろな花をレッスンしていきます。ウエディング花では、クリスタルアクセサ
リーを製作する事もできます。

（No.201921・兵庫区） 女・60代 ハーバリウム
　ハーバリウムとは植物標本の集積という意味です。花の色がボトルに当る日の光り
が心を癒し、又お祝やお見舞いにも可能なのでプレゼントとして選ばれています。相手
の事を思いながら作る事で大変よろこばれます。

（No.201936・西　区） 女・40代 ハーバリウム
　ハーバリウムは植物標本という意味。お部屋に飾れるインテリアアイテムとして注目
を集めています。瓶の中に専用オイルを入れ中にドライフラワーやプリザーブドフラ
ワーを詰め生花よりも長く楽しめるのが特徴です。

（No.1083・西　区） 男・80代 園芸
　家庭園芸を通じて、菜園でも各自の得意分野があり、それぞれの特徴を出し合い、楽
しみながら季節を通じた収穫が実り多いものとなるよう共に情報交換の場とし、また実
習場として学べることを伝えていきたい。

（No.4007・西　区） 男・80代 園芸
　園芸の楽しみ方は、先ず基礎をしっかり覚えることから始め、野菜・草花・鉢物・山草・
花木・果樹へと分野に目を向け、実りの多い喜びを得る中で各自の出来る範囲分野を
見極め、それらのお手伝いをしたいと思っています。

（No.11009・兵庫区） 男・50代 植物・野菜の育て方
　花や木の手入れ、野菜作り、観葉植物、育苗等、手作り園芸すべてについて説明い
たします。なお、庭木の剪定、施肥、害虫予防等についてもお手伝いします。

（No.201816・西　区） 女・60代 多肉植物の寄せ植え
　多肉植物は、水分や養分を葉や茎、根に蓄えるので乾燥に強い植物です。その種類
の多さも寄せ植えにして楽しむのにも魅力です。挿木や葉挿しなどでも簡単に増やすこ
とができます。容器も手づくりすれば楽しいです。

女・70代

女・60代

園
芸

（No.5007・北　区）

（No.7023・東灘区）

茶
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 2019年　生涯学習市民講師　登録者名簿【芸術・文化】
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登録分野 内　　　　　　　容
氏　名

（登録番号・居住区・性別・年
齢）

（No.1230・須磨区） 女・60代 イベント援助
　楽しいことが大好きです。誰もがちょっと寄ってみようかなと思える、そして参加したい
なと思うイベントになるよう、微力ながら協力します。地域のなかでのそんな楽しい交流
の場に居合わせたいと願っている私です。

（No.201901・中央区） 女・50代 司会進行
　司会引き受けます！地域のイベント、セミナーの場でプロの司会者が華やかに和や
かに司会進行させて頂きます。

（No.3025・須磨区） 男・80代 囲碁
　囲碁を習って長期間経つのに上達しない人やもっと強くなりたい人に解りやすい教材
を使って上達の方法をお教えします。初心者から初段位までの方でさらに一段上を目
指している方々の学習のお手伝いをさせて頂きます。

（No.7004・芦屋市） 男・80代 囲碁
　これから囲碁を始めたい方、少しランクアップしたい方それぞれおられると思います。
初心者は基礎から、ランクアップしたい方は、ランクにあった指導をします。そして実戦
の中で次の一手はの指導も致します。

（No.20001・北　区） 男・60代 囲碁
　１．囲碁をこれから始められる入門者向け、体系的に指導。２．学校・職場の同好会
やクラブ活動のサポート。３．初段以上の方向けの棋力向上指導。　明るく・楽しく・礼
儀正しくをモットーにしています。

（No.5041・北　区） 男・70代 囲碁・将棋
　囲碁・将棋を通じて思考力を磨き、生涯の趣味として育てていただきたい。小学生は
学力向上の一環となり、高齢者には頭脳の老化を防止し、活性化を促進したい。

（No.4026・灘　区） 男・70代 将棋
　こどもから年配の方で初心者から上級者を対象として日本将棋連盟のテキストでの
勉強をしながら60級からの級位制を実施し、将棋手合割表・昇級規定等に基づく指導
対局並びに生徒同士の対局形式で講座を行います。

（No.18014・垂水区） 男・60代 健康麻雀
　賭けない、吸わない、飲まないをモットーに、健康麻雀を通じて指先や頭・脳を使うこ
とにより認知症防止に役立ちます。人間同士とのふれあいと楽しいお話しによりストレ
ス解消にもなります。初心者大歓迎です。

（No.7044・須磨区） 女・70代 手相学
　手相学等を人生の道しるべとして利用してもらうよう活動し、地域社会の公益の増進
に、寄与することを目的としています。

（No.16036・垂水区） 女・70代 手相学
　自分で自分の手相が見れるようになると、手相から過去や未来を学ぶ事が出来る。
自分の性格を知る事が出来、進学就職に役立ったり、恋愛・結婚の時期がわかった
り、又病気事故等前以ってわかるので防備出来たりします。

（No.10041・東灘区） 女・60代 易学
　易占は偶然に出た結果によって占います。偶然には全て意味があり、人生の波を教
えてくれます。これを分かりやすく説明し、実践でも各自占っていただきます。コイン１枚
で、あなたの開運にお役立てください。

（No.201816・西　区） 女・60代 苔玉
　「花、みどり、里山と人との関係をもっと親しく、もっと楽しくすることで自然環境と近づ
き住みよい環境を築く心を育てたい」をテーマに苔を苔玉を作り、苔の成長を知ることで
自然を感じる体験をしていただきたい。

イ
ベ
ン
ト

そ
の
他
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 2019年　生涯学習市民講師　登録者名簿【スポーツ・レジャー】
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（No.1230・須磨区） 女・60代 ドッジボール（指導・審判）
　誰でも知っているドッジボールを通して、子供達も大人も共に参加できる、また交流で
きる楽しい活動になればと考えています。それぞれの場にあったルールのなかで、身
体を動かしましょう。私、元気なおばさんです。

（No.7054・北　区） 女・70代 ソフトテニス
　現在は現役としての活動していませんが、中学在職中に部活動の指導をしていた関
係上、本当に初歩の段階での指導を通して、ラケットでボールを打つ楽しみ、そして
ゲームができるように（ルール説明等）したいです。

（No.11006・北　区） 女・70代 ソフトテニス
　ラケットの握り方、振り方等、基本的な事から、ボールを打てる楽しみを味わっていた
だきます。

（No.8038・垂水区） 男・50代 キンボール
　キンボールは４人１組の３チームがコートに入り、直径1m22cm、重さ１kgの空気でふく
らませたボールを、ヒット・レシーブして行うゲームです。安全でルールも分かり易く、誰
もが直ぐに楽しめるスポーツです。

（No.5007・北　区） 女・60代 健康ゴルフ
　ゴルフの楽しさを味わってみませんか。ゴルフの基礎やルールをお教えします。そし
て、実際にグリーンに出てプレーを楽しみましょう。

（No.1131・垂水区） 男・70代
健康体操（太極拳・練功十八
法）

　健康体操の練功十八法を通じ、男女、年齢を問わず、仲間の輪を広げたい。

（No.4042・須磨区） 女・70代 太極拳・練功十八法
　ゆったりとした動きの中に呼吸と動作を一致させ、体力増進をはかる健康体操とし
て、年令を問わず出来るスポーツです。練功で体をほぐし、入門太極拳と進みます。

（No.16006・東灘区） 男・80代 気功、八段錦、太極拳
　気軽な服装で無理なく楽しみながらできる健康法です。「ゆっくり」をテーマに動くこと
で「氣血水」の流れをよくし自律神経のバランスがよくなり風邪予防になります。がんば
らないでご一緒にどうぞ！

（No.19011・明石市） 女・50代 太極拳24式
　本場中国の、のびやかで、優雅な太極拳を皆様方に体験していただきたいと思いま
す。身体にもやさしく知らず知らず足腰が鍛えられ、バランス感覚、病気に対する免疫
力、抵抗力など備わってきます。是非おためし下さい。

（No.16007・大阪市） 男・60代 健康太極拳
　個人個人の体力、ペースで『簡化24式太極拳』と『気功法八段錦』を学んでいきます。
無理をせず、繰返し稽古を続けることによって、心と身体の健康増進をはかります。

（No.1169・北　区） 男・80代 健康体操
　いきいきと、前向きな生活の源は、体調を整えることです。中高年の方に適したニコニ
コペースの有酸素運動・ストレッチ体操・腹式呼吸などを、懐かしい歌を唄いながら、み
んなで楽しくやってみませんか。

（No.6003・西宮市） 女・80代 健康体操（歌レク体操）
　初めに歌を唄いリラックスした雰囲気を作っておいて童謡や演歌等の曲に合わせな
がら身体を動かします。健康増進老化予防、身体機能の回復等を目的とした医学的根
拠に基づき考案された高齢者や障害者でも楽しめる体操です。

（No.8008・明石市） 男・40代 健康体操
　椅子やボール・青竹等色々な道具を使って、楽しく体を動かし、膝や腰肩の痛みや転
倒に対する不安等々、体と心にあるストレスを無理なく解きほぐしていきましょう。自分
の健康を取り戻すチャンスです！

（No.8025・須磨区） 女・60代
健康体操（リラクゼーショ
ン）

　正しい姿勢、呼吸の大切さを知っていただき呼吸をベースにした体操で身体をほぐし
ます。その後簡単な手当で癒し合う事により、心も身体もほぐれ、幸せな気持ちになり
ます。

（No.11022・北　区） 女・70代 健康体操（リズム）
　誰でも知っている簡単な曲で、リズムに合わせて楽しく体を動かしましょう。高齢者の
方、椅子に腰かけたままでも出来るリズム体操です。

（No.11023・中央区） 女・60代 健康体操
　顔の筋肉（表情筋）と体の筋肉と脳を使ってのイメージトレーニングをしながら全身の
筋肉をゆっくりとストレッチし、若返りのツボ、活力増強のツボを刺激して、全身の細胞
を活性化させノンエイジを目指します。

（No.11026・東灘区） 女・60代 健康体操
　ゆっくりとした簡単で楽な動きで全身をほぐし、呼吸法とマッサージで心もリラックスし
ます。いつまでも健康で明るく元気に過ごせるお手伝いをします。座る、横になる動き
が中心で、車椅子の方にも対応できます。

（No.12009・北　区） 女・60代 健康体操
　簡単な体操です。一人ひとりにお伝えします。時間は２～３分です。股関節を柔軟にし
ます。骨盤のずれを正します。正しく続けると10日程で変化がわかります。

（No.20007・垂水区） 女・40代 健康体操
　やさしい体操と呼吸、気功を行います。体の気・経絡を流れよくすることで心身共に健
康になることを目標にしています。

（No.14022・中央区） 男・40代 健康体操（姿勢改善体操）
　ご自分の体重を利用した体操で、身体の姿勢維持に重要なインナーマッスルを刺激
していきます。骨盤と体幹を安定させて、肩や腰・膝への負担を軽くして、肩甲骨と股関
節を上手に使えるようにしていく体操です。

（No.13035・垂水区） 女・60代 健康体操（3B体操）
　ベビー、親子、ジュニア、成人、高齢の方に3B体操を提供しています。音楽にあわせ
3B体操の手具を使って、楽しみながらのストレッチや筋力アップは、メタボ対策、ストレ
ス解消につながります。先ず体験を！

（No.14012・中央区） 女・50代 健康体操（3B体操）
　音楽に合わせて、3B体操の手具を使って行う健康体操です。ベビーから高齢の方ま
で年齢や体力に合わせて楽しく体を動かしてください。日頃の運動不足、ストレス解
消、健康のために楽しく体を動かしましょう。

（No.15046・兵庫区） 女・60代
健康体操（リラクゼーショ
ン）

　リズムに合わせて身体をほぐし、ふだん使われていない筋肉を動かしながら、身体の
バランスを整えていきます。その後のストレッチや体操で身体機能を改善し、老化を予
防しましょう。

（No.13008・垂水区） 女・60代
健康体操（セルフリンパマッ
サージ）

　セルフリンパマッサージは、道具を必要とせずに自分の手で簡単に行なえる素晴らし
い手当です。全身の流れを整えて不調を改善して本来の自然治癒力を引き出して、元
気な毎日を過ごしていきましょう。

球
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（No.6038・中央区） 女・80代 リハビリー体操
　リハビリー体操は、生活習慣によって起こる姿勢のかたよりや避けられない肉体の老
化等を防ぐバランスのとれた体づくりの体操です。座って、寝ながらその人にあった適
度な運動です。筋肉を柔軟にする体操です。

（No.12013・東灘区） 女・60代 阿波踊り体操
　NHK番組「今日の健康」で紹介された話題の阿波踊り体操です。阿波踊りのリズムに
合わせて体操します。阿波踊りの基本も学べ、笑顔になる体操です。いすに座ってでき
る体操もあります。

シェイプアップ体操
　ストレッチやエクササイズでボディバランスを整え、筋力を前後左右全身にバランスよ
くつけ、転倒防止・ストレス解消に効果！呼吸法で血行をスムーズにし、α波状態での
リラグゼーションはしなやかな体になります。

チェアーエクササイズ
　着替え不要！椅子に座って楽しく運動！心の緊張をやわらげ、ストレッチと呼吸法を
シンプルな動きで『身体の芯』の筋力アップ！毎日の生活をもっと輝いて生きたい貴方
の『美しい体づくり』を応援します。

（No.201924・灘　区） 女・30代 ヨガ・ピラティス
　マタニティーヨガ、産後ヨガ、親子ヨガ（３ヵ月～３歳まで）。大人はリラックスヨガからパ
ワフルヨガまでお任せ下さい。運動不足の解消やストレス発散、筋肉トレーニングを楽
しく自分のペースでしていただけます。

（No.201934・北　区） 男・30代
はじめてのピラティス・楽し
いバレエ（子供～大人）

　美しい姿勢を手に入れたい人、集まれ～！呼吸法と自分の体重を利用します。「筋肉
のバネ作用」で身体を動かすことで、関節や筋肉に余分な負担をかけずに、身体づくり
ができます。

（No.4068・灘　区） 女・40代 骨格矯正体操（健康体操）
　肩こり、腰痛、膝痛などを、楽しく躍りながら改善してみませんか？　もちろん健康アド
バイスも学ぶ事が出来ますよ。

（No.16013・灘　区） 男・60代
体幹を整えて美しく歩く（姿
勢改善体操）

　健康な身体はすべて姿勢からなのです！脳の運動中枢を刺激しながら、正しい姿勢
を作って疲れない歩行法をマスターしましょう。腰痛・肩こり・体質改善にも効果あり！

（No.6026・須磨区） 女・60代
ストレッチヨーガ・ヨーガダ
ンス

　いつでも、どこでも、だれでも、身体ひとつでできるストレッチヨーガ。地域で教え、教
えられて25年。15年の教職歴を活かし、学校・施設にも出かけて教えます。希望により
音楽・リズムに合わせたヨーガダンスも。

（No.10007・西　区） 女・70代
ヨガ・指ヨガ・眼ヨガ・イス
ヨガ

　呼吸に合わせた軽い動きのヨガ。ヨガは難しいと感じる人は、指ヨガ・眼ヨガ・イスヨガ
でヨガと同じ効果を。ほんの少しの動きで身体が動きやすくなります。

（No.201914・中央区） 女・60代
東洋医学・美容健康法　椅子
ヨガ

　一連の簡単やさしい60分の東洋医学を取り入れた椅子ヨガレッスンで自律神経を調
整しますので、後に爽快感が味わえます。心身の老化防止、ケガの予防、介護予防が
目的です。

（No.12017・須磨区） 女・60代 ヨガ
　呼吸に合わせて無理のない動きで、ストレッチポーズをします。癒しの音楽を聴きな
がらアーサナで心もリラックスします。運動の苦手な方も安心してヨガを楽しんでいただ
けます。

（No.12035・西　区） 女・50代 ヨーガ
　どなたでもできる簡単な動きと呼吸で、心と体をリラックスさせます。最近寝つきが悪く
なった、いつも緊張がとれない、手足が冷えるという方、ヨーガで心と体のコリを解消し
ましょう。

（No.15038・西　区） 女・40代 ヨガ
　普段意識していない筋肉や全体的に目を向けて、ゆっくりと呼吸しながら動きます。
気持ち良く動きながら体のバランスを整えましょう。簡単な動き中心で、男女年齢を問
わず楽しんで頂けます。

（No.18021・垂水区） 女・50代 ヨーガ
　ゆっくりとした流れの中で、ご自身の「今」の状態に気づいていきます。体を感じ注意
深く向き合うことで、病気になりにくい体へと導いていきましょう。軽度・全年代向

（No.19027・西　区） 女・40代 ヨガ
　身体のかたい方も無理なく、楽しみながら呼吸と共に動きます。日常の運動不足解消
になります。

（No.201807・垂水区） 女・60代 初心者からのヨガ
　健康な毎日の為に、体に無理させず、長く楽しんで頂くヨガです。ゆっくりした呼吸と音
楽に合わせて、少しずつ体を動かします。身体も心も安定しますので、『スッキリした』と
感じて頂けますよ。

（No.201810・東灘区） 女・30代 ママヨガ
　ゆったりした呼吸の中でママの身体をほぐし、肩や腰を楽にしていきます。ヨガのポー
ズや、リンパマッサージ、ストレッチを通して気分と体をリフレッシュ。ママメインのお子
様連れOKのヨガです。

（No.14007・垂水区） 女・50代 笑いヨガ
　笑いヨガは、誰にでもできる笑いの健康法です。笑っているうちに、だんだん楽しく
なってきます！笑っているだけで、体も心もポッカポカになります！！是非みなさん、一
緒に笑ってみませんか。

（No.15005・長田区） 男・60代 笑いヨガ
　笑いヨガは、誰でもできる健康法です。笑いが身体に良い影響を及ぼすのはよく知ら
れています。笑いヨガは、その笑いの量と場と機会を無理なく得ることができる健康法
です。さあ、一緒に笑いましょう。

（No.15006・長田区） 女・60代 笑いヨガ
　笑って、怒ることが減っていく！　「笑いヨガ」をやって、実感していることです。身体が
笑い、頭の中まで笑う。「ホホ・ハハハ！　イエー！」言ってみませんか。

（No.17003・灘　区） 女・50代 笑いヨガ
　笑う門には福来たる。笑いヨガは、年令、体力など関係なく、どなたでも楽しめる手軽
な健康法です。身体を動かしながらリラックスできます。脳トレもできます。

（No.19020・西　区） 女・60代 笑いヨガ
　笑いヨガは、心も体も軽くなる、誰にでもできる健康体操です。「楽しいから笑う」ので
はなく「笑うから楽しくなる」のです。やってみたらすぐに実感できます。スッキリそう快、
元気がでます。

（No.201820・東灘区） 女・60代 笑いヨガ（ラフターヨガ）
　笑いヨガは、ヨガの呼吸法と笑い、ストレッチを組み合わせた、誰にでも出来るユニー
クな健康法です。やり終えると心も体も軽くなり、人間関係も楽になります。さぁ、一緒に
やってみましょう！
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（No.12046・中央区） 女・60代 笑ってストレッチ
　笑いヨガとストレッチの融合！めざせ開脚！筋力が衰えると脳力も衰える。身体が硬
いと血管も硬いという実証データが有ります。でも筋肉は何歳からでも若返り、鍛える
事ができます。笑いと筋トレで、健康寿命をup

（No.6064・須磨区） 女・70代 気功（脳呼吸）
　腹式呼吸・丹田呼吸を通して、慢性疲労の回復体質改善を。脳呼吸を通してストレス
解消、肯定的思考をめざします。体はいきいき！心はワクワク！頭はスッキリ！

（No.11026・東灘区） 女・60代 気功
　らくに楽しく美しくをテーマに、どなたにも出来る簡単な動きと呼吸法・マッサージなど
で全身のバランスを整え、リラックスします。身体と心も健康に美しく！　ニコニコ自分
のペースでのんびりと楽しめます。

（No.201906・灘　区） 女・50代 走り方教室
　どんなスポーツでも基本である走り方を、正しく学ぶことで運動会でもすばらしい走り
をしませんか？公認ジュニアコーチが丁寧に指導することで生涯忘れないどんなス
ポーツでも役立てることが出来ます。

（No.19018・明石市） 男・50代 ノルディックウォーク
　ノルディックウォークは歩くよりも運動強度が高く、筋肉や関節の負担が小さく、姿勢
がよくなりダイエット効果もあって手軽に始められる運動です。そんな都合のいい運動
をはじめてみましょう！

（No.201835・長田区） 女・50代 ポールウォーキング
　２本のポールを使うことで正しい姿勢になり運動効果も上がります。しっかり歩行で
ウォーキングを楽しみましょう。

（No.15043・灘　区） 女・40代 親子健康体操
　子育ては体力・気力がいりますね。お母さんも健康一番、自分自身の体と心を見つめ
る時間を少しでも持って頂ければと思います。気になるお腹やお尻をシェイプアップして
いきましょう。

（No.17038・灘　区） 女・40代 スポーツトレーニング
　プロ野球選手も実践するトレーニングです。自分の体を思うように操つれるようになり
ませんか？けがの予防、体力アップに最適です！！

（No.201919・西　区） 男・30代 スポーツトレーニング
　スラックラインという幅５センチの綱の上をバランスを取りながら歩くことで楽しみなが
ら自然と体を鍛える事ができます。また、ラインの上で常にバランスを保つために必要
な集中力も養われます。

（No.17032・中央区） 女・60代
ダイエット・アンチエイジン
グストレッチ

　実年令－10才を目指し、女性のボディーラインを美しくしましょう。

（No.10036・垂水区） 男・70代 ストレッチ気功
　ストレッチは誰でも気軽にでき、気功は中国4000年の伝統があり、その両面の長所を
組み合わせて独自のストレッチ気功を各団体や社内で約20年前から指導をしていま
す。

（No.7045・東灘区） 女・60代 トランポビクス
　トランポビクスは、生涯スポーツです。ミニトランポリンを使って足腰へかかる負担を
軽くしながら、音楽に合わせて楽しく運動をします。子供から高齢者まで、その人の体
力に合わせた運動ができることが特徴です。

（No.14019・西　区） 男・70代
リズムなわとび（長・短な
わ）

　「いつでも・どこでも・だれとでも・いつまでも」リズムに合わせ、楽しいなわとびを指導
します。従来のとんだ回数や時間等は競いません。あなたの今とべるとび方で、音楽の
リズムに合わせ楽しくとびましょう。

（No.13047・中央区） 女・40代 親子エアロビクス
　お子さんへのマッサージと、親子でできるエクササイズ、簡単なエアロビクスを楽しみ
ましょう。ベビーちゃんからキッズまで、パパもママも一緒に体を動かして、親子の絆を
深めましょう。

ジャズダンス・子供ジャズダ
ンス・フィットネスダンス

　健康の為・ストレス解消・ステージに立ちたいなど目的に応じて、幅広い年齢層に合
わせて指導致します。又、イベント等の振付・指導も致します。まずは気軽にチャレンジ
してみませんか。

KID'sダンス 　音楽に合わせて身体を動かす楽しさを体験していただけます。

（No.17032・中央区） 女・60代 KiD'sモダンサルサ 　ダンスがはじめての幼児から小学生　音で体を動かし、カッコよくLet’s Dancing

（No.17018・北　区） 女・50代 ズンバ
　ズンバは世界中で大流行のダンスエクササイズ。誰でも楽しめる面白くて簡単なプロ
グラムです。リードを真似て音楽に乗ればあなたもダンサー。有酸素・無酸素運動が同
時にでき体幹も鍛えられるので体が変わります！

（No.3029・西　区） 女・70代 社交ダンス
　音楽と共に身体を動かして無理のない運動が出来るというまさに生涯学習にぴったり
の社交ダンス。ステップの基本を大切にいくつになっても踊れ、教室でのささやかな
パーティ等も含め出会いを大切にをモットーにしています。

（No.201908・大阪府） 男・60代 フォークダンス
　みんなで一緒に楽しめるフォークダンス。学校フォークダンスやレクリエーションダン
ス、バルカンのチェーンダンスまで40年以上のダンス歴と支援学校での指導経験をもと
にわかりやすく、ていねいに指導いたします。

（No.12052・須磨区） 女・70代 フラダンス
　楽しく、ゆったりとした気持ちで踊ることが目的です。初めての方を対象にフラの曲を
選び、無理のないレッスンをしていきたいと思います。

（No.15051・西　区） 女・80代 フラダンス
　癒しの音楽に合わせて踊るハワイアンフラは健康増進によいと今また人気が高まっ
ています。しっかりと大地を踏み、風・波や花、想いを手で表現し仲間と学ぶフラはとて
も楽しいです。アロハをご一緒しませんか・

武
道 （No.2033・芦屋市） 男・70代 空手道護身術

　日本古来から伝わる空手道の技及び形をもとに「自分で自分を守る」護身術を修練
し、その骨法を学び、楽しみの輪を広げる。

ス
キ
ー

（No.14019・西　区） 男・70代 スキー（基礎スキー）
　「一人だけでも・仲間と一緒でも楽しめる」大自然の雪山の中、運動神経にかかわら
ず子供から大人まで、歩くことができれば自分の体力の範囲で楽しむことができます。
初心者の方にも親切丁寧に指導致します。

（No.4017・垂水区） 女・50代
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（No.17007・垂水区） 男・70代 フィッシング
　釣は安全で楽しむためのものです。安全な場所で四季折々の釣れる時期に一緒に
楽しみたいと思います。

（No.18034・中央区） 男・60代 フィッシング
　釣りをやってみたい人、子供に教えてあげたい人、初めての人大歓迎です。大自然
の中、釣りを一緒に楽しみませんか。

（No.201909・須磨区） 男・50代 フィッシング
　海釣公園を利用して、安全に釣りを楽しみながら、自然と触れ合い命の尊さを知って
もらいたいと思います。初心者大歓迎です。親切丁寧に指導致します。

（No.201915・東灘区） 男・30代 フィッシング
　須磨又は平磯海釣り公園を利用して安全を第一に釣りの楽しさ、自然の良さを知って
もらいたいです。初心者の方も大歓迎です。

（No.201918・北　区） 男・50代 フィッシング
　海釣公園を利用して、安全かつ楽しく、色々な事を学んでいただきたいと思っておりま
す。お子様～大人まで男女経験問わず、親切丁寧に指導させていただきます。

（No.201933・須磨区） 男・30代 フィッシング
　初めての方でも楽しめる釣り方の説明を行ないながら実釣して頂き、また釣の結び方
の説明や糸と糸との結び方、そして仕掛の作り方などお伝え致します。海釣りに少しで
も興味を持てる内容です。

（No.12051・三木市） 男・70代 野外活動・キャンプ
　野外活動やキャンプは、自然の大切さを学び、そして自然の中で生きる知恵や助け
合い交流することを学びます。現代社会で忘れかけたものを、楽しみながら学んでいき
ます。

（No.15018・明石市） 男・60代 野外活動・ネイチャーゲーム
　身近かな公園、川原、海岸、学校園で、ネイチャーゲームと呼ばれる自然体験学習を
楽しんで頂きます。軽く身体を動かして自然を五感で感じわかち合います。お孫さんや
子どもさんとも楽しめる体験をして頂きます。

（No.5014・須磨区） 女・70代 草笛演奏（吹き方指導）
　廃れゆく日本古来の野遊び文化の名残り、草笛の音色を自然の中で、光の中で、野
外活動の一とき楽しんで下さい。美しい鮮烈な不思議な音色。幻の音色とならないうち
に是非お聴き下さい。人の心を情操を育てる音色です。

（No.17015・灘　区） 男・70代 ダーツ
　イギリスで約560年前に生まれたスポーツです。ダーツの最大の魅力は年齢、性別に
関係なく誰でも気軽に楽しめる事にあります。ルール、投げ方を分かりやすく指導しま
す。ダーツを楽しみましょう。

（No.201835・長田区） 女・50代 ウエルネスダーツ
　ウエルネスダーツは誰にでもできるニュー・スポーツです。自分にあった無理のない
運動で楽しく脳活ができます。ゲームを楽しみながら少しずつ体力増進していきましょ
う。

（No.201826・中央区） 男・40代 競技かるた（百人一首）
　コミックや映画などで大人気！百人一首を用いた競技、それが競技かるたです。ルー
ルや上達のコツを丁寧にお教えしますので、ぜひ一度ご体験下さい！ステップアップご
希望の方には、地元の練習会もご紹介できます。

（No.201823・垂水区） 男・70代 山を語る
　空前の日本百名山ブーム。信仰がベースの古代からスポーツ登山全盛の現代まで、
各種の百名山・二百名山・各県最高峰等色々な日本の名山について概要を紹介しま
す。山に登る人も登らない人も楽しく理解できます。

（No.201903・中央区） 男・60代 船旅
　陸の旅から海の旅へ。これを聴けば船旅がしたくなる話。一度船旅をしてみたい方に
乗船してからどう過すのか、服装は、食事は、など心配ごとが解消するようにわかりや
すく、また最新客船市場動向もお話しします。

（No.201808・兵庫区） 女・70代 お手玉あそび
　懐しい「おじゃみ」投げ玉、寄せ玉、ヨーヨーお手玉、音楽にのせた演舞、一人でした
り、相手がいたり。自分の楽しみや体力維持に。子供や同世代と。高齢者のレクリエー
ション等に生かしていただけます。

（No.201822・北　区） 女・50代 コマ教室
　小学校教材にも使われているコマ回しの糸巻きから丁寧に教えます。幼児～小学
生・ご年輩の方まで、集中力や達成感を味わうことで元気UPできるようコマ検定表他も
作成しています。笑顔で一緒に遊びませんか。
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（No.1110・灘　区） 男・80代 英語（英検対策）
　ペーパーテスト（単語、熟語、語法、文法、英作文、長文内容把握等）、リスニングテ
スト（対話の応答、対話についてのQ＆A等）、面接テスト（入室から退室まで）。

（No.15003・東灘区） 女・40代 英語・英語通訳・児童英語
　小学生向けに歌、ゲーム、あいさつ等を通じて楽しく英語を教えます。また、小学校
の先生を対象に、発音や文法、効果的な指導法等、要望に応じた内容の講座を行い
ます。通訳の御依頼もお受けします。

（No.8033・兵庫区） 女・50代 通訳
　英語を使う仕事がしたい、国際機関で働きたいというビジネス志向から、道案内のボ
ランティア等身近な国際交流まで、英文速記メモの取り方や通訳のコツをわかりやすく
指導します。

（No.1215・長田区） 女・70代 児童英語教授実践紹介
　幼児や小学校児童が自然な英語を学ぶためには、教師自身が正しい英語の発音と
基礎英会話を使いこなせることが必要です。楽しい歌やゲームを英語で導入すること
で、子供達は本当の英語らしい表現を身につけてゆきます。

（No.9034・明石市） 女・60代 児童英語
　単語だけ知っていても、正しいリズムでなければ英語は伝わりません。頭の先からつ
ま先まで身体全部を使って、英語を体得してください。歌って踊って、楽しく英語を身に
つけましょう。

（No.19036・三田市） 女・50代 児童英語・高齢者英語
　親子でまたは友だちといっしょに楽しみながら英語にふれましょう。いろいろなゲーム
のあとは絵本の読みきかせをします。イースター、ハロウィン、クリスマスなどにちなん
だ活動や、高齢者むけの講座もしています。

（No.2038・北　区） 女・60代 英語
　Reading,Listening,Speakingを通して英語力を高め、更に教材を通して他国の文化・社
会の理解を深めることを目標にしています。

（No.3036・北　区） 女・60代 英語
　やり直しの英語から、中・上級まで、読解を中心に、絵本・童話・小説を一緒に読むよ
うなサークルのお手伝いをしたいと思っています。

（No.1005・東灘区） 女・70代 英語 　童話をエプロンの上で英語を使って見せ聞かせ夢の世界へ連れて行きます。

（No.17027・東灘区） 男・60代 英語　Brush up
　学校時代に学んだ英語を復習して英語を思い出して、英語を身近かなものにしたい
と考えています。Let's brush up your English!!!基礎的な英会話、英検指導など、受講
生の要望を聞きながら進めたいと思います。

（No.19012・東灘区） 女・60代 英語　－TOEIC対策－
　昨今、英語力をTOEICのスコアで示す事が多くなっていますから、その対策講座を開
きます。リスニング、文法、リーディングの3分野を毎回学習していきます。楽しいから
学習出来るをモットーに進めていきます。

（No.5064・西　区） 男・80代 英語・英会話
　対象は小・中学生・高校生・主婦グループおよび高齢者とし、それぞれに必要な英語
内容を指導します。特に会話の部分に重点をおいて進めていきたい。

（No.10019・北　区） 女・60代 英語・英会話
　学校で習った英語の知識をトレーニングによって使えるレベルに転換します。又、学
校で習わなかった英語の発音についてもトレーニングを行い、瞬発力と流暢さを習得し
ます。実践英語を目指す方を対象にした講座です。

（No.2040・中央区） 男・60代 中国語
　中国語は、発音がポイント。初めての方でもすぐに話せるようになるコツをお教えしま
す。中国の方とのコミュニケーションのきっかけに、あるいは、中国旅行を楽しくするの
に活用してください。

（No.3036・北　区） 女・60代 ドイツ語
　ドイツ語を初めて習いたい方、昔習ったが今は忘れているという方のために、初級か
ら中級上級の会話・読解を中心に、一緒にドイツ語を楽しみましょう。

（No.14024・尼崎市） 女・60代 ハングル（韓国語）
　入門から中級そしてハイレベルまで、会話中心の授業を行います。覚えにくい単語
は、日韓のよく似た文化の中から語源を探りながら親しみを持って楽しく学び、CD等を
取り入れて実践練習を沢山する勉強をします。

（No.3036・北　区） 女・60代 日本語
　日本語ができない外国人の方、あるいは日本人で、外国人に日本語を教えたいと
思っている方、日本語教育能力試験をめざしている方、日本語について、一緒に何で
も勉強していきましょう。

（No.1005・東灘区） 女・70代 日本語 　留学生外国人に日本語を教えるコツや外国人に日本語のイロハを知らせます。

（No.16036・垂水区） 女・70代 日本語を外国人に
　神戸に住んでいる　又は　働いている外国人に　日本語を教えます。初級の方から
OKです。英語でコミュニケーションします。話す事はもちろん、読み、書きも教えていま
す。どんな国の人でもOKです。

（No.17030・西　区） 女・40代 日本語
　正しい日本語と話し方のマナーを身につけ活動されますと貴方は生涯美しく輝きま
す。初心者の方々、男女年令を問わずお気軽に御申し付け下さい。発声からテクニッ
クまで指導いたします。

（No.18015・中央区） 男・30代 楽しい作文
　まとまりのある文章を書くのは意外と難しいものです。感じた事や伝えたい事を簡潔
に書く事は、読む人に自分の心を知ってもらう一番の手段です。何より書く事が楽しく
なり、自分の心を豊かにしてくれます。

（No.14041・長田区） 女・60代 漢字の面白さを発見
　甲骨文や篆文などの古代文字を解き明かし、今の漢字の面白さを発見しましょう。漢
字を好きになること間違いないです。読める読めないは関係ありません。

古代漢字の四字熟語
　漢字は、中国の殷墟から出土した甲骨文字を源流とし現在の楷書へと変遷して来ま
した。この甲骨文字や金文等の紹介と、これらの古代漢字での四字熟語八百選が完
成しましたので、これを順次紹介させて頂きます。

漢字能力検定2級
　日本漢字能力検定は、受験者総数が10年前には100万人以下だったのが、今では
260万人にもなり、中でも２級受験者の数は群を抜いています。過去の出題問題を参考
に常用漢字を徹底的に学びましょう

氏　名
（登録番号・居住区・性別・年

齢）
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（No.16020・西　区） 女・70代 漢詩
　昔、学んだけれど、最後までは知らない漢詩を、もう一度読んでみませんか。中国茶
も一緒に楽しみましょう。

（No.5015・灘　区） 女・50代 言語学・世界の言葉を話そう
　誰でも環境さえあれば年齢は関係なく、いくつでも言語習得は可能です。一緒に挑戦
してみませんか？先生は赤ちゃん。赤ちゃんのように自然に言葉を習得する理論をお
話します。

（No.1093・中央区） 男・60代 哲学（教育・文化・文学）
　私達は、どこから来て、どこへ行くのか。人間は、この宇宙のなかでどんな存在であ
り、その存在にどんな意味があるのか、を哲学を考えるなかで、人間の倫理について
思いを巡らしてみたい。

（No.19009・西　区） 男・70代 哲学
　「今世紀末、人工知能が人類を滅ぼす」とのショッキングな一文に出会った。そんなこ
とが有り得るのか、いずれにせよ、人工知能を設計するつもりで、意識、自我、感覚な
ど人間の精神の局面を堀り下げてみたい。

（No.14031・灘　区） 男・70代 最初期仏教
　ゴータマ・ブッダが語った内容を比較的多く残しているのが、「スッタニパータ」四章、
五章である。その内容をひも解きながら、現代に生きる私たちの知恵となる手がかりを
得たい。

（No.19022・西　区） 男・70代 仏教入門
　仏の教えを宗派の教理に捉われず、生涯学習の学問・教養として、わかり易くお話し
します。仏教の2千年の試練を経たぼう大な知見の中からのエッセンスを、現代に通用
する形で教えます。教養を高め人生の指針の一助に。

（No.20001・北　区） 男・60代 初期仏教
　仏陀（ブッダ）が、語り伝えられた「ダンマパダ」「ブッダのことば」等を通じて、どのよう
な生き方、考え方、言葉で、人生を全うし、同時に「慈悲喜捨」の心を、学んでいきたく
思います。

（No.20023・垂水区） 男・60代 現代社会における神道
　皆さんが日頃生活の中に定着している神道によるものを知っていただき、神道の作
法、しきたりを再確認し、更に歴史を通して神道がどう生きて来たかを知っていただくこ
とで、より生活を豊かにして行きましょう。

（No.201824・東灘区） 男・60代 生活哲学
　人材会社での組織個人活性化の実務経験を積み上げてきました。アドラーをベース
とした生活哲学を提供します。ものの見方、考え方を見直すきっかけとなります。人間
関係を改善しコミュニティを共に創っていきましょう。

（No.201938・西　区） 男・60代 世界遺産
　我が国では、今や世界遺産ブームですが、世界遺産の理念と目的を学び、これまで
登録された日本や世界各地の遺産の例から、世界遺産の魅力や課題について考えま
す。

（No.1100・灘　区） 男・90代
郷土史、神戸学（神戸歴史
学）

　・神戸とその周辺地域の歴史の講話と臨地研修。　・地域の歴史に関する教育を充
実させるための講話と指導。

（No.1223・中央区） 男・80代 郷土史（地名の話・文化財）
　難読地名・歴史地名・珍地名・崩壊地名・気候地名、地名にまつわる興味深い話。私
達が住んでいる町の歴史も地名から読み取れる。地名との関連で文化財ウオッチング
も郷土への愛着が倍増することでしょう。

（No.19001・灘　区） 男・60代 神戸の文化財建造物の魅力
　神戸の文化財や歴史的建造物を通して、神戸の魅力を改めて学びませんか。神戸と
言えば異人館のまちですが、北区・西区には多くの茅葺民家が残されています。我が
国最古の民家は実は神戸にあります。

（No.6018・北　区） 男・70代 縄文地名
　「縄文語とは何か」から始めて、その仮定のもとに身近な神戸の地名の元の意味は
何かを紹介しながら、その土地の特徴等から読み解く地名学の普及を図りたい。縄文
文化・歴史等興味を持つ人々と交流を広げたい。

（No.2046・西　区） 男・70代 神戸地域の歴史
　神戸の現在は過去の延長線上にある。「地政学」よりみた神戸の歴史、源平合戦・湊
川の戦・戦国時代の三木城攻め、戦の通り過ぎた街「神戸」の過去へ旅しましょう。

（No.201935・東京都） 男・60代
講話「西国33所、板東33所、
秩父34所百観音巡礼紀行」へ
の誘い

　講話「西国・板東・秩父百観音巡礼の旅」を安心・安全・健康にめぐるプレゼンです。
「わたしの巡礼手帖」を作成、名所・旧跡からグルメまで楽しくご案内いたします。

（No.10018・須磨区） 男・70代 郷土史（神戸）
　神戸は現代的な街と思われているが、その底には古い文化が良く残る。近世の酒蔵
や西国街道、中世の兵庫津だけでなく、古代の保久良神社など興味深い。これらの史
跡をたどることによって、新しい神戸を考えてみたい。

（No.10037・北　区） 男・80代 郷土史
　ただ単なる史跡探訪なら神戸市教育委員会編の「神戸の史跡」でよいのですが、古
老達から語り伝えられてきた神戸をいろいろ話してみたいと思います。そして次世代に
伝えてもらいたいそれのみです。

（No.19006・北　区） 男・80代 郷土史
　義経の逆落し、大物の浜での逆櫓の争いと渡海、兵庫の湖と万葉集、高津の宮と氷
室、兵庫にあった菟原住吉など、平安時代頃の神戸の話をしますが、一番得意なのは
義経の逆落しで、現地案内もします。

（No.201823・垂水区） 男・70代 郷土史
　神戸を東西に貫く山陽道・西国街道。道の上に都が築かれたこと、兵庫津の発展に
より道筋が変えられたこと、神戸開港により迂回路の徳川道が作られたこと等々神戸
の歴史そのものと言えるこの道の歴史を紹介する。

（No.6051・須磨区） 男・70代
日本中世史（織豊時代を中心
として）家系・家紋・花押

　歴史は暗記物、興味がないという方が多い様ですが、決して暗記物ではなく、又勝者
の歴史が正しいとは言えません。身近なテーマをこつこつと裏付け立証して行く過程の
楽しさを、共に学び歴史の面白さを体験下さい。

（No.17027・東灘区） 男・60代 身近な法律を学ぼう
　身の周りの生活に関する法律－民法や憲法や特別法などを六法書や判例を読みな
がら受講生と学習したいと思います。テーマや進め方などはみなさんと相談しながらや
りたいと考えています。

（No.13055・西宮市） 男・80代
法律（遺言・相続・成年後見
等）

　遺言・相続・成年後見等の法律問題を易しく解説する講演と家族を巡る具体的事例
についての相談に応じます。相続が「争族」にならないための事前の学習と心構えが
必要です。

（No.15017・垂水区） 男・60代 相続・遺言・成年後見の知識
　①遺言や相続に関して、しくみ、書類の書き方、税制などについて勉強します。②自
分が痴呆や重病になったときに、信頼できる人が代理人となって、諸手続が進められ
る方法（成年後見）などについても。
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（No.19008・東灘区） 男・60代 相続問題と遺言書作成
　遺言書は、死後の財産を管理するために生前に作成するものです。相続争いが生じ
るのは、遺言書がないことが第一の原因です。一人でも多くの方が遺言書を作成し相
続争いのない世の中にするため啓蒙活動を行っています。

（No.18037・芦屋市） 男・80代 相続税・贈与税・遺言
　国税庁の冊子「暮らしの税金情報」と、日本税理士会連合会の「税金教室」を教材と
して、相続税・贈与税をはじめ、市民に役立つ最新の税情報を解説します。又、遺産争
いを防ぐ遺言書について解説します。社会貢献活動です。

（No.20019・西宮市） 男・60代
法律（相続・遺言・成年後
見）

　相続・遺言・成年後見に関して、これだけは知っておいていただきたいことを皆様にお
伝えすると共に、常日頃から抱いておられる疑問に答え、相談に応じます。

（No.201904・東灘区） 女・50代
法律（遺言・相続・成年後
見）

　将来の老い不安に備えた、老い支度、老後の安心設計としての任意後見契約につい
て、ご説明します。

（No.201941・芦屋市） 男・70代
法律（遺言・相続・婚姻関
係）

　無料法律相談（特に遺言、相続、婚姻関係、公正証書作成方法、その他一般の法律
問題について）

（No.20004・須磨区） 男・40代 遺言の書き方
　遺言書は、終活の手段のひとつです。争族にならないための、スムーズな遺言９ヶ条
を学びながら、タイプ別遺言書案をベースに、自身で遺言書を書いてみましょう。

（No.20018・灘　区） 男・70代 エンディングノート
　「悔いのない人生はない、でも悔いの少ない人生はある」自分らしい有意義な毎日、
感謝とありがとうの日々を送る為に、終活ノート（＝エンディングノート）を一緒にまとめ
てみませんか！

（No.20028・西　区） 女・70代
自分らしいシニアを生きる
（終活とエンディングノート
セミナー）

　あなたは、自分らしい人生を過ごしていますか？　ある日、突然“その日”がやってく
るかも？「終活」とは、自分の人生をみつめ直し、伝えたいことを整理し、よりよく自分ら
しく生きる活動です。一緒に始めましょう。

（No.201906・灘　区） 女・50代 エンディングノート
　笑顔相続の夢先案内人としてメガバンク、信託銀行、證券会社の経歴を持つ金融専
門家が企業を卒業し本当に繋ぐべき大切な想いはお金でないこと。そんな想いをエン
ディングノートで残すお手伝いをします。

暦の話
　太陰暦　太陰太陽暦　太陽暦　日本における暦の歴史　世界の暦（西暦　仏暦　イス
ラム暦　皇暦　民暦　ユダヤ暦　等）

年中行事の話
　外国から来て日本に定着した行事のルーツと現状の比較など（端午節　七夕節　仲
秋の名月　中元　彼岸　三伏　歳暮　土用の丑　セント・バレンタインズ・デイ　母の日
父の日　クリスマス　等）

（No.5041・北　区） 男・70代 論語
　「論語」は私たちの日常生活において大切な人生の生き方考え方のポイントを教えて
います。500からなる教訓の中から適宜紹介しながら日々の生活に生かして頂きます。

（No.4004・東灘区） 男・70代
中国語として解する魏志倭人
伝

　漢文＝中国語であるが、これを理解できずに魏志倭人伝を自分勝手に解譯し、日本
の古代を曲解している方が多い。一言一句正確に理解し、卑弥呼の時代の日本を解
説する。現代中国語と当時の漢文が同じである事も解説。

（No.20006・灘　区） 男・70代 観光・まちづくり
　観光とは何か。観光立国をめぐる国内の観光動向や観光を活かしたまちづくり事例
等を解説します。

（No.201925・西　区） 男・70代 数学
　学校で習った数学は数学分野の一部分にすぎない。数学発展の歴史・数学エピソー
ドを語り、数学と思えない新分野を紹介。数学パズルを中心に理論的に考え答を出す
楽しさを味わって、数学の魅力を新発見する。

（No.4006・兵庫区） 男・60代 算数遊び・計算工夫
　インド式計算や、工夫による算数の遊び。特に大人の方に、計算や、数のおもしろさ
を楽しんでもらいたい。０～９の10コの数で、感心、感動が得られます。

（No.12023・東灘区） 男・60代 気象・気候学
　気象気候は科学分野でも常にビッグサイエンスとして位置づけられています。従来は
防災、最近は地球温暖化等の環境問題でより科学的進歩を要求されています。宇宙
ロケット打ち上げなど経験を中心に楽しくお話をします。

（No.14011・中央区） 男・40代 地質学　岩石学
　レジャーに身近な六甲山の成り立ちや、御影石などについて、やさしく解説します。ま
た、日常の素朴な疑問を科学の観点から考えてみませんか。自然は生き物だけとは限
りません。

（No.201916・須磨区） 男・70代
植物観察（主に樹木・その
他）

　最も身近な植物の葉や花、たねや果実などの器官の形やはたらきを基本から学び、
植物の生きるためのたくみな戦略と、そのふしぎを発見します。可能なかぎり、現物を
自分の目で見て、手でさわって観察します。

（No.201928・長田区） 男・30代 ペットボトルで作る顕微鏡
　ペットボトルを使った顕微鏡づくりをおこない、生物試料などを観察します。そこから
理科の考え方について学びます。

（No.15030・長田区） 男・60代 生物多様性
　各場面で、クイズやゲームを楽しみながら、多様な生き物に触れ、遊び・学びを体験
する機会を提供する。そして、自然環境、生物多様性の大切さについて理解を深め、
次世代を担う子どもたちを育てましょう。

（No.15018・明石市） 男・60代 生物多様性と私たちの暮らし
　森、里山里地、川、街、海のつながりや現状について判りやすくお話します。自費出
版した生物多様性をテーマにした絵本「海と空の約束」（国連推せん図書）も楽しんで
頂き生きものの話やエピソードをご紹介します。

（No.201814・北　区） 男・60代 海運と船員について
　海運への初歩的な概要と船員について分りやすく伝えます。海国日本でありながら、
一般の方々へはなかなか海運や船員についての事が伝わっていない現状を少しでも
変えていきたい。

（No.201930・西　区） 男・70代 旅行地理
　過去の旅行地理検定の問題集を用い、各地を一緒に旅してみませんか？先ず国内
の４級過去問題と地図帳を使って解説します。自然景観・温泉・観光地等を確認しなが
ら知識を深めていきます。

（No.1110・灘　区） 男・80代

そ
の
他

人
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（No.201827・東灘区） 男・70代 ドラマで学ぶ経営学
　「あさが来た」のような事業経営にからむ人間模様を描くドラマを私たちは楽しく鑑賞
しますが、さらに一歩進んで、事業経営の学問＝経営学から見たときに広がるドラマの
新しい意味と世界を一緒に考えてみませんか？

（No.201801・西　区） 男・70代 電子工作
　ラジオのように音が出たり、電球やLEDを光らせたり、モータで簡単なロボットや車を
動かしたり、電子工作を自作して楽しんでみませんか。材料と工具は用意します。

そ
の
他
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（No.11027・三木市） 女・40代 イタリア料理
　イタリアマンマの味。フォカッチャやピザを簡単に生地作りから作ります。生地の発酵
時間の間にイタリアのドルチェ（お菓子）も作ってみましょう。

（No.8048・中央区） 女・70代 韓国料理
　韓国の食文化の紹介及び料理講習会、文化伝統の紹介。在日と地域の人達との交
流企画。

（No.13017・中央区） 女・50代 薬膳料理
　「薬膳」とは、東洋医学の考えをもとに、体の機能に働きかけて体調を整える。体質と
病気にあった食材の選び方、身近な食材を中心にして、ご自身やご家族の健康づくり
に大いにお役立てください。健康相談も行います。

（No.16011・中央区） 女・70代 薬膳料理
　今の社会は薬づけです。私も14年前小脳内出血でたおれましたが、東京で薬膳を勉
強し国際中医薬膳師を取り、今の住んでいるマンションで８年間ボランティアをしていま
す。薬膳して14年間病気したことがないです。

（No.1121・明石市） 女・70代 新・おさかなクッキング
　地元で捕れる新鮮な魚をカンタン、ヘルシー、おしゃれに調理実習します。子どもや
若い人またお年寄りにパパッと作れて喜ばれる楽しいメニューです。また食卓を華やか
にする食卓演出法（テーブルコーディネート）もご紹介します。

（No.13036・明石市） 女・50代 料理
　気軽に作れて、楽しめる料理作りをしてみませんか。簡単なので、家庭でも作ること
が出来ます。お子さんも一緒に参加すると楽しめると思います。

（No.19028・北　区） 女・60代 デコ巻き寿司
　巻いてドキドキ、切って感動！金太郎飴の様に絵柄が入ったデコ巻き寿司。日本伝
統の古典柄や可愛いキャラクター等、デザインも多く、見て楽しい、食べて美味しい。工
作感覚で子供から大人の方迄楽しんで作れます。

（No.10001・中央区） 女・60代 料理教室・お菓子教室
　年配の方（男女問わず）を対象に、素材を生かしたシンプルでちょっとおしゃれな料理
教室はいかがでしょう。親子対象の料理教室では、作る喜び食べる大切さを伝え、食
べ物に感謝の心で手作りし、味わってみましょう。

（No.15028・須磨区） 男・60代 そば打ち教室
　出石そばを仲間と一緒に打ってみませんか。そば打ちの行程を分り易く指導します。
そば打ちは難しいと思うでしょうが、誰でも上手に打てるようになります。身体に良いお
いしいそばを自分で打って楽しみましょう!!

（No.15044・中央区） 男・60代 手打ちソバづくり
　仲間といっしょに、出石ソバを打ち、ひきたて、打ちたて、ゆがきたて、“三たて”のソバ
を仲間といっしょに味わいましょう。

（No.19001・灘　区） 男・60代 手打ちソバづくり
秋から冬にかけては「そば」が旬の季節。秋に新そばが出回り、年末の「年越しそば」で
最盛期を迎えます。そばは冬の季語でもあります。日本人の食文化を語る上で欠かせ
ないそばを一緒に打ちませんか。

（No.15007・中央区） 男・70代 ふれあい手打うどん作り教室
　自治会、学校、同好会等で『ふれあい手打うどん教室』を開催し、一緒にうどん生地を
踏んだり、のばして切る本格手打うどんを皆で一緒に試食すれば、参加者の間で会話
が増え、絆も深まるグループ活動です。

（No.6016・宝塚市） 女・50代 紅茶
　一杯の紅茶から会話が弾む楽しいひとときは、日々の生活と心を豊にしてくれます。
紅茶に関する基礎知識から英国式おいしい淹れ方・楽しみ方を学び、ご一緒に素敵な
ティータイムを演出してみましょう。

（No.17012・中央区） 男・40代 コーヒー
　自分でおいしいコーヒーをいれるためのコーヒーの選び方、入れ方を紹介し、実際に
入れて体感していただきます。また生産者の暮らしや環境を良くすることを目指すサス
テナブルコーヒーを紹介し試飲していただきます。

（No.201820・東灘区） 女・60代 コーヒー
　コーヒーは生鮮食品です。生豆を自分で焙煎して、挽いて、たてて飲んでみましょう。
家庭で気軽に出来る、家庭焙煎を体験して下さい。

（No.7048・灘　区） 女・50代 菓子づくり
　難しい、手間がかかると思われがちのケーキ作り。プロが教えるポイントを見て・覚え
て楽しく作りましょう。手作りケーキで、楽しいティータイムはいかがでしょうか？

（No.201920・西　区） 女・40代 かんたん手作りおやつ
　市販の飴を利用したり、レンジを使ったりして気軽に作る和菓子や、小麦粉を使わな
い米粉のお菓子など、ご家庭で簡単に手作りできる「おやつ」をご紹介します。ご一緒
に楽しく作りましょう♪

（No.19041・中央区） 女・60代 和菓子
　四季に適した和菓子を簡単にレンジ等で作ります。野菜やフルーツを使ってヘルシー
に仕上げます。コーヒーや紅茶にも合う〝和菓子〟を目指しています。

（No.11009・兵庫区） 男・50代 ハーブの利用
　ハーブ料理・ハーブティーなど、いろんな種類のハーブの味と香りを楽しみながら一
緒に学んでいきましょう。ハーブを利用したクラフト、石鹸、ローソクなどの作り方も説明
します。

（No.14025・中央区） 女・50代 食生活改善（健康生活）
　野菜や果物の魅力を知り、ステキな食生活を送りましょう。野菜の良い品の見分け方
や保存方法をお伝えします。また、果物・野菜ですくできる簡単なメニューも紹介しま
す。

（No.15053・西宮市） 女・70代 食生活（料理）
　身近な食材を利用して、手早くそしてバランスのとれた美味しい料理を作りましょう。
毎日の食事がひと工夫する事でおしゃれな楽しい食卓になります。

（No.16005・明石市） 女・50代
在宅生活を支える介護食（料
理）

　嚥下状態が悪くなった場合、食事の形状やバランスについて介護者を悩ませます。
単に小さく刻むだけではなく、マヨネーズや食品の粘りを利用して、飲み込みのしやす
い介護食の簡単な作り方をご紹介します。

（No.14039・中央区） 女・60代 料理の基本
　塩分少ない目でも美味しく食べれる汁物を、出汁をとるところから始めて、健康的な
献立の立て方、手作りで知ってもらう自然の味を基本として料理のノウハウを知ってい
ただきます。

（No.201825・中央区） 女・50代 乳幼児食
　赤ちゃんから家族みんなが安心しておいしく食べられるヘルシーケーキ、手作りソー
セージ、塩分少なめ味噌作り、親子クッキングなどを取り入れ管理栄養士が食の色々
な疑問にもお答えしながら楽しい食卓を作りましょう。

食
生
活

氏　名
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（No.5041・北　区） 男・70代 カウンセリング
　私たちの人生において悩みや問題に直面することが多々あります。それらの課題に
対して受容・共感・傾聴の精神をもって共に考え解消していきます。

（No.14020・須磨区） 女・60代 カウンセリング
　健康、経済、人間関係等あらゆる問題や悩みを高次元の原理に基づいて、あなたの
思考パターンを紐解いて解決していくお手伝いをさせて頂きます。みなさん全く新しいご
自分に変容されていらっしゃいます。

（No.201921・兵庫区） 女・60代 カウンセリング
　心の悩みお友達との付き合い方で悩んでいる方、どうしたら良いと思うだけでは解決
しません。愚痴がたまればストレスに。個人やみんなで一緒に話してみませんか。

（No.7031・灘　区） 男・60代 メンタルケア
　温かい心と相手に届く言葉で支えてあげたい・・・心のケア専門職「精神対話士」とし
て、高齢者や青少年の心のケアに取り組んできた経験をベースに、対話によって心を
支えるメンタルケアの手法をご紹介いたします。

（No.15012・須磨区） 女・60代 メンタルカウンセリング
　健康、経済、家庭内の悩み等、原因を見つけご一緒に解決出来るようにやさしく指導
いたします。原因に対し実践を続けている間に見事に霧が消えます。グループでお集り
頂き個人指導いたします。お気軽にご相談下さい。

（No.15050・東灘区） 女・50代 メンタルケア
　今の私、精神バランスは？　本当の自分らしさって何だろう？　いろいろな心理ワーク
をしながら「自分さがし」をしていきましょう。悩みを抱えた方も、きっと解決の糸口が見
えてくるはずです。

（No.19024・北　区） 男・20代 メンタルケア
　スポーツ選手だけでなくストレス社会で生活する全ての人に対し、メンタルトレーニン
グを行うことによりその人の最高の能力を引き出し、夢や目標を実現できるようにサ
ポートいたします。

（No.15050・東灘区） 女・50代 タッチカウンセリング
　ゆったりとしたタッチケアとカウンセリングで、心も身体も健やかに…。ベビーマッサー
ジからご家庭でのコミュニケーションの方法として、又障害者やお年寄りの介護の場
等、それぞれの状況に合った指導を施します。

花セラピー
　今あなたの心が求めている花は何？　花をイメージすることで、心がやすらぎます。
花は美しいだけではありません。フラワーエナジーで勇気づけられているのです。あな
たのピュアな心と花が語る“花遊び”

カラー心理セラピー
　何気なく見ている色を意識することで、カラーセンスがアップ！あなたが選んだ色は、
その時の心の状態や気分を表現しています。内面の色で心を元気に！自分流のカ
ラー＆ライフで楽しさが広がる美感を磨きましょう。

（No.12021・西　区） 女・60代 色彩学・色彩心理
　“色”の世界は面白い事や不思議がいっぱい。「なぜ色が見えるのか？」から、色の
歴史や心理効果などなどなど。“食育”ならぬ“色育”で毎日の暮らしを豊かなものにし
てください。ご一緒に勉強させてください。

（No.201939・西　区） 女・70代 大人のための絵本セラピー
　絵本という『心の鏡』を何冊か読んでもらい自由に楽しみながら自分の内面に向き合
う時間を意図的につくる。それを言語化し発表することで無意識に思っていたことが意
識化され「あっそうか」と自分なりに気づくことができる作業。

（No.6019・東灘区） 女・60代 アートセラピー
　イメージを絵で表す事で自分自身を知る事ができます。心の中の様子を目に見える
形に表わし、人生の質や内面を豊かにします。幼い頃の自分を思い出しませんか？
アートセラピーは内面と現実のかけ橋なのです。

（No.19012・東灘区） 女・60代 アートセラピー（芸術療法）
　アートセラピーは古くて新しい心理療法の一つです。ユング心理学をベースに深層心
理を巡る心の旅へアートに導かれて飛び立ちましょう。自由に解き放たれ優しく着地す
るまで毎回アートの別空間を漂います。

（No.6066・尼崎市） 女・50代 アート・カウンセリング
　芸術と絵画は創造の喜びであり、人生に潤いを与えてくれます。心の表現としての絵
画は、同時に心をも開放します。心理相談と同時に癒しの効果も期待できる、アートカ
ウンセリングをご一緒に学んでいきましょう。

（No.9025・垂水区） 女・50代 色彩心理学
　”色彩のことを知りたい”という方は後を絶ちません。色彩を知ることは私を知ることに
繋がるからです。色彩は私の中の素直な気持ちを引出してくれます。クレヨンを使った
ワークを通し本当の私と出逢ってみませんか？

（No.16016・中央区） 女・50代 色彩心理セラピー
　「色は無意識からのメッセージ」色から気づくと私自身が変わります。クレヨンを使った
心理ワークから自分の気もちに気づいてみませんか？心が解放され、暮らしの楽しみ
が広がります。遊び感覚で色を体験下さい。

（No.18028・兵庫区） 女・50代 色彩健康法
　東洋医学の色を使った簡単な薬膳メニューを作ったり、日常にある色でわかるカラー
セラピーなど、基礎知識をわかりやすく説明しながら、色の効果を様々に楽しんで頂け
る様、ニーズに合わせた講座を行います。

（No.5013・北　区） 女・70代 音楽療法
　単に、一時的な気晴らしや音楽教育でもなく、音楽を通して人とのコミュニケーション
を展開し、音楽を利用して、問題を抱えた人の援助や心身の維持・回復・増進などの為
に適切な目標と手段を設定し効果を上げます。

（No.8006・北　区） 女・60代 音楽療法
　歌って身体を動かして、頭を使って、心も身体もリラックス＆リフレッシュ。楽しくより健
康に。無理なく聞いているだけ、見ているだけでもOK。その人なりの参加方法で一緒に
楽しみましょう。

（No.19002・東灘区） 女・60代 音楽健康法
　身、全体で歌ったり、歩いたりして、ピアノの伴奏に合わせて、体を動かしましょう。年
も子供さんから高齢者の方まで、ご希望に合わせて楽しく指導致します。

（No.13013・垂水区） 女・60代 音楽健康法
　「心も体もリラックスして気持ちのいい声を」「口をしっかり動かしてはっきりした言葉
を」「音楽に合わせていろいろな身体表現を」そして歌の回想や話で脳の活性化を。音
楽で楽しく健康維持や改善を図りましょう。

（No.201940・須磨区） 男・80代 歌唱健康法
　歌って楽しく健康に！を合言葉にした歌唱音楽健康法。講師のワンマンバンドで多く
の歌を声を揃えて唄い、ハッピーホルモンの湧き出る至福の時間を楽しむ。震災後
2,800回の実績あり。

アロマテラピーとストレスケ
ア

　ストレスを香りによって改善し、心と体の病気の予防に役立てることができます。日常
生活の中で、どのように香りを活用していけば良いかについて、ご一緒に学んでいきた
いと思います。色々な香りを楽しみましょう。

（No.1213・中央区） 女・60代

女・50代（No.6066・尼崎市）

健
康
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フラワーセラピーアレンジメ
ント

　お花がそこにあるだけで心が和みます。お花のもつ色と香りと形から受ける心理効果
で、お花と触れ合うのがもっと楽しくなります。飾る花、贈る花に少し工夫をしません
か。メンタルケアに活かしましょう。

（No.10004・北　区） 女・50代 アロマテラピー
　アロマクラフト作り、ハーブを使った料理やハーブティーの紹介、マッサージ（対象年
齢は、赤ちゃんからシニアの方まで幅広く対応いたします。）など、アロマの魅力をたっ
ぷりお伝えしていきます。

（No.14042・兵庫区） 女・40代 アロマテラピー
　植物は昔からその働きで、人々の心と身体を癒してきました。植物の有効成分が含ま
れた精油（エッセンシャルオイル）を用いて、健康の維持や美容に、日々の生活に香り
を取り入れてご一緒に楽しみましょう。

（No.20016・中央区） 男・70代 アロマテラピー
　アロマテラピーの基礎を学び、アロマ精油を使って、ハーブ石鹸、モザイク石鹸、香
水、クリーム、アロマストーン、バスソルト、ルームスプレー等を作り、天然の香りに包ま
れながら心と身体の健康維持を目指します。

（No.201936・西　区） 女・40代 アロマテラピー
　植物の香りは心と身体に優しく働きかけます。植物から抽出した精油を使って日常で
のアロマテラピーの活用方法をお伝えします。クラフト作りは目的に合わせたお好きな
香りを使用し様々なアイテムを作ります。

（No.201937・垂水区） 女・60代 アロマテラピー
　心と身体に働きかけるアロマテラピーで健康維持や美容に役立てます。ハーブにもふ
れ、香りある植物を生活にとり入れてお薬に頼らない健やかを目指します。

（No.201819・西　区） 女・50代 アロマテラピーセルフケア
　健康維持、ストレスの解消に役立つ、自分でできるアロマハンドトリートメントの方法
が学べます。アロマは自分に合った香りが選べます。アロマテラピーの基礎講座付。生
活にアロマを取り入れて幸せ度を高めましょう。

（No.201812・西　区） 男・60代 メディカルハーブ
　市販されているメディカルハーブを使って手軽に健康・美容維持を！楽しく、わかりや
すく、感じてみよう。さあ、メディカルハーブの世界を楽しく学びましょう。

（No.16005・明石市） 女・40代 メディカルアロマテラピー
　セルフケアから手作り化粧品まで幅広く活用できるアロマ。フランスの薬局基準の高
品質の精油を用いて、身近に役立つブレンド油やクリーム・香水など作れます。また精
油の化学成分についても詳しくお教えします。

（No.2040・中央区） 男・60代 カイロプラクティック
　腰痛・肩こり・手足のしびれ等に特に有効なカイロプラクティック。21世紀の予防医学
と言われ、最近注目を浴びる様になってきました。介護福祉現場や職場における腰痛
予防対策として実技を交えながらお話します。

（No.2042・西　区） 女・50代 カイロプラクティック
　まず、背骨のゆがみ、骨盤のゆがみなどの見かたを教えます。姿勢の大切さを話し、
日常生活の中で工夫することで、腰痛や肩こり等を軽減できるようにしたいと思いま
す。

（No.4068・灘　区） 女・40代
カイロプラクティック健康講
座

　身体の仕組みを簡単にわかりやすく説明していきます。肩こり・腰痛・膝痛は予防で
良くなります。楽しく一緒に学びましょう。

（No.8033・兵庫区） 女・50代 カイロプラクティック
　若返りは姿勢から！　あなたの身体歪んでいませんか？　スポーツ経験・知識豊富で
運動機能学を学んだ私が、姿勢評価の方法と日常にできる改善のための運動や対策
をお教えします。目指せ姿勢美人！

（No.10022・兵庫区） 女・30代 カイロプラクティック
　健康に生活するために必要なものはなんでしょうか？健康を保つためには正しい知
識が必要です。カイロプラクティックの分野から健康と姿勢の関連性をお伝えします。
正しい知識で健やかに過ごしましょう！

（No.11019・灘　区） 男・30代
カイロプラクティック（姿勢
科学）

　姿勢からくる腰痛・肩こり・頭痛等を正しい知識を身につけて予防・改善しましょう！家
庭で簡単に行える姿勢チェックやエクササイズもお教えいます。美しい姿勢で健康な毎
日を！

（No.13037・北　区） 男・30代 カイロプラクティック
　より健康な身体、美しい姿勢になるための秘訣を楽しく、分かりやすく説明していきま
す。心身共に元気になるよう簡単なエクササイズを教えます。

（No.15012・須磨区） 女・60代
カイロプラクティック（高齢
者）

　腰痛、肩こり、手足のしびれは生活習慣の姿勢によることが多いのです。症状をお聞
きし原因を探り健康体になるまで指導いたします。服用薬等の効用、副作用等もお教
えします。お気軽にご相談下さい。

（No.7036・中央区） 女・50代 東洋医学美容法
　現代病が増加する中、現代医学から予防医学へと移行しています。東洋医学では
QOLを高める養生法があります。ツボ療法や食事等の美容法は内臓も強くします。健
康の上に成り立つ美容法を生活にとりいれて下さい。

東洋医学健康法
　幼児へのツボマッサージは体質改善に、中高年層には生活習慣病及び老化の治療
と予防をめざします。体の変調を早くチェックでき、免疫力を高め、病気になりにくい体
にすることができます。

老化と認知症の予防
　認知症の原因の一つに脳疾患があります。予防や再発防止のためには、脳内血流
の改善が必要です。中国ではこうした老化と認知症の予防効果があるつぼをお教えし
ます。また健康相談も行います。

（No.14010・中央区） 女・50代 東洋医学健康法
　東洋医学の考えを元に、季節に応じた食養生の話や、家事や仕事の合い間に出来る
簡単なストレッチやツボ押しを一緒に実践します。

（No.19032・北　区） 女・60代 東洋医学健康法
　介護予防につながる東洋医学の養生法を、簡単にお教えします。老化や認知症予防
に、ツボ療法やストレッチ、手軽な薬膳等、普段の生活に免疫力を高める東洋医学の
健康法をとりいれてみましょう。

（No.20026・西　区） 女・50代 東洋医学健康法
　かんたんな日常で使える薬膳やつぼをお伝えします。ご自分や家族の健康にお役立
て下さい。栄養のある物を食べても消化できなければ健康につながりません。自宅で
出来る健康法をお伝えします。

（No.201932・灘　区） 男・40代 東洋医学健康法
　薬局で一般の方向けに販売されているスモークレスの熱くない、温かい、煙の出ない
お灸の使用方法とツボをお伝えします。また、自分で出来るセルフケアと気功を初めて
の方でも学べます。東洋のお灸文化を復興します。

女・50代（No.6066・尼崎市）

健
康

（No.13017・中央区） 女・50代
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（No.20031・灘　区） 女・60代 中医学に基づいた薬膳と経絡
　中医学に基づいた薬膳と経絡（つぼ）により、バランスがとれ、不調のない身体づくり
をめざします。

（No.201913・須磨区） 女・50代 ツボ＆お灸セラピー
　不眠、肩こり、腰痛、膝痛等の改善に役立つかんたんツボ押しや火を使わないお灸、
かっさなど季節に応じた健康法を実践していきます。かんたんで気持ちよく老化予防、
認知症予防になり、普段の生活に取り入れられます。

（No.201907・中央区） 男・40代
お灸教室　～かんたんお灸で
健康に！～

　ひと昔前はちょっとした体験の不調などでは家庭でもお灸をしていたと言われていま
す。よもぎからもぐさを作る体験やツボへのお灸をしてお灸について学びましょう！簡
単・熱くないお灸で健康体質を目指しませんか？

（No.16033・中央区） 女・60代 つまようじセラピー
　頭・眼・肩・腰・膝など、生活の中で抱える様々な痛みがつまようじでツンツンするだけ
で改善できる、とっても簡単なセルフケアを学びます。エコでカンタンな方法なのにバツ
グンの効果！ご一緒に楽しく学びましょう。

（No.201943・尼崎市） 女・40代 ハンドセラピー
　手からの癒し...あたたかくて優しい手の温もりをご自身に。テレビを見ながらでも、い
つでもできるマッサージ。ツボなどを刺激して肩こり、目の疲れの改善には、ハンドセラ
ピーはたいへん効果的です。

（No.16013・灘　区） 男・60代 脳の機能向上と認知症予防法
　誤った脳機能の情報が氾濫している中で、「～したらいいらしいよ。」ではなく、正しい
「脳機能の低下や認知症」を防ぐ方法をお教えします。

（No.201929・北　区） 女・50代 脳トレ（シナプソロジー）
　シナプソロジーは、じゃんけんや数個の簡単な基本動作に、五感からの刺激や認知
機能への刺激を与え続けることで脳を活性化するメソッドです。シナプソロジーの大き
な特徴は「脳の混乱を楽しむ」ということです。

（No.201927・北　区） 男・60代
うっかりミスはどうして起き
る？

　家庭や仕事で「うっかりミス」をします。この原因の１つに「ヒューマンエラー（加齢や錯
覚などで人間が事実を誤認する事）」があります。「ヒューマンエラー」をだまし絵や性格
診断などを交えて楽しく学びます。

（No.7014・北　区） 男・70代 健康管理
　日常生活の中で心と体のバランスを取りながら健康を維持するための心構えと充実
した気持醸成のための食生活のアドバイス、運動のポイント、睡眠の工夫など健康生
活への指導をします。

（No.17038・灘　区） 女・40代 健康セミナー　健康管理
　肩こりや腰、膝、股関節の痛みが良くなる「魔法の体操パワーライン」！！　「パワー
ライン」で健康な体になりましょう！　ぜひ体験してみて下さい。

（No.14027・西　区） 女・60代 健康セミナー（健康体操）
　長年の看護経験を生かし、医療の立場から現状の話を交え、日常生活習慣の重要
性を分かりやすく、楽しくお話します。膝・肩・腰等の予防体操を日常生活に活かせる簡
単な運動。ストレッチを実践します。

（No.18020・垂水区） 女・60代 健康で幸せに生きるために
　身体は食べ物でできています。口から材料を入れるのは自分。「幸せ」と思うのは自
分。無理矢理、思えと云われても無理ですョネ。健康と幸せは、自分次第です。方法を
学びませんか。

（No.19037・大阪市） 男・60代 入れ歯と健康
　入れ歯の不具合を徹底的に分析して、具体的に解明します。また、入れ歯の噛み合
わせによる健康状態の悪化を探っていきます。あらゆる病気の原点は歯の噛み合わ
せによって起こっている事がわかります。

（No.9008・三木市） 女・60代 50才からの健康管理法
　めざせPPK！　いつまでも動ける体づくりのノウハウ、介護サービスが必要でない生
き方を伝授します。

（No.1169・北　区） 男・80代 健康づくり
　楽しい活動的な人生を支えるものは健康です。自分に適した運動を習慣化することで
体調が整い、体への自信が積極的な活動の源となります。心と体の良い循環を高めな
がら、いきいきわくわくした人生を楽しもう。

（No.12034・北　区） 女・60代 民謡で健康づくり
　幼少の頃を懐かしんで日本民謡に触れながら健康づくりを行います。仲間と一緒に
大きな声で歌ったり民謡に合わせて楽しく身体を動かしたりします。肩こりや腰痛予
防、転倒防止に役立てます。楽しく唄い踊りましょう。

（No.8025・須磨区） 女・60代 毎朝スッキリ目ざまし体操
　毎朝起きる前、寝床で10分、整体の知識を取り入れた簡単な体操を続けていくと身体
も整いスッキリした１日のスタートができます。一緒にはじめましょう！

（No.14025・中央区） 女・50代 予防医学（健康生活）
　誰もがいくつになっても健康で自立した生活を送りたいと願っています。健康をめぐる
現状や健康に関する意識について探ります。日々生活の中で取り組んでいける食や運
動習慣についてのアドバイスもいたします。

（No.17004・中央区） 男・70代 介護予防運動
　ストレッチ、舌体操、ダ液腺マッサージ、発声等の口腔機能向上プロ、脳トレ、歌体操
を通して全身の各筋群の元気アップをはかることで、介護予防につとめます。イス体操
を中心に共に頑張りましょう。

（No.14019・西　区） 男・60代 姿勢と健康
　「健康とおしゃれの基本は美しい姿勢から」、姿勢が悪いと腰痛・肩こり・頭痛！の原
因になります。あなたの姿勢一度チェックし、健康なからだづくりをしませんか。正しい
知識を身につけて、予防しましょう。

（No.201934・北　区） 男・30代
ピラティスで身体メンテ　健
康・美しい姿勢

　姿勢や身体の歪みを整えることで、身体の不調は改善できます。ピラティスの動き
は、肩こりや腰痛、膝や股関節の痛みを解消していきます。また、ダイエット効果も抜群
です。みんなで身体メンテ、はじめませんか？

（No.17005・北　区） 男・60代 正しい姿勢と歩き方
　美しく正しい姿勢づくりからはじめます。姿勢無料診断、３次元グラフで説明、アドバイ
ス、日常生活で簡単にできる運動を勉強し100歳になっても歩ける身体づくりを目指し
ます。

（No.19018・明石市） 男・50代
ウォーキングチェック＆安全
歩育のススメ

　生活体力向上には普段から歩くことからですが、安全でない歩き方をすれば逆効果。
歩行分析をおひとりずつ行い、その解説をフィードバックして、ウォーキングエクササイ
ズを行います。

（No.201910・明石市） 女・40代
猫背改善・スタイルアップ！
健康美ウォーキング

　猫背改善・スタイルアップ！姿勢・歩き方の講座。きれいな姿勢と歩き方のコツをお伝
えします。歩き方が美しくなる簡単なエクササイズも行います。見た目にも健康にも美し
い歩き方を体験してみませんか。
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（No.201802・須磨区） 男・70代 人工関節について
　高齢化社会に伴い一層身近となっている人工関節の置換手術について、人工関節と
はどんなものか、どんな時適用となるのか、どんな手術で術後はどうなるのか、などに
ついて開発経験者がわかり易く解説します。

（No.13006・大阪市） 男・70代 靴（健康）
　足は自然科学そのもので骨格構造の巧みさは他に類を見ない。その機能を知ると啓
蒙されることが多い。加齢と共に靴の為に足を壊す人が多くなるが、靴と足の科学を知
り謙虚な気持ちで靴を選ぶと快適に歩行ができます。

（No.19004・兵庫区） 男・40代 ストレスマネージメント
　ストレスの原理、種類、対処法などについて楽しく学べます。また、本業の鍼灸師とし
ての知識や経験から、ストレスマネージメントに鍼灸が有効な理由についても。自律訓
練法や筋弛緩法などの実習つき。

（No.13017・中央区） 女・50代 ストレス解消
　過度のストレスは、健康に悪影響を与えるだけでなく、免疫力の源となるリンパ球が
減少してしまう。免疫機能が低下すると、がん細胞の発生まで招いてしまう事になりま
す。免疫機能を高めるツボを教えていきたいです。

（No.14030・中央区） 男・40代 きこえの健康
　多くの方が耳鳴りがする、聞こえにくいといった耳の悩みを持っています。本講座で、
きこえのしくみ、補聴器の役割や選び方等分かりやすくお話します。耳を知って笑顔の
ある生活をしましょう。お手伝いします。

（No.13032・京都市） 女・70代 フットマッサージ
　足のツボは、体全体の大切なツボがたくさんあります。膝から下、足の裏までのマッ
サージをします。

（No.13008・垂水区） 女・60代 ベビーマッサージ
　ベビーマッサージを通して母子の絆を深めましょう！赤ちゃんの成長にも素晴らしい
効果を期待できます。産後の育児に不安なママも赤ちゃんの喜ぶ顔を見て、楽しく元気
になれますよ。

（No.15024・東灘区） 女・60代 ベビーマッサージ
　赤ちゃんに語りかけ触れ合うベビーマッサージは、親子の温かいコミュニケーションで
す。赤ちゃんの心と体がすくすく育つサポートをしながら「絆作り」と「思いやり」の子育
てを一緒に楽しみましょう。

（No.201810・東灘区） 女・30代
ママとベビーのヨガ＆ベビー
マッサージ

　ベビーちゃんのごきげんにあわせて親子のふれあいを大切にするヨガ、ベビーマッ
サージを行います。肩こりや腰痛などのトラブル改善、育児のリフレッシュをしていきま
しょう。

（No.5065・灘　区） 女・40代 リズム・表現遊び
　家庭でできる表現遊びをテーマに身近な何かを思い浮かべ自由に表現します。きっと
体と心の緊張が和らぎ楽しい気分になれます。「あそび」の中から自分らしい表現方法
を見つけ自己の表現力を養うきっかけにしましょう。

（No.18002・北　区） 女・50代 親子遊び
　親子で手遊びやふれあい遊びを楽しみませんか？リトミックや簡単な工作をしたり、
季節の歌も歌ってみましょう。最後には子供達の大好きなパネルシアターやエプロンシ
アターもあります。さぁ、一緒に遊びましょう！

（No.4029・兵庫区） 女・80代 保育・子育て
　幼児教育ボランティア活動の体験をまじえ、市民のグループ活動やイベント等の手助
け・保育等をしたいです。介護のボランティアもさせてもらっています。

（No.1226・加古川） 男・80代 子育て 　幼児期における子育てのあり方を、事例をあげながらお話したい。

（No.5015・灘　区） 女・50代
子育て・赤ちゃんの言葉のプ
ロセス

　赤ちゃんはまだ話せないと思っていませんか。生まれて初めてオギャーと泣いた時か
ら次第に赤ちゃんは色々な声を出しはじめます。赤ちゃんの素晴らしい力を改めて考え
てみませんか？

（No.10030・垂水区） 女・80代 子育て 　子育ての悩みの相談や孫とのかかわりについてお話ができたらと思います。

（No.6038・中央区） 女・80代 子育て支援
　子ども達が力強く生きるための支援、母親教育・父親教育・子育て・孫育てなどの語り
合い、また講演活動。

（No.15054・垂水区） 女・70代
子育て支援（不登校・発達障
害）

　不登校は、誰にでも起こり得ると言われるが、その理由は様々。子どもたちの心は傷
ついている。子ども理解と寄り添いの中で、多様な生き方を認める社会を築いていく事
を考える。発達障害の話も含めてお伝えしたい。

（No.13044・垂水区） 女・60代 子育て
　子育てに役立つコーチングや心理学のエッセンスを学ぶ体験型セミナーです。ママが
子育てを楽しむための心の持ち方、子育てが楽になるコミュニケーションスキルをお伝
えします。

（No.19031・灘　区） 女・50代 子育て
　子どもの叱り方・関わり方が分かり、今後の子育てに役立つ親子のコミュニケーション
をお伝えします。自分の気持ちの整理もできて、子どもとの会話のポイントやコツをつ
かめます。

（No.201926・西　区） 女・70代 子育てと絆
　子どもと大人との「愛着の絆」は人を信頼する力になり、子どもの心や脳の発達に欠
かせないものです。青年期に社会に巣立って行くためにも重要なものです。そんな「愛
着の絆」づくりについてお話したいと思います。

（No.6009・須磨区） 女・60代 母乳育児
　子育ての原点は、母乳育児からと思います。母乳育児の効用、母乳を出すための工
夫を、助産師の立場からやさしく説明します。「おっぱい」で子育てしたいお母さんたちと
楽しく語りあいましょう。

（No.1086・中央区） 男・80代 万一の場合の各種届けの方法
　家庭生活の中の危機管理を考え、家族に万一（葬儀）のことがあった場合の手続き、
年金、健康保険、生命・損害保険等の手続きの仕方や終末医療の考え方、エンディン
グノートの作り方等、身近なことをお話します。

（No.6010・灘　区） 女・60代 ライフプラン
　高齢社会において＝楽しく生き生きと老いに寄り添い、自ら未病を志して余生ではな
く第三の人生を自らの意志と感性で過ごしたい＝そんな思いをのせてPPKサロン（ピン
ピンコロリを目指す会）を企画いたしております。

（No.201811・中央区） 女・50代 ライフプラン
　100年人生とも言われる長い人生を、長期的視点から先々のライフイベントを見渡す
と、計画的資金準備がし易いのです。その具体例を基本から、共に考え実現、確認す
る場を創っていきましょう。
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（No.201833・垂水区） 男・50代 金融教育
　株式投資の基本や魅力について認定テクニカルアナリスト資格者が初歩からわかり
易く教えます。誰でも簡単に取引方法を学べ、スグに使える分析法で安全な投資を楽
しんでもらえます。

（No.201806・垂水区） 男・60代
ファイナンシャル・プランニ
ング

　ライフプラン及びリタイアメントプランを作成する上で、概要を学びます。ご要望による
モデルケースからのキャッシュフロー表の作成を通じて基本的知識を習得します。

（No.14004・大阪市） 男・50代
シニア世代のライフマネージ
メントのコツ

　シニアライフワークの“いざ”という時（介護、入院、など）のために、マネージメントの
必要性を実体験をふまえながら説明します。

（No.201902・灘　区） 男・50代 子育て世代のお金の勉強会
　子育て世代の為のお金の勉強会を行います。・世帯主の方に万一の事があった場合
の公的保障のしくみについて、・主婦の方がパートで働く場合の注意点について、大学
等への進学マネープランについて、などお話しします。

住まいづくり
　やさしいクイズを通じて、エコライフ、幸せな家庭環境とは何か等を考え、住まいの正
しい役割や環境を勉強します。リフォーム、住まいづくりを具体的にお考えの方には目
標の設定、管理、達成のお手伝いを致します。

住まいと環境
　アトピー・シックハウス症候群等現代は人工環境からくる弊害。これを人間も本来自
然環境動物である視点から、住まいの環境を通じその原因、対策、改善を、やさしくク
イズをしながら皆さんと一緒に勉強していきます。

（No.18003・中央区） 女・60代 住まいづくり
　暮らしのベースになる住まいを、自分で考え工夫することで生まれる充実感をご提案
します。聞いて観て体感することで得た知識を、住まいづくりに生かしてより多くの幸せ
を掴みましょう。

（No.16022・西　区） 男・70代
住まい（建物の耐震及び維持
管理等）

　建物の耐震について「地震力」を知り、備える事が大切です。日常の住居メンテナン
ス方法のポイント（基礎・構造）や、防腐、防蟻等建物の健康診断方法を「知り、備える」
長期維持管理についてお話致します。

（No.15004・長田区） 男・50代 日曜大工
　ホームセンターで木材を切ってもらって、あとは接着剤や木ねじで組み立てるだけで
イメージどおりのものが出来たらいいですね。そのための設計方法や切ってもらうのに
必要な「部品一覧表」の作り方を覚えましょう。

（No.1041・北　区） 男・70代 執務エチケット
　現在、一般的に物の豊かさに引き替え心の豊かさが欠如していると叫ばれています。
家庭での躾け、学校での道徳教育を考える時、日常のエチケットを身につけて明るい
健全な社会を築くための相互学習をしたい。

（No.10022・兵庫区） 女・30代 マナー（接客・ビジネス）
　相手を思いやる気持ちを大切に、顧客満足を考えます。「心の接遇」をテーマに好印
象を与える５つのポイントを中心にお伝えします。

（No.7031・灘　区） 男・60代 コミュニケーション
　「今、ここに、あなたといること・・・」精神対話士として８年に渡る心の対話活動の体験
から、身近な人間関係（夫・妻・子供・職場・地域等）の中で、幸せになる聞き上手なコ
ミュニケーションについてのご提案です。

（No.6019・東灘区） 女・60代 コミュニケーション
　ちょっとしたコツで人間関係はうまくいきます。明るく生き生きとした毎日を過ごしたい
ですね。まず自分自身を知る事で人も知る事ができます。カウンセラーとしての経験か
ら思いが伝わる素晴らしさをお伝えしたいのです。

（No.13044・垂水区） 女・60代 コミュニケーション
　コーチングや心理学的アプローチで、自分自身の内面や他人とのコミュニケーション
のとり方をお伝えします。コミュニケーション力がつき、ストレスにも強くなります。

（No.201819・西　区） 女・50代 コミュニケーション
　身近な人（夫、妻、親、子供）の話をしっかり聴けていますか？気持ちが伝わっていま
すか？聴く力、気持ちを上手に伝える力が身につくと、相手との距離が縮まり不平不満
が解消し、コミュニケーション力もUPします。

（No.20034・中央区） 女・50代 コミュニケーション能力UP
　自分を上手く表現するための効果的な武器であるお喋りを通して長所を伸ばしながら
苦手意識を取り除く為の実習中心の短期集中カリキュラムでコミュニケーション能力の
アップを目指します。

（No.5065・灘　区） 女・40代
話し方（コミュニケーショ
ン）

　「脱３か条」の恥ずかしい・自信がない・どうしようを取り除くことが最大のポイントで
す。複数のディスカッション方式により自己の長所や短所、癖を発見することが、楽しく
生き生き話せる「きっかけ」を作ります。

（No.9008・三木市） 女・60代
話し方（コミュニケーショ
ン）

　話し方は、人間関係にはとても大切な手段です。あいさつの仕方・言葉遣い・態度・身
だしなみ等、子どもから大人まで基本的な指導を的確に分かりやすく楽しくお伝えいた
します。ご利用ください。

（No.11025・垂水区） 女・80代
話し方（コミュニケーショ
ン）

　一番小さくて一番大切な社会である家族。近すぎてルールを忘れがちです。些細な言
葉のすれ違いが、家族や友人の不信感を生みます。相手の心に届く話し方を一緒に勉
強したいと思います。

（No.15033・灘　区） 女・70代 イキイキ話し方
　いざという時に明るくさわやかに自分の考えをきちんと表現する人を目指します。発
声・スマイルトレーニングをとり入れながら楽しく自分磨きをする講座です。脳のアン
チェイジングにもなります。

（No.18015・中央区） 男・30代 正しく美しい発声・発音
　朗読、人前で話す事が多い方はもちろん、日常会話をきれいな発音でと思う方に、ア
ナウンサーが訓練で使用する教材等を使いレッスンします。スキルUPに役立ててくださ
い。

（No.13044・垂水区） 女・60代 自分再発見
　コーチング、心理学的アプローチにより、自分自身の魅力、強み、夢を再発見してい
きます。婚活、就活にも役立ててください。

（No.17026・西宮市） 男・70代
コーチング・ファシリテー
ション

　コーチング＆ファシリテーションを使ってのコミュニケーションを円滑にするノウハウを
取得できます。人とのコミュニケーションは社会生活に必要不可欠であり、うまく人と会
話ができない人のためになります。

（No.16033・中央区） 女・60代 『心のクセ』カウンセリング
　ストレス、体調不良、トラブルは心のクセから生まれます。チェックシートからご自身の
心のクセ（形）を発見しましょう。自分や相手の心のクセがわかると心も体もとても軽くな
り人間関係もウソのように楽になります。
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（No.1121・明石市） 女・70代 テーブルコーディネート
　「家庭のテーブルをすてきに」　なにげない食卓、いつもながらの食器がちょっとしたア
イデアでイキイキと輝きだします。ご家庭で気軽に楽しめるホームパーティの開き方等
ご一緒に楽しみながら学びましょう。

（No.1248・西　区） 女・50代 テーブルコーディネート
　女性としての魅力アップにも繋がります。テーブルコーディネートの世界をご紹介し、
テーブルマナーや食の歴史又テーブルウェアーのお話等、テーブルコーディネートの奥
の深さを知ってください。

（No.2057・中央区） 女・50代 カラーコーディネート
　パーソナルカラー（似合う色）についての講義と診断。メイクアップの指導。トータル
ファッションのアドバイス。色彩についての指導（色彩心理、配色、その他）

（No.4036・西宮市） 女・60代
パーソナルカラーコーディ
ネート

　34色のカラードレープを使って、お肌の色からお似合いのカラーを診断し、メイクや
ファッション指導をさせて頂きます。お顔に一番似合う色をみつけて、おしゃれ上手にな
りましょう。

（No.5042・長田区） 女・50代
色彩学入門（カラーコーディ
ネート）

　生活の中で楽しむカラーコーディネートや、色彩に関する雑学などの色彩体験から色
彩検定の１～３級の対策講座等、ご要望に合わせて対応します。色彩学入門、スキル
アップのお手伝いを致します。

（No.13050・北　区） 女・40代
カラーコーディネート・色彩
心理

　色のパワーをご存知ですか？似合う色で素敵に輝けます。気になる色で心のメッ
セージが分かります。色でコミュニケーション上手にもなれます。色の魅力をご一緒に
体感してみませんか？

（No.16016・中央区） 女・50代
パーソナルカラーコーディ
ネート

　似合う色調、パーソナルカラーの理論とドレープを使っての診断で生き生きと輝くあな
たに出会いましょう。メイクやファッションのアドバイスも致します。似合う色を見つけて
おしゃれを楽しみませんか。

（No.6066・尼崎市） 女・50代
色彩心理とカラーコーディ
ネート

　ご自身を外からも内からも美しく魅せる色を見つけましょう。インテリアの色を変えて
ストレスを和らげたり、リメイクや服の色で心をケアしながらセンスアップしたり…。色を
上手に活用するコツをご一緒に学びませんか。

（No.18025・須磨区） 女・40代 メイクアップ
　忙しい朝のメイク時間が少しでも短くなったら。簡単なメイク法が知りたい。時短メイク
のコツやポイントをわかりやすくお伝えします。簡単なのにキレイ。毎日のお出かけや
人に会うのが楽しくなりますよ。

（No.201921・兵庫区） 女・60代 眉デザイン
　女性はいくつになっても、美しくありたいと、心の中で願っております。自分自身の手
でデザイン出来れば、化粧しなくても楽しくすごせます。一度挑戦してみませんか。

（No.15016・中央区） 女・60代
呼吸洗顔法・呼吸法・フェイ
スアップメイク法

　心身共に健やかにし、ストレスを解放するための呼吸法・顔にかかったマイナスの力
を解放し、本来の美しい表情をとり戻すための呼吸洗顔とフェイスアップメイク法など毎
日実践できるものをお伝えします。

（No.201923・垂水区） 女・60代 お顔のケアとメイク法
　“開顔法”という新しい男女問わないメイクと瞑想をベースにした健康法をお伝えしま
す。心と体を健康で意欲的であるはずの自分バランスに整えていきます。心地良いリラ
クゼーションも味わいながら強運メイク力アップ。

（No.16033・中央区） 女・60代 エステセラピー
　サロン通いと同じくらい、5歳以上若々しい美肌を手に入れる美容レッスンです。きれ
いになるための美容理論・ツボ・エステ技術を学びます。エコで簡単なのに抜群の効
果！一緒に若さと綺麗の近道を手に入れましょう。

（No.18028・兵庫区） 女・50代 天然石の効果的な選び方
　自然の恵みの天然の石がもつ色や石の素材からの人への効果・効能。パワーストー
ンとして知られる石の意味等、本物の人工的なものの見方や感じ方をお伝えします。
自然を身近に感じ、心身に生かす方法をお伝えします。

（No.201816・西　区） 女・60代 タネだんご
　泥んこ遊びの感覚で土をこねて丸くダンゴにして、その中に色々な花のタネを入れ込
みます。空地や花壇、庭に色とりどりの花を咲かせましょう。土に触れながら花や緑を
育てる楽しさを幼児から高齢者まで体験できます。

（No.201819・西　区） 女・50代 心のセルフケア
　心理検査で、自分の性格と潜在意識を知り、本当の自分を発見します。今の状態を
知ることで、生き辛さから解放され、理想とのギャップに気付き修正することで、こうあり
たいと思う自分に近付いていくことができます。

（No.201920・西　区） 女・40代 ねりきり和菓子
　ねりきり飴で季節のモチーフを成形します。生地はご用意しますので、調理室は必要
ありません。机をご準備いただければ、どちらででも体験いただけます。かわいく、美し
い、ねりきりをわいわい楽しく作りましょう。
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（No.1093・中央区） 男・60代 環境問題
　環境問題とは、そもそも何かという根本から見直し、環境問題全般を広く考え、身近
なところから、自分達に出来ることを、共に考えていきましょう。

（No.15030・長田区） 男・60代 環境問題
　各場面で、クイズやゲームを楽しみながら、環境問題を考え、自らの問題として体験
する機会を提供する。そして、自然環境、生物多様性の大切さについて理解を深め、
次世代を担う子どもたちを育てましょう。

（No.3015・東灘区） 男・70代 環境
　アトピー、シックハウス症候群等現代は人工環境からくる弊害。これを人間も本来自
然環境動物である視点から、住まいの環境を通じその原因、対策を、やさしくクイズを
しながら皆さんと一緒に勉強して行きます。

（No.12023・東灘区） 男・60代 地球環境問題
　環境問題は身近な事から地球的スケールまでにも及んでいる昨今です。私気象コン
サルタントとして、特に地球温暖化の現状と今後の問題点・対策を中心に提言し、皆様
とご一緒に考えていくことを願っています。

（No.18038・北　区） 女・60代
環境（ダンボールコンポスト
作り）

　ゴミを分別していく中で、燃えるゴミの大半が生ゴミであり、水分量が多く燃えにくいの
で生ゴミを減らすためにダンボールコンポストを作って減量作戦の普及をしていきたい
と思っております。

（No.4050・垂水区） 女・70代 環境（古布ぞうりづくり）
　身近な問題になってきました地球の温暖化問題。古い布をゴミにせず、日本の文化で
ありますわらぞうりの手法で、室内履きになる布ぞうりに作り変えてみませんか。皆さん
とお話しながら作りましょう。

（No.18039・北　区） 女・50代 環境（布ぞうり作り）
　古い服、バスタオル、シーツ等を使って、日本文化であるわらぞうりの手法で、履き心
地の良い布ぞうりを作ってみましょう。物を大切にしていた時代を考えながら現代の使
いすての物にあふれた時代を考えて欲しいです。

（No.12041・東灘区） 女・80代 アイデア　リメイク
　生活スタイルの多様化、価値感の変化を楽しくアイデアをキーワードに作品制作す
る。現在は和布も処分されることも多く、日本の伝統文化や資源の活用化を考えていき
たいと存じます。

地
域 （No.14004・大阪市） 男・50代 まちづくり支援

　各地域の取り巻く環境・課題を考えながら、各地域の財産（人・文化・史跡等）を掘り
起こしながら地域社会における新たな仲間づくりとまちづくりについて、皆様とご一緒に
考えお手伝いができることを願っています。

（No.14025・中央区） 女・50代
高齢者福祉（介護・介護予
防）

　健康的な老後を過ごすにはどのようなことに気をつければいいのか、また認知症の
方とどのようにコミュニケーションをとればいいのか、さまざまな高齢者の生活問題につ
いて共に考えます。

（No.18029・垂水区） 女・50代
高齢者福祉（認知症予防と音
楽療法）

　ハンドベルを演奏したり、音楽に合わせてボディパーカッションなどをしながら、皆さん
と楽しく音楽を感じて頂き、頭を使って楽しく認知症予防をしていきましょう。

（No.19004・兵庫区） 男・40代 認知症予防と健康体操
　国立長寿医療研究センターが開発した認知症予防運動プログラムを用い運動と認知
課題（計算、しりとりなど）を同時に行いましょう。運動は苦手、という人もOK！一緒に
始めてみませんか？

（No.19005・中央区） 女・50代
高齢者福祉（デイサービス・
お習字）

　デイサービス・レクリエーションのひとつとして、筆で何かを書いてみませんか。好きな
文字、季節の花や言葉など、皆さんの書きたいものを半紙いっぱいに、自由に表現し
てみてください。

（No.1005・東灘区） 女・70代 介護
　ホームヘルパーの活動から介護のテクニックを知りました。皆さんも、知りたくはあり
ませんか。

（No.15004・長田区） 男・50代 介護
　介護は専門家が決めた通りに受けるものだと思っていませんか？　介護サービスの
種類や特性を理解することで、本人や家族の性格や事情に合ったプランを自分で作り
ましょう。そのために必要な知識や手順を伝授します。

（No.18015・中央区） 男・30代 在宅介護のヒント
　人間は老後も住み慣れた地域、家庭で生き、最後を迎えるのが一番幸せではないで
しょうか。しかしそれには知識が不可欠です。その知識を訪問介護士の経験から共に
考え、助言したいと考えています。

（No.2014・西　区） 男・80代 家族介護を考える
　年老いた親、伴侶が倒れ寝たきりになったらどうするか。78歳で百歳の母を看とった
体験（主として失敗）をお話し、自宅での介護、福祉施設に入所した場合、そのつき会
い方、私の体験をお話し、介護のあり方を。

（No.7031・灘　区） 男・60代 高齢者介護
　精神対話士として長年施設等で高齢者の心のケアに取り組んできた体験から、高齢
者、特に痴呆性高齢者との心の通い合うコミュニケーションの実際について、基本的な
心構えや対話の手法等をお話したいと思います。

（No.1041・北　区） 男・70代
ボランティア活動を通して健
康と生きがいを求めて

　何を背景に活動しているか。何のために生きるか。どんな具体的活動をしているか。
特技・興味活動に生かして選ぶ。活動デビューを楽しむ、メリットは、活動を進化させる
素材は何か。有意義な実りある健康人生を考える。

（No.1086・中央区） 男・80代 危機管理・防災指導
　自分の身は自分で守るのが防災の基本ですが、地震・火災水害など地域・家庭・個
人としての危機管理の講演と、てんぷら油とアルミ缶を利用して停電時に安全な「非常
のあかり」の作り方などをお教えします。

（No.4050・垂水区） 女・70代 震災を語りつぐ
　阪神淡路大震災を長田区で体験し、又、震源地淡路の実家の様子などを見て学んだ
事等をベースに、最近の大型化する自然災害に対して備えるとともに、家族と防災、減
災の情報を共有することの大切さを学びましょう。

（No.9018・垂水区） 男・70代 防災・震災
　震災ボランティアの体験談。阪神淡路大震災、新潟県中越大震災の双方の長期的ボ
ランティア活動を重ねてきました。その体験を通したボランティア論をお話します。（自称
ひまわりオジサン）

（No.12023・東灘区） 男・60代 防災・震災・気象災害
　震災は忘れた頃にやって来るという言い伝えがありますが、阪神・淡路大震災以来国
内外において大地震が続発しています。私の気象コンサルタントとしてのノウハウと阪
神大震災の体験をもって防災に提供します。

（No.12051・三木市） 男・70代 防災・震災
　特に地震での防災・減災の方法や、日頃の取り組み方、防災教室など具体的に学ん
でいたたきます。また、阪神・淡路大震災の語り部として、各地に出かけて活動してい
ます。
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（No.17028・垂水区） 男・70代 防災を考える
　自然災害は備えをすることで、被害が少なくできます。神戸では大震災を経験しまし
たが、最近は備えが甘くなりがちです。家庭の中で今すぐできる防災対策を手始めに、
防災について改めて考え、行動していきましょう。

（No.16022・西　区） 男・70代 危機管理・震災について
　阪神大震災より学んだ事や、地震時の震度による建物へ及ぼす影響について、事前
知識を知る事が大切と思います。日常から自宅建物や地域周辺の事を知る必要性等
について体験を通してお話します。

（No.16032・垂水区） 男・50代 DV防止
　DV防止授業をつうじ、暴力を止めようと呼びかけます。自律訓練法をまじえながら、
皆さんが常識として思い込みを多く持っている事に気付き、新しい考え方や価値観を学
んでいただけたらと願っています。

（No.1041・北　区） 男・70代 働くことの目的と意義
　コープ神戸での私の経験を通して職業について考えよう。①中学生時代の自覚「今
日が大切だ」。②なぜ働くのか。③学校生活と職場生活の違い。④仕事は大変だ等、
子供達の将来の夢や希望につなぎたい。

（No.14004・大阪市） 男・50代
働いて人として生きること
人生設計、就活進路指導

　大学や専門学校で多くの学生へ就活指導しています。自身の人生設計など組み立て
ながら将来をみすえ、就活、進路指導します。また現在、社会人の方も指導します。

（No.1202・東灘区） 男・60代 就職・進路指導
　大学や専門学校で多くの学生へ職業指導をしてきました。どこで働くかではなく、まず
何がしたいのか？自分の適性は？などを分析し、自分にあった仕事探しを指導しま
す。また、現在社会人の方にも指導します。

（No.201805・須磨区） 男・70代 就職・進路指導
　大学でキャリアの指導をしてきました。キャリアは仕事人生だけでなく、人生の生き方
を意味します。そのためには自己と社会のことを知り、人生目標を設定します。そして
実現可能な戦略を立て行動計画を考えます。

（No.1041・北　区） 男・70代 対応業務
　明るく楽しい販売促進をするためには、すがすがしい応対が必要です。話し方、姿
勢、服装、日常の心がけ等の勉強が大切です。心と心のベルトをかけ、生活に夢と幸
せをもたらす販売促進の話し方を広げていきたい。

（No.13023・垂水区） 男・60代 消費者問題
　消費者問題全般（悪質商法・アダルトサイト・出会い系サイトの不当請求・ネット通販
のトラブル等）の消費者行動から見る消費者心理を具体例を用いて解説します。

（No.201917・東灘区） 男・60代 経営
　社会の持続的発展に不可欠な消費者志向経営について、わかりやすくお話ししま
す。消費者志向経営は「売り手よし　買い手よし　世間よし」で知られている近江商人の
三方よしとも相通じる考え方です。

（No.11003・北　区） 男・50代 経営・コミュニティビジネス
　組織（チーム）の目標の立て方、組織の運営のあり方などを、コーチングとコンサル
ティングの手法で指導します。組織（チーム）の場合は、リーダーが参加して下さい。小
さな会社・お店・個人の目標設定も対応します。

（No.201902・灘　区） 男・50代 経済ニュース
　経済ニュースを会計的視点で解説します。日銀の金融緩和とは具体的にはどの様な
事か、企業が溜め込んでいる留保金とはどの様なものか、など、会計知識の無い方が
理解できる様わかりやすくお話しします。

簿記・会計
　初めて簿記の学びをされる方でも、分かりやすくお話させて頂きます。まずは３級の
資格取得を目指してみませんか。また会計実務も学べます。例えば、基本的な実務演
習も行います。

経営　コミュニティビジネス
　企業・NPOなどの団体の経営、運営の指導手法。健全経営をどうすればよいか？組
織としての広報・人事・運営戦略、助成金調達などまでの総合的なコンサルティングを
含めた指導、教授はできます。

異文化の理解
　世界各国と日本とは異なる風俗・習慣　①アジア諸国…韓国　中国　インド　サウディ
アラビア等　②ヨーロッパ諸国…イタリア　スイス　ドイツ　フランス等　③アメリカ諸国…
カナダ　アメリカ　スエズ　キューバ　ペルー等

日本人の常識・非常識　－国
際化時代における－

　世界地図　左尊右卑　右回り左回り　トイレ　西暦　鰻　紅茶　コーヒー　犬料理　猫料
理　０か１か　外国人料金　王・天皇　クリスマス

国際理解
　世界には３つ４つの言葉が日常的に話されている国がある。ゲームや音遊びを中心
に世界には色々な言葉があることを知り、コミュニケーションの根本的な力を肌で感じ
楽しく過ごす。

国際交流
　21世紀世界はどんどん狭くなってきています。100ケ国の方々とホームステイや出会
いを通じて肌で感じてきた事を楽しく話します。

（No.12043・垂水区） 男・70代 国際交流
　主に、タイ国民の考え方、国民性について、又仏教と王様に対する国民の接し方等に
ついて、分かりやすく楽しくお話します。タイに出かける前に、又座学としての見聞を広
めるためにも役立ちます。

（No.201925・西　区） 男・70代 国際交流と日本語
　英語学習が盛んだが学習容易な言語もある。交流相手国により使用言語が違う。一
方、日本への興味や留学等で世界的に日本語学習者が急増。話すだけなら日本語は
簡単なので国際交流の共通語に非常に適している事を話す。

（No.4004・東灘区） 男・70代 現代中国問題
　同文同種という先入観から来る中国観でなく、異文化の国という理解を前提として、
現代中国や中国人への認識を深め、日本人との間の具体的問題を中国語の理解も含
めて、学習するお手伝いをする。

（No.1110・灘　区） 男・80代 アジアの話 　アジアとは　世界の中のアジア　46ケ国の概要　宗教・言語・民族・風俗・習慣

（No.6087・垂水区） 女・60代 在日外国人問題
　在日外国人、国際結婚された方々のアドバイザーとして活動してきました。子供の教
育問題、文化・習慣の違い等で様々な悩みが生活の中で出てきています。これらは日
本社会の問題でもあります。一緒に考えてみませんか。

（No.12043・垂水区） 男・70代 生涯学習
　64才で一心発起し、タイ国でのボランティア日本語教師とタイ北部・アカ族支援を通し
ての「生涯現役人生」についてお話します。又タイ国でのロングスティについてもアドバ
イスさせて頂きます。
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（No.11025・垂水区） 女・80代 人生の忘れ物は？
　子供の頃夢に見た人生はありませんか。現実に追われて置き忘れた夢はないでしょ
うか。温存している体力知力を生かし改め挑戦して明るく最後の見栄を切ってみません
か。時間を友にして美しい花を咲かせましょう。

（No.8009・灘　区） 女・70代 幼児教育
　心もからだも元気でしなやかな子どもに育てるためにご一緒に話し合い、時には身体
を動かしてみましょう。

（No.13014・兵庫区） 男・60代 幼児教育
　幼稚園、保育園を訪問し、各クラスごとに歌、リズム遊び、絵本の読みきかせ、腹話
術などで幼児の感受性を養います。特に童謡の歌唱指導は多くの幼稚園、保育園で
高い評価を得ています。

（No.18029・垂水区） 女・50代 幼児教育
　幼稚園・保育所を訪問し、長年指導してきた楽器のアンサンブル指導にお役に立て
れば…。また、リトミックやボディパーカッションなどで楽しく音楽を好きになるお手伝い
が出来れば…と考えています。

（No.15018・明石市） 男・60代 幼児教育・環境教育
　私たちの暮らし、ライフスタイルが地球環境を守ることもあり破壊することにもなりま
す。実践にどんなことを実践できるかを幼児から児童生徒、大人の皆様と一緒に考え
ながら学習していきます。年間50回以上活動中。

（No.201902・灘　区） 男・50代 子供の為のお金の勉強会
　子供の為のお金の勉強会を行います。小学校高学年を対象に、銀行の貸出による貨
幣創造や生産性の向上など経済のしくみを簡単なお芝居を小学生にやってもらうこと
で、楽しく簡単に理解してもらいます。

（No.1226・加古川） 男・80代 高齢者教育
　生き生きと長生きするため、学びつづけることの大切さを、脳のメカニズムとの関連に
おいてお話したい。

（No.8006・北　区） 女・60代 障害児教育
　音楽の好きな子はもちろん、音の苦手な子にも他人と一緒に生きていることを知り、
人との関わりを楽しんでもらえるよう、遊びを通して学び合い、支援します。ご家族の方
も心を開放して楽しみましょう。

（No.1202・東灘区） 男・60代 進学指導
　21世紀に向けて、これまでのように学校名を中心とした進学から学習目的を考えた進
学が必要となってきています。多くの経験から、これらの進学指導を実施したいと思い
ます。社会人の進学にも相談に応じます。

（No.5065・灘　区） 女・40代 子育てサークル活動
　子育て中の母親が自分らしさを見つけ、地域社会での居場所づくりや仲間づくりをす
ることは、子育てを楽しむ為のポイントと考えます。その大切さや方法について同じ母
親の立場で皆様と共に考え学び合いたいと思います。

（No.5041・北　区） 男・70代 教育（全般）
　文部科学省が全国の－小・中学生を持つ親のために－発刊している「家庭教育ノー
ト」の小冊子に基づいて、その内容を説明、解説することにおいて子供の教育、親自身
の在り方を再確認して学んで頂きたい。

（No.10015・北　区） 男・80代 教育全般
　事例を含めた話と対象者に合わせた演習を通じ、一般社会人、高齢者、主婦、若者
諸君等「学ぶ」ことを必要としている人々に、一緒になって自己啓発を支援します。

（No.17027・東灘区） 男・60代 今日の教育問題
　今日、教育にまつわる問題は多種多様です。受講生と意見交換し、関心のあるテー
マを選び、資料採集し、調べた結果を発表し合い、時には議論して、今日の教育につい
て深く考えてみたいと思います。

（No.19034・須磨区） 男・30代 臨床心理学
　臨床心理士として医療、教育、矯正領域で活動し、歌を交えた楽しい心理学講演でテ
レビや新聞等にも出ております。心の理解、学校や職場、家庭での対応、非行犯罪に
ついてなど、心理学全般、お気軽にご相談下さい。

（No.6001・中央区） 女・60代 マナー教育
　身嗜み、お辞儀、挨拶、茶菓の出し方・いただき方、食事（和・洋・中等）、電話、物の
扱い方、履き物の扱い方、椅子の立ち座り、ドア・引き戸の開閉、冠婚葬祭等実技中心
で実施。

（No.13023・垂水区） 男・60代 マナー教育（電話応対）
　ビジネスの現場においても、敬語や謙譲語の使い方が乱れてきています。ビジネス電
話応対事例を通して、正しい使い方を勉強していきます。

（No.16033・中央区） 女・60代
販売・サービスにおける接客
応対

　お客様が店舗や商品を選ぶのも、欲しいと思い購入しお金を払うのもすべて人の
『心』が決めています。お客様に満足を提供するための考え方や行動の型などを学び、
おもてなしの心とかたちを育てる講義と実習をします。

（No.1100・灘　区） 男・90代 環境教育
　近年、環境問題に対する市民の関心が高まっている。この様な時に、今一度、自分
の身近な暮しの中から環境を考え、神戸の宝・財産である「六甲山系の山々」の自然
や歴史、文化などの環境に目を向けてはいかがでしょう。

（No.6050・芦屋市） 男・60代
文字によるコミュニケーショ
ン（文章術）

　コミュニケーションとは、思想の交換・伝達であり、論理的抽象的思考が基礎的能力と
して必要不可欠。演繹（えんえき）的推論という厳密な文法にのっとり、思考力基礎とし
ての言語活動である文章能力を高める。

（No.6009・須磨区） 女・70代 エイズ教育（性教育）
　国際ボランティアをしている助産師の立場から、映像でエイズ予防教育をしていま
す。パート・で医学的に説明し、パート・でエイズが訴える“人生の価値”や“生命の尊
さ”などをみんなで考えあいたいと思います。

（No.5036・北　区） 男・70代 防火、防災教育、指導
　防災の第一線部隊である消防署において、長年にわたって培った経験や体験を多く
の皆さんに知っていただき、また体で知っていただくことにより、地域防災力の向上に
役立ててもらい、かつ、安全な家庭生活を送ってほしい。

（No.16022・西　区） 男・70代 防災教育、震災体験の継踵
　阪神淡路大震災の体験から建物応急危険度判定より耐震方法を知り、備えて頂き、
防災士として災害に備える地域づくりについて考えます。震災体験を次世代へ『継踵』
する教訓を語り合いましょう。

（No.201801・西　区） 男・70代 アマチュア無線
　アマチュア無線の免許を取って友達を作りませんか。アマチュア無線の楽しみ方や免
許の取り方をお話します。また実験などを通して電波の本質や不思議な性質、利用・活
用についても学びましょう。

（No.5023・垂水区） 男・70代 パソコン（デジタル映像）
　写真・ビデオも今やデジタル。それを楽しむ（使いこなす）ためにはパソコンが必須で
す。しかしパソコンが苦手でデジカメで撮った写真をどうしたらよいのか困っている、と
いう方はいらっしゃいませんか。お手伝いします。
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（No.6010・灘　区） 女・60代 パソコン
　「何でこんなことできるの？」「賢いねぇーパソコン！」パソコンはとっても楽しい魅力的
な道具です。雪月花に応じた資料を元に、みんなで頼りがいのあるパソコンを使ってみ
ませんか？お手伝い致します。

（No.7002・須磨区） 男・70代 パソコン・インターネット
　パソコンは難しいものと諦めていませんか？基本が分かれば後はやる気と根気で習
うより慣れろです。パソコンはいろんなことが出来る不思議な魔法の玉手箱です。私と
一緒に「まなびすと」しましょう。

（No.10005・須磨区） 男・80代 パソコン
　パソコンを持っておられる人を対象に、ワード及びエクセルの基礎を、時間をゆっくり
とかけて一緒に学んでいきたいと思っております。日進月歩の器でも機種が変わっても
応用が利くようになっていただきたいと思います。

（No.13007・東灘区） 男・50代
パソコン（認知症予防のため
のプログラミング講座）

　2020年から小学校にも導入されるプログラミング。80代の女性がゲームアプリを開発
して世界的な話題にもなっています。想像力・創造力を使うプログラミングは認知機能
を高めることが期待できます。初心者でも大丈夫！

（No.15004・長田区） 男・50代 パソコン
　パソコンを使えるようになりましょう。初めての方は「ワープロが使える」ことを目標に
しましょう。それができれば、デジカメの写真を取り込んで、電子アルバムに挑戦しませ
んか？　テレビの大画面で楽しめます。

（No.16001・中央区） 男・80代 パソコン
　あっという間に変わってしまった最近のパソコンを取り巻く世界。最新の機種、ソフト、
操作でもみなさんの目的に合わせて一つ一つ丁寧に楽しくをモットーにお応えします。
トラブルも気軽に相談してみて下さい。

（No.17025・西　区） 男・60代 パソコン
　今やパソコンは社会生活に便利で不可欠なツールになりました。ワードやエクセルを
使って、年賀状・案内文・名簿・自分史などご自分たちの生活に役立つ資料をつくること
を、皆さんの立場でサポートします。

（No.20029・須磨区） 女・70代 パソコン
　パソコンで何ができる？案内状、ポスター、連絡網、図形を使ってお絵描等々、皆さ
んの知りたいをお手伝いします。

（No.201809・灘　区） 男・60代 パソコン
　パソコンの起動から終了までの基本的な操作やエクセルの基礎を指導します。皆様
と一緒にパソコンの基本を学んでいきたいと思います。

（No.20002・長田区） 男・40代 パソコン・スマートフォン
　皆様の意向に応じてパソコン講習を行います。ワード、エクセル、フォトショップなど。
アイフォンでもOKです。ブログやスマホサイトの作成を目標とします。

（No.16003・北　区） 女・40代 スマートフォンとパソコン
　大切な自分の足跡を残す自分史（エンディングノート）を作るヒントをお伝えします。ス
マートフォンでは、持ってるけどよく分からなくて不安という方同士で、意見を出し合いな
がら理解を深めるお手伝いをします。

（No.8017・北　区） 男・70代 スマホ＆タブレット
　スマホ＆タブレットの基礎と生活に役立つアプリ紹介の講座です。別途、インターネッ
トの安心安全講座も用意しています。

（No.10017・北　区） 男・70代 情報紙づくり入門
　情報紙や広報紙を発行したいグループに、編集のイロハを手ほどきします。企画・取
材から、編集・発行まで。実際に記事を書いたり、レイアウトをしたりしながら、新聞づく
りを体験します。新聞作りの話もできます。

（No.201912・垂水区） 男・60代 新聞切り抜き生活
　新聞記事を切り抜いてみましょう。毎日発行される新聞は、世界の縮図です。脳に刺
激を与えてくれる新聞記事。記事の選び方から、切り抜き保存方法、利用の仕方をお
教えします。

（No.17028・垂水区） 男・70代 ニュース解説（時事問題）
　私たちの周りには毎日、様々なニュースが飛び交います。政治や経済、教育、福祉な
どから事件、事故まで実に多彩です。30年余り新聞記者をした経験を活かし、ニュース
や話題を分かりやすく解説し、一緒に考えます。

（No.1093・中央区） 男・60代 時事問題
　今、社会はどのようなシステムで動いているのか。多様な流れのなかで、何が変化
し、何が変化していないのかを共に考えてみたいと思います。

（No.1202・東灘区） 男・60代 時事問題
　学校（専門学校・大学等）で一般教養として時事問題を担当しています。この科目は、
とっつきにくく難しく思われますが、新聞等具体的な教材を使い誰にも分かりやすく説
明します。

（No.2014・西　区） 男・80代 戦争体験
　小学校入学時に戦争が始まり、５年生で終戦、外地から引き揚げてきた体験をしてい
ます。戦時下の子供の暮らし、学校での生活などを中心に戦争の空しさ、悲惨さを語り
ついでいきたいと思っています。

（No.17035・東灘区） 女・80代 戦争体験
　戦争が始まった翌年国民学校入学、少国民としての教育をうける。３年生で学童集団
疎開、飢えとシラミの戦いの様子等、そして終戦。戦後の神戸の焼け跡で子供達がどう
生き抜いたか、戦争、戦後の体験を語り継ぎたいです。
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