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掲載情報の取扱いについて

 掲 載 さ れ た 情 報 に つ い て 、次 の 事 項 を ご 確 認 い た だ き 、ご 了 承 の 上 、ご 活

用 く だ さ い 。

① 営 利 目 的 、 政 治 目 的 、 宗 教 目 的 等 に は 使 用 す る こ と は で き ま せ ん 。

② 生 涯 学 習 へ の 活 用 以 外 で の 名 簿 の 使 用 を 禁 じ ま す 。

③ 市 の 許 可 が あ る 場 合 を 除 き 、 無 断 転 写 を 禁 じ ま す 。

④ 情 報 は 発 行 時 の も の で す 。 掲 載 内 容 が 変 更 に な っ て い る 場 合 も あ り ま

す 。

 本 紙 に は 、 掲 載 を 希 望 す る 方 や 団 体 等 か ら の 申 込 み に よ る 情 報 を 掲 載 し

て い ま す 。そ の 内 容 に つ い て は 公 的 に 保 証 す る も の で は あ り ま せ ん の で 、

ご 留 意 く だ さ い 。

 本 紙 に 掲 載 さ れ た 情 報 を 活 用 す る 際 に 生 じ た 事 故 及 び 損 害 に つ い て 、 市

は 、 一 切 責 任 を 負 い ま せ ん 。

茅 ヶ 崎 市 文 化 生 涯 学 習 課
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「生涯学習」とは、一般には人々が生涯に行うあらゆる学習、すなわち、学

校教育、家庭教育、社会教育、文化活動、スポーツ活動、レクリエーション活動、

ボランティア活動、企業内教育、趣味など様々な場や機会において行う学習の意味

で用いられます。また、人々が、生涯のいつでも、自由に学習機会を選択し学ぶこ

とができ、その成果が適切に評価される社会を指すものとして「生涯学習社会」と

いう言葉も用いられます。 

 また、教育基本法第３条においては、生涯学習の理念として、「国民一人一人が、

自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あ

らゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生か

すことのできる社会の実現が図られなければならない。」と規定されています。 
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１ 講座・イベント情報 

市が主催する講座・イベント情報は広報紙・市のホームページ・

メール配信サービス等で発信しています。講座の開催状況等が変更

となる可能性がありますので、最新の情報をご確認ください。

本紙では、各種情報媒体について紹介します。 

(1) 広報ちがさき

毎月１回発行しています。市政情報やイベント・講座の情報を掲載しています。

市民の方に配布する他、市内の公共施設等に配架しています。 

※ 発行時期や回数については、変更となる場合があります。

また、スマートフォン用の無料アプリ「マチイロ」、無料配信サービス 「マイ

広報紙」でもご覧いただけます。なお、目の不自由な方には、音声による「声の広
報」や点字版「広報ちがさき」 の郵送も行っています。スマートフォンやタブレ
ットで、登録されている書籍をいつでも読むことができる、無料アプリ「カタログ

ポケット」でも、広報ちがさきをお届けしています。１０言語での自動翻訳や音声
読み上げにより、広報ちがさきを気軽に読むことができますので、あわせてご活用
ください。 

◇ 「カタログポケット」アプリ紹介ページ（市ホームページ）

https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/koho/1039309.html

    （画 面 イメージ） 

「カタログポケット」 
紹介ページ 
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(2) 市ホームページ 市民参加カレンダー 
 

市のホームページでは、講座・イベントの開催情報を掲載しています。

カレンダー形式や参加したいジャンルからも検索が可能ですので、是非

ご活用ください。 

 

◇ 茅ヶ崎市ホームページトップ → 市民参加カレンダー 

https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/cgi-evt/event.cgi 

 

 

◆ カレンダー形式：日付で参加したい講座等を検索 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ イベント検索：ジャンルから講座・イベント等検索 

 

 

 

 

市民参加
カレンダー 
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(3) 市ホームページ 生涯学習ポータルサイト 
 

茅ヶ崎市の情報だけではなく、神奈川県生涯学習情報検索システム

「PLANET かながわ」、社会人の大学等での学びを応援するサイト「マ

ナパス」、放送大学、無料で学べる日本最大のオンライン大学講座

「JMOOC」へのリンク等あなたの生涯学習をサポートするコンテン

ツが満載です。 

 

◇ 茅ヶ崎市ホームページトップ → くらし → 生涯学習 

https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/bunka_shogai/index.html  

 

  

生涯学習 
ポータルサイト 
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(4) 神奈川県生涯学習情報システム 

「PLANET かながわ」 
 
神奈川県内の多くの生涯学習情報を検索することができます。講

座やイベント、サークル、指導者を探したり、どんなボランティア

活動があるのかを調べたり、皆さまの学びたい・活動したいをカタ
チにするお手伝いをいたします。 
 

◇ 「PLANET かながわ」 
https://www.planet.pref.kanagawa.jp/ 

 

PLANET
かながわ 
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(5) YouTube 動画配信 

 
自宅で学べるオンライン講座、防災ラジオの取扱方法等の防災情報、茅ヶ崎の

自然や歴史、子育てに役立つ情報等、様々な動画を YouTube チャンネル「ちが

さき動画ライブラリー」にて配信しています。また、市ホームページ「動画で学
ぼう！自宅で学ぼう！！」でも、オンライン講座等の情報を掲載しています。 
 

◇ 「ちがさき動画ライブラリー」
https://www.youtube.com/channel/UCHVlSRNM7h7vzemlHPGi
1qw 

 
 
◇ 「動画で学ぼう！ 自宅で学ぼう！！」 

茅ヶ崎市ホームページトップ → くらし → 教育（くらし） 
→ 茅ヶ崎市の社会教育 → 動画で学ぼう！自宅で学ぼう！！ 

https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kyouiku/1020501/10388 

50/ 

 

ちがさき動画
ライブラリー 

動画で学ぼう！ 
自宅で学ぼう！！ 

6

https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kyouiku/1020501/10388


(6) ちがさきメール配信サービス 

 
講座の開催情報・防災行政用無線の緊急情報・市からのお知らせ

等を、パソコンや携帯電話にメール配信するサービスを実施してい

ます。メールアドレスをお持ちであれば、どなたでもご利用できま
すので、是非ご登録ください。 
 

登録方法 
 

登録用ホームページにアクセスし、メールアドレスを入力または登録用アド

レスに空メールを送信→届いたメールの URL にアクセス 
 

茅ヶ崎市ホームページトップ → オンラインサービス 

→ メール配信 → ちがさきメール配信サービス 
 
 

 

登録用ホームページアドレス https://mail.cous.jp/chigasaki/ 

空メールからの新規登録 chigasaki@cousmail-entry.cous.jp 

 

「市からのお知らせ」→「イベント情報」→「確認」→「登録」 
…→ 本登録完了のメールが届いて登録完了 

 

※ 登録にはパソコンや携帯電話のメールアドレスが必要です。 
※ 住所・氏名は必要ありません。 
※ 登録は無料ですが、通信料がかかります。 

※ 携帯電話の迷惑メール対策設定を確認してください。 
「@info.cous.jp」からのメールが受信できるよう設定ください。 

※ 各イベントのお問合せ、お申込みは担当課・施設までお願いします。 
  

ちがさきメール
配信サービス 
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(7) オンライン講座 

 
自宅等から様々な学びに参加することができるオンライン講

座の普及が進んでいます。市でも様々な講座をオンラインで開催

しています。ここではオンライン会議ツール Zoom の参加方法
の概要をご紹介します。機器により操作方法等が異なりますの
で、詳しい操作方法等はインターネット等でご確認ください。 

 
◇ 用意するもの 

次のいずれかの機器が必要です。 

◆ パソコン（Web カメラ・マイク・スピーカーがあるもの） 
◆ スマートフォン・タブレット端末 

◇ 推奨環境 
通信料は自己負担となりますので、Wi-Fi が使用できる環境でのご参加を

お勧めします。 
 

◇ 手順１ 
◆ パソコン 

Zoom アプリのダウンロードページの「ミーティング用 Zoom クライア
ント」のダウンロードボタンから、アプリをインストールします。 

◆ スマートフォン・タブレット端末 

App Store（iPhone・iPad）または Google Play（Android）から「ZOOM 
Cloud Meetings」をインストールします。 

 

◇ 手順２ 
講座の開催日前に、主催者から、当日参加するための

URL またはミーティング ID・パスコードが送られてき

ます。 
 
◇ 手順３ 

講座の開催時間直前に、送付された URL をクリック
（またはアプリを起動）し、ミーティング（講座等）に
参加します。 
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２ 市民まなび講座 
 

市の職員が皆さんのもとに出向いて行う無料の講座です。 

市政についての講座・茅ヶ崎を知るための講座・生活に役立
つ講座等、様々なメニューを用意しています。ご一緒にまなび
の機会を作りませんか？ 

 

利用できる方 
市内在住、在勤（在学）の方で、おおむね 10 人以上で構成

される団体やグループ 

派 遣 時 間 9:00～21:00 の間で、1 講座につき原則 2 時間以内 

講 師 料 無料 

会 場 市内（申込者の方でご用意ください。） 

申 込 方 法 

講座内容や日時については、直接担当課へご相談ください。

相談後は、派遣希望日の 14 日前までに申込書を担当課へ提
出してください。 
 

申込書は、市ホームページからもダウンロードも
できます。 

 
◇ 茅ヶ崎市ホームページトップ → 暮らし 

→ 生涯学習 → 市民まなび講座 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

講座・開催日を
選択

担当課
に相談

希望日の14日前までに
担当課へ申込書を提出

市民まなび
講座を開催

市民まなび
講座 
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◇ 市民まなび講座 注意事項 ◇

 市が用意する資料、講師料は無料ですが、その他の経費は主催者の負担とな
ります。また、次に該当する場合はお受けできません。

① 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあるもの。
② 政治、宗教または営利を目的とした活動につながるおそれがあるもの。
③ 講座の主旨に反すると認められるもの。

 手話通訳者・要約筆記者の派遣を希望される方は、事前にご相談ください。
 職員を会場へ派遣できない場合やオンラインでの開催を依頼する場合があ

ります。

 講座は、申込時に設定した時間内に終了するようお願いします。また、講座
内で説明できかねる内容がある場合もありますので、ご了承ください。

 この講座は、市の業務について担当職員が説明することを目的としており、

説明に関する質疑や意見交換を含みますが、専ら苦情等を受ける場ではな
いことをご了承ください。

 新型コロナウィルス感染症等の感染防止対策を講じてください。
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◇ 市民まなび講座メニュー ◇ 
 

１ 市政・まちづくり 

番号 講  座  名 内     容 担 当 課 

1 
協働によるまちづくりの

推進 
協働によるまちづくりについて 市民自治推進課 

2 
ご存知ですか、市民活動

等災害補償制度 
安心して市民活動をするために 市民自治推進課 

3 ちがさきの市民参加 
市民参加の概要や手法、市民参加条例等の

解説 
市民自治推進課 

4 茅ヶ崎市自治基本条例 茅ヶ崎市自治基本条例の内容に関する解説 行政総務課 

5 
茅ヶ崎市情報公開・個

人情報保護制度 

情報公開制度及び個人情報保護制度の概

要 
行政総務課 

6 選挙なるほど講座 
選挙制度、投票方法、候補者の情報の集め

方などを説明 

選挙管理委員会 

事務局 

7 
これだけで変わる広報紙

づくり 
みんなに読んでもらえる広報紙をつくろう 秘書広報課 

8 茅ヶ崎市の姉妹都市 ホノルル市・郡との姉妹都市交流について 秘書広報課 

9 茅ヶ崎市の財政 茅ヶ崎の予算の使い途とその財源 財政課 

10 税について くらしと税金 資産税課 

11 
茅ヶ崎市総合計画の概

要 

これからの茅ヶ崎～「笑顔と活力にあふれ 

みんなで未来を創るまち 茅ヶ崎」に向けて～ 
企画経営課 

12 
バーチャル市長でまちづ

くり 
ゲームを通して茅ヶ崎のまちづくりを考える 企画経営課 

13 茅ヶ崎の行政改革 持続可能な基礎自治体の確立に向けて 行政改革推進室 

14 
ちがさきを男女共同参画

のまちに 

男女が互いに能力と個性を発揮することが

できる男女共同参画社会の実現に向け、日

頃身近にできることや市の取り組みについて 

男女共同参画課 

15 
地区のまちづくりについ

て 

まちづくりの基本ルール・地区計画・建築協

定など 

都市計画課 

建築指導課 

16 住居表示って何？ 住居表示制度の解説と茅ヶ崎での状況 都市計画課 

17 
市民・地域から進めるま

ちづくり 

景観法・景観条例に基づき地域から始めら

れるまちづくりの方法について説明します 
景観みどり課 

18 
ちがさき都市マスタープ

ランについて 
ちがさき都市マスタープランの概要 都市政策課 

19 都市防災について 地域住民主体の防災まちづくりについて 都市政策課 

20 
住まいづくりアクションプ

ランについて 
住まいづくりアクションプランの概要 都市政策課 
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１ 市政・まちづくり 

番号 講  座  名 内     容 担 当 課 

21 空き家対策について 
空き家の発生予防・適切な管理・利活用

について 
都市政策課 

22 

減災のためにみんなで

つながろう 

～避難行動要支援者支

援制度～ 

制度内容や避難行動要支援者名簿の活用

等について 

防災対策課 

障がい福祉課 

高齢福祉介護課 

23 
茅ヶ崎市教育基本計画

について 
茅ヶ崎市教育基本計画の概要 教育総務課 

24 教育委員会のしくみ 
教育委員会の組織や運営などの仕組みの

解説 
教育総務課 

25 
茅ヶ崎市環境基本計画

について 
茅ヶ崎市環境基本計画の概要について 環境政策課 

26 

茅ヶ崎市みどりの基本計

画 

生物多様性ちがさき戦

略について 

茅ヶ崎市みどりの基本計画 生物多様性ち

がさき戦略の概要 
景観みどり課 

27 
茅ヶ崎みんなの食と元気

と歯っぴぃ計画について 

計画の概要について（「ちがさき的、食育の

すすめ」、「ちがさき的、健康のすすめ」、「ち

がさき的、歯と口の健康のすすめ」など） 

保健所健康増進課 

    

２ 社会生活 

番号 講  座  名 内     容 担 当 課 

28 
公的機関における就労

支援について 

ハローワークや市の勤労市民会館などで実

施している就労支援の紹介 
雇用労働課 

29 消費生活関連講座 
「悪質商法」に引っかからないようにするた

め、よくある手口や対応方法などを紹介 
市民相談課 

30 
後期高齢者医療制度に

ついて 
後期高齢者医療制度の概要 保険年金課 

31 国民健康保険について 国民健康保険の概要としくみ 保険年金課 

32 国民年金について 国民年金の概要としくみ 保険年金課 

33 
生活保護の実施につい

て 
生活保護制度の概要と保護状況 生活支援課 

34 
生活困窮者の自立支援

制度 

生活困窮者自立支援法に基づいた支援体

制について 
福祉政策課 

35 

住まいの耐震化について

～大地震から命を守るた

めに～ 

住まいの耐震化や家具転倒防止金具の手

順や方法などについて 
建築指導課 
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２ 社会生活 

番号 講  座  名 内     容 担 当 課 

36 交通安全教室 交通ルールとマナーについて 安全対策課 

37 
防犯対策について（振り

込め詐欺対策） 
振り込め詐欺に関する現状と対策について 安全対策課 

38 火災予防講座 住宅防火について 消防本部予防課 

39 救命講習会 
心肺蘇生法やＡＥＤの使用法など（対象：中

学生以上） 

消防署 

消防指導課 

40 ペットの防災について ペットの同行避難と日ごろの備えについて 保健所衛生課 

    

３ ちがさき学 

番号 講  座  名 内     容 担 当 課 

41 
スマートフォンで茅ヶ崎市

の情報を入手してみよう 

茅ヶ崎市公式 SNS の登録の仕方、見方をマ

スター（初級） 

※スマートフォン自体の操作方法ではありま

せん 

秘書広報課 

42 茅ヶ崎の観光 茅ヶ崎の観光について 産業振興課 

43 茅ヶ崎の商工業 茅ヶ崎の商工業の振興について 産業振興課 

44 
茅ヶ崎の農業・漁業につ

いて 
市内における農業・漁業の現状について 農業水産課 

45 
地域の災害リスクに備え

る 

茅ヶ崎で想定される災害の特徴や、備える際

のポイントについて 
防災対策課 

46 茅ヶ崎の環境 
市内の大気、水質、騒音等の現状や今後の

課題について 
環境保全課 

47 茅ヶ崎の自然環境 茅ヶ崎の自然環境について 景観みどり課 

48 茅ヶ崎の考古学 

各地域・各時代の遺跡について 

ほか国指定史跡『下寺尾官衙遺跡群『下寺

尾西方遺跡』『旧相模川橋脚』等 

社会教育課 

49 茅ヶ崎の昔のくらし 

漁業・農業にまつわる年中行事、人生儀礼、

信仰、石造物、神社などの昔のくらしについ

て 

社会教育課 

    

４ 教育・文化 

番号 講  座  名 内     容 担 当 課 

50 生涯学習のすすめ 
いつでも・どこでも・だれでも・なにからでも

学び方の紹介 
文化生涯学習課 

13



４ 教育・文化 

番号 講  座  名 内     容 担 当 課 

51 図書館の上手な使い方 いろんなことを調べてみよう 図書館 

    

５ 子育て 

番号 講  座  名 内     容 担 当 課 

52 子育て支援について 市の子育て支援についてご案内します 子育て支援課 

53 乳幼児の健康と子育て 
子どもの発育発達の特徴及び、子育てのポ

イントについて 
保健所健康増進課 

54 子どもの食生活 
子どもの成長に応じた栄養の取り方及び、正

しい食生活について 
保健所健康増進課 

55 ほしつ☆メソッド 

ほめる・しかる・つたえる子育て練習講座、具

体的なしつけの仕方をみんなで練習して身

に付ける 

こども育成相談課 

56 育児講座 育児を楽しく（対象：親子） 保育課 

    

６ 福祉・人権 

番号 講  座  名 内     容 担 当 課 

57 

「みんながつながる ち

がさきの地域福祉プラン

２」について 

「みんながつながる ちがさきの地域福祉プ

ラン２」の概要、地域福祉推進の取り組み 
福祉政策課 

58 
地域を支える連携ネット

ワークについて 

地域全体で支える仕組みづくりと身近な地

域の相談支援体制について 
福祉政策課 

59 障がい者福祉について 
障がい者・障がい児の福祉サービスや制度

について 
障がい福祉課 

60 高齢者福祉について 高齢者の福祉サービスについて 高齢福祉介護課 

61 介護保険について 介護保険のしくみについて 高齢福祉介護課 

62 
エンディングノートについ

て 
エンディングノートの書き方講座 高齢福祉介護課 

63 介護予防について 
介護予防のポイントについての講義や体験

等 
高齢福祉介護課 

64 

生活支援体制整備事業

（地域の支え合い推進）

について 

高齢者が地域で自立した生活が送れるよう

地域の支え合いを推進する取り組みについ

て 

高齢福祉介護課 
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７ 自然・環境 

番号 講  座  名 内     容 担 当 課 

65 
地球温暖化・家庭ででき

る省エネについて 

地球温暖化の現状や家庭でできる省エネの

紹介 
環境政策課 

66 
茅ヶ崎市のごみと資源物

について 1 

ごみと資源物の分け方・出し方・リサイクルに

ついて学ぼう  対象：小、中学生 

資源循環課 

環境事業センター 

67 
茅ヶ崎市のごみと資源物

について 2 
【収集車パッカーくん】を身近で見学しよう 環境事業センター 

68 
茅ヶ崎市のごみと資源物

について 3 

ごみと資源物の分け方・出し方・リサイクルに

ついて学ぼう 
資源循環課 

69 
茅ヶ崎市の水循環水環

境について 

川や雨の働きから茅ヶ崎市の水循環水環境

を学ぶ 
下水道河川建設課 

    

８ 健康 

番号 講  座  名 内     容 担 当 課 

70 フレイル（虚弱）チェック 
高齢者を対象にした簡易フレイルチェックの

体験 
高齢福祉介護課 

71 健康講座 1 
生活習慣病（糖尿病・高血圧症・脂質異常

症など）予防、熱中症予防 
保健所健康増進課 

72 健康講座 2 
女性の健康づくり（更年期、骨の健康づくり

など） 
保健所健康増進課 

73 健康講座 3 

栄養・食生活（健康長寿の食生活、健診結

果が気になる方の食事、スポーツのための栄

養など） 

保健所健康増進課 

74 健康講座 4 
市の各種検診（がん検診、成人歯科健康診

査、肝炎ウイルス検診など）について 
保健所健康増進課 

75 食育講座 食育（食文化・行事食など）について 保健所健康増進課 

76 
おとなの健康管理講座～

歯と口の健康づくり～ 

みんなの元気はお口から！オーラルフレイル

予防（健口体操） 
保健所地域保健課 

77 
わたしのこころサポート

講座 
自分のこころの健康チェック 保健所保健予防課 

78 ゲートキーパー養成講座 
こころの健康、自殺（自死）予防と見守り支

援 
保健所保健予防課 

79 市民健康教室 市立病院職員による出張講座 市立病院医事課 

80 在宅医療介護について 
超高齢社会の中で在宅医療介護の現状とこ

れからできることについて 
保健所地域保健課 
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３ まなび人材事業・まなびの市民講師 
 

茅ヶ崎市まなびの市民講師制度は、様々な分野において豊富な

経験や資格をお持ちの方や 専門的な知識や技術を持っている方
に、生涯学習における身近な支援者「まなびの市民講師」として
登録いただき、学びたいと考えている方に紹介する制度です。制

度の詳細は市ホームページからもご確認いただけます。 
 
◇ 茅ヶ崎市ホームページトップ → くらし → 生涯学習 → まなびの市民講師 

https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/bunka_shogai/10384
71/1038621  

 

（１）講師をはじめたい方 
 
経験、資格、専門的な知識や技術を活かし、自主企画講

座の開講や、市民や団体、市から依頼を受けて、講師とし
て活動していただきます。また、市では、講座やイベント
の開催の際に出展いただけるブースの設置、市ホームペー

ジ や講座開催時の広報、公共施設の会場確保等により、講師が活躍する場の提
供に努めています。「これまで培ってきた技術を活かしたい」「何か地域のため
に役立ちたい」等、意欲のある方のご登録をお待ちしています。 
 

◇ 講師登録完了後にできること ◇ 

 

  

まなびの市民
講師について 

市主催講座やイベントに
講師として参加できます

自主企画した講座の開催を
サポートします
（広報紙・市ホームページへ
の掲載・会場確保等）

生涯学習支援者養成講座に
参加できます
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まなびの市民講師登録方法 
 
◇ 登録条件 

次の条件にあてはまる方は、どなたでも登録できます。個人、団体・グルー
プの別、市内外の在住・在勤の別は問いません。ただし、営利・政治・宗教活
動が目的と認められる場合は登録できません。 

◆ 学習活動や生活経験から習得した知識や技術を持ち、共に学び教えあうこ
とのできる方 

◆ 専門的な知識や能力と指導力を有する方 

 
◇ 登録有効期間 

登録、登録内容の変更及び廃止は、いつでも可能です（配布済の生涯学習ガ

イドブックの内容は変更できません。）。また、２年に１回、継続の意向の確
認を行います。次回は、令和５年３月に確認します。 

 

◇ 講座に要する経費 
◆ 報酬は無償です。ただし、自主企画講座を開講する場合は、謝礼（１回あ

たり上限３００円）、指導に要する材料費、交通費等の費用について、受講

者の負担とすることができますので、ご相談ください。 
◆ 市民の方から講師派遣の依頼を受け、講座を開講する場合は、講座に関す

る一切の事項について、当事者間の責任で行っていただきます。直接、依頼

者と協議の上、日程・場所・教材・費用等を設定してください。 
 
◇ 登録方法 

「茅ヶ崎市まなびの市民講師登録申込書」に必要事項をご記入の
上、文化生涯学習課へご提出ください。メールによるご提出も可能
です。申込書は市ホームページからもダウンロードできます。 

◆ 茅ヶ崎市ホームページトップ → くらし → 生涯学習 
 → まなびの市民講師募集 

◆ メールアドレス：bunkashougai@city.chigasaki.kanagawa.jp 

※ ご記入いただいた個人情報は、この事業以外で使用することはありませ
ん。また、登録された情報は、承諾を得た事項のみ公開します。 

 

 
 
  

①登録申込
書を記入

②登録申込
書を提出

③市から登録
通知を送付

④市民講師と
して活動開始

まなびの市民 
講師募集 
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（２）講師をさがしている方 
 
市民の方の学習や活動を支援するために、まなびの市民講師の登録情報を公

開しています。「今度のイベントに協力を求めている」「新しいことを始めて
みたい」など、講師をお探しの方は是非ご活用ください。 
 

市民講師への依頼方法 
 

グループ・サークル等の団体または個人で、ご自分の生涯学習に役立たせたい
方は、まなびの市民講師へ講座を依頼し、活用できます。 

なお、まなびの市民講師との交渉に市は関与しませんので、直接講師と協議の
上、日程・場所・教材・費用等を設定してください。また、講師の依頼に伴い生
じた事故及び損害については、市は一切責任を負いません。 

 
※ 営利目的、政治目的、宗教目的等には、活用することはできません。 

※ 公序良俗に反する行為は禁じます。 
※ 会場の設定は、講師と相談の上、原則として依頼者が手配してください。 
※ 教材費や会場費、まなびの市民講師への謝礼・交通費等は依頼者の負担とな

ります。 
※ その他、ご不明な点は、文化生涯学習課までご相談ください。 

 

 

◇市ホームページからも講師の情報が検索できます◇ 
 

茅ヶ崎市ホームページトップ → くらし → 生涯学習 
→ 茅ヶ崎市登録情報検索（PLANET かながわ） 

 

指導者・人材タブ

から検索キーワー
ドや分野で検索 

PLANET かながわ 
「茅ヶ崎市の登録情報
をさがす」 
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（３）まなびの市民講師情報一覧 
 
分野別登録件数 (令和４年７月５日現在) 

分野 件数 

家庭生活・趣味 35 

社会生活 14 

教育・育児 10 

技術・学習 7 

福祉・人権 2 

自然・環境 3 

文化・芸術 22 

音楽 9 

健康・スポーツ 23 

合計 125 

 
 
 

◇ YouTube でまなびの市民講師を紹介しています ◇ 
 

まなびの市民講師の協力のもと、講師の活動や講座を YouTube で配信して
います。 

どなたでも、お好きな時間にご覧いただけますので、ご自宅での学習に是非

ご活用ください。 
 
YouTube → ちがさき動画ライブラリー内再生リスト 

→ まなびの市民講師自主企画講座オンライン 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

まなびの市民講師 

自主企画講座オンライン 
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◇ まなびの市民講師 登録者一覧表 ◇ 

大分類 → 中分類 → フリガナ順（アイウエオ順）で掲載しています。 

大分類名 中分類名 氏名 指導項目 頁 

家庭生活・趣味 

料理 

愛川 真白 
親子クッキング・健康料理・
ワーママ時短料理 

２６ 

加藤 イセ子 
地場産食材（自然農法産）を
使用した食育活動その他 

齊藤 祐治 
簡単な創作料理や保存食を
作り楽しむ食事会 

mamma italiana 
松山 真理 

イタリアの家庭料理 

吉 川  純 子 (Bread 

basket Mom&kids) 
手作りパン教室 

吉田 幸弘 
初心者～中級者対象。手打 
そばの魅力・楽しさを指導 

ruetty 茅ヶ崎 
永井 真美 

アイシングクッキー作り 

２７ 手工芸 

原色ドライフラワー 
関根 マサヱ 

生花の美しさを生かす 
半永久的なドライフラワー 

道明組紐茅ケ崎教処 
道明 三保子 

組紐の組み方を初歩から 
学び作品を作る 

早野 総和 
七宝の美しさ､楽しさを知る
ための作品作り 

Ribbon Lei Work 
山内 かおり 

リボンなどを使って作る 
ハワイアンクラフト 

木版画 中村 慶一 
美術一般対象、指導に自信 
あり 

フラワー 
アレンジメント 

小林 ゆう子 
フラワーアレンジメントを 
楽しむ 

２８ 

斎藤  由紀子 
茅ヶ崎スタイルプリザーブ
ドフラワー 

下條 秀子 
①フラワーアレンジメント
②パーソナルカラー 

フラワーアレンジメ
ント 大塚 千恵子 

フラワーアレンジメント 
花のある暮らしを楽しむ 

フラワーデザイン 
吉澤 光代 

生花、造花、ドライフラワー
等使用、デザインします 

吉澤 美智子 
フラワーアレンジ全般 
（生花から造花まで） 

ハーブ・アロマ 
Aroma Suites  
代表 高橋 かおり 

ホリスティックアロマ 
セラピーの基礎を学びます 

２９ 
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大分類名 中分類名 氏名 指導項目 頁 

家庭生活・趣味 

ハーブ・アロマ 

ハーブ＆アロマ 
反保 宮子 

あなたに合うハーブ・ 
アロマの相談とアドバイス 

２９ 

Botanical.Esthe  
醍醐 正子  

MP ソープと天然精油で 
可愛い石けんを作ります 

クラフト・切絵 

アートサンダル 
BEBET 阿部 俊行 

茅ヶ崎アートビーチサンダ
ル手彫り体験 

青木 正 
ステンドグラスの初歩を 
やさしく学ぶ 

木内 恭子 
/CARAT(カラット) 

実用的な工作の指導 

craft Witch  
沼田 純子 

羊毛、クイリング、パステル
絵、絵本づくり、工作 

３０ 

短歌・俳句 

茅短歌会  
代表 真後 和子 

百人一首の解説。短歌一首を
持ち寄り比評し合う 

須藤 昌義 
A.俳句入門講座 B.句会指
導 C.吟行句会指導 

茅ヶ崎俳句連盟  
清水 呑舟 

初心者に俳句の楽しさを 
習得していただく 

詩吟 
茅ヶ崎吟和会  
藤間 豊 

漢詩や和歌・俳句などを 
吟じられるよう指導します 

家庭生活・趣味
その他 

KAIYA  
代表 佐藤 夢美 

お家のお片付けに関する 
アドバイスや整理収納方法 

加龍 智子 
スカーフのアレンジ活用術
を楽しく素敵に伝授！ 

３１ 

Tabi Tabi  
熊野 裕子 

旅の話題を通して地域の 
視野を広げよう 

船山 信之 
マジック：小中学生～シニア
対象 

吉田 幸弘 
初心者～中級者。マジックの
楽しさを親切に指導！ 

Roots of tree  
増子 恭子 

世界にひとつ！ 
オリジナルの、ものづくり 

社会生活 

法律 

行政書士やすだ法務
事務所 安田 勝 

動物の飼主の終生飼養を目
的としたペット信託の啓蒙 

３２ 

齊藤 祐治 
NPO の作り方・法人化と 
法務局への諸手続 

社労士たまごの会 地域

支援チーム 小野寺 清 

労働・雇用問題、社会保険に
関する講座 

防災 

湘南クリーン  
宮田 文明 

1.農業関係は現地訪問  
2.防災災害について全般 

マザーアース茅ヶ崎 
山田 秀砂 

一歩踏み込んだ自然災害の
危機管理について 
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大分類名 中分類名 氏名 指導項目 頁 

社会生活 市民生活その他 

縁造 
自己承認型共同社会の実現
に向けた生涯学習のすすめ 

３２ 

神奈川健康生きがいづ

くりｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ協議会湘

南地区ネット 

中高年の健康と生きがい作
りに関する提案と問題解決 

３３ 

救急看護認定看護師の

会 代表者 福田 哲也 

救急看護認定看護師が救命
講習を行います 

齊藤 祐治 
ふれあいと生きがい創出に
ついて考える教室 

湘南結婚相談室  
山中 千恵 

婚活や現代の結婚観、夫婦
観についての講座 

平田 瑞輝 
金融リテラシー向上のため
のマネーセミナー 

マザーアース茅ヶ崎 
山田 秀砂 

怒りのメカニズムを知って
コントロールしよう 

松田 至朗 
株式投資基本的知識を学び
ます。 

３４ 

れんが工房サテライト 
政近 年男 

コミュニケーション、 
マネジメント等 

教育・育児 

子育て 

青木 珠美 
Peony.Home 

子どもの片付けに悩むママ
へ、方法・関わりを伝える 

英語リトミック  
河野 素女 

乳幼児と母親向けに英語と
音楽を楽しんでもらう 

関 美穂 
（Rhythm Style） 

ベビーから幼児期の 
親子リトミック 

教育 
南八重 智子 

自転車ルール・マナーを 
デザインで表現する取組み 

３５ 

余田 康郎 小中学校で農業を学ぶ 

語学 

May English  
内藤 真由美 

ビジネス英語、TOEIC、 
英検１－準１級 

English Ivy School
（湘南辻堂）佐藤 理恵 

初級～上級レベルの英語、 
異文化交流おもてなし 

ｾﾌﾞﾝｼｰｽ「゙ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞ英会

話」代表 下郡 祐次郎 

日本人の自分・日本の文化を
英語で話す方法を指導 

教育その他 

一般社団法人共生と共
育ネットワーク  

代表理事 木村 尚文 

コミュニケーション・ 
デジタルシティズンシップ 

髙木 江里子 
ペアレント・トレーニング 
入門講座 

３６ 

技術・学習 

読書・朗読 青木 照明 
夢の読書文化の町・茅ヶ崎を
目指して（講演など） 

パソコン 
NPO 法人ﾊﾟｿｺﾝﾎﾞﾗﾝﾃ
ｨｱ湘南 大木 伊都子 

パソコン、タブレット、 
スマホなど ICT 教育 
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大分類名 中分類名 氏名 指導項目 頁 

技術・学習 

パソコン 

株式会社ｲﾉﾍﾞｰﾀｰ･ｼﾞｬﾊﾟ

ﾝ &donuts ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

Web を活用したコミュニ 
ケーションの向上 

３６ 

菊地 孝之 
フォトショップで画像や写
真の拡大編集技術等を指導 

技術・学習 
その他 

経営コンサルタント 
廣澤 知伯 

飲食店・会社の経営を 
改善する方法を指導 

３７ 

齊藤 祐治 
発明・考案・意匠・商標の 
創作を楽しむ教室 

矢嶋 望 建築学 

福祉・人権 
福祉・人権 

その他 

NPO 湘南ふくしﾈｯﾄﾜｰｸ
ｵﾝﾌﾞｽﾞﾏﾝ成年後見支援ｾ

ﾝﾀｰ 
成年後見制度全般の説明 

平和を考える茅ヶ崎
市民の会実行委員会 

平和に関する歴史などに 
ついて考え、理解を深める 

自然・環境 

環境 

マリカ先生 
（代表 日下田 泰子） 

SDGs や環境問題について 
楽しく学ぶ 

３８ 

矢嶋 望 環境算数 

自然・環境 
その他 

特定非営利活動法人 
ゆい 荒井 三七雄 

海浜植物と触合うことから
自然の大切さを学びます 

文化・芸術 

文学 
嶌田 壽雄 万葉集をよく理解する 

朗読「平家物語」の真髄 

代表 加藤 聖子 
平家物語の奥深さを学ぶ 

絵画 

渋谷 彩香 パステルアート 

３９ 

創作活動室カクツクル 
星 まりこ 

誰でも気軽に楽しめるよう
初心者向けとなっています 

田口 真由美 
３色のパステルで指を 
使って紙に絵を描きます 

千葉 和恵 
（ｱﾄﾘｴ ﾎﾟｯﾌﾟ ﾁｮｰｸ） 

チョークアート 
（オイルパステル絵） 

曼荼羅ｱｰﾄｾﾗﾋﾟｽﾄ 
小川 智子 

曼荼羅アート・パステル曼荼
羅アートの制作 

演劇 
湘南 SHOW 点 
（代表：清水友美） 

朗読・演劇・ラジオ DJ を 
体験しよう！ 

写真 小西 昭夫 写真撮影 写真鑑賞 

４０ 舞踊 芳柳 寿々笹 
日本舞踊（古典・新古典・ 
小唄・端唄・歌謡曲等） 

茶道 小松 佳子 
表千家茶道。季節に合った 
呈茶点前の稽古が主です 
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大分類名 中分類名 氏名 指導項目 頁 

文化・芸術 

茶道 

作間 良子 
表千家流茶道の基本の所作
おもてなしの心にふれる 

４０ 
Let's 茶 do.  
小野 晴美 

カジュアルな茶道 
易しい英語の解説も 

書道 
田口 真由美 

筆ペンを使って、絵のような
文字を描きます 

矢嶋 望 書と絵を楽しむ 

４１ 

歴史 東 哲郎 
茅ヶ崎市史編集に従事 
茅ヶ崎の歴史全般 

伝統・民話 齊藤 祐治 
伝承（昔懐かしい）遊びの作
り方・遊び方教室 

文化・芸術 
その他 

青木 まき子 
現代マナー全般、江戸界隈の
町衆の知恵 

飯田 誠一 
欧州各国の文化と歴史を 
学び、理解を深める 

後藤 良和 
海洋・船舶の技術に係る 
知識と歴史の流れについて 

茅ヶ崎市文化団体協議会 
会長 岩本 一夫 文化・芸術活動全般  

４２ 

宮澤 玲子 
羊毛フェルトでマスコット
やパペットを作って遊ぶ 

音楽 

合唱・コーラス 矢嶋 望 
ギターの弾き語りで 
フォークソングを皆で歌う 

楽器演奏 

はじめてのオカリナ 
岡村 悦子 

はじめてのオカリナ  
無料体験 

ハンドベル（ミュージ

ックベル）岡村 悦子 

ハンドベル（ミュージック 
ベル）無料体験 

和楽器 樋口 昭子 
琴演奏の魅力が伝わるよう
楽しく分り易く指導します 

４３ 

音楽その他 

石崎 愛惟 
初中級英語・日本語でピアノ
のレッスン（経験不問） 

ＮＰＯ茅ヶ崎ヴォイス 

代表 小島 美和 

ハワイアンの曲を中心とし
たコーラスとウクレレ演奏 

ｷｯｽﾞ･ｼﾆｱ うたごえ 
長尾 真理子 

キッズは四季の童謡等、 
シニアは歌でリフレッシュ 

齋藤 謙一 
オペラの魅力、さまざまな 
楽しみ方（初級） 

湘南 SHOW 点 
（代表：清水友美） 

ダンス・楽器演奏・歌で 
ステージに挑戦！ 

健康・スポーツ 
健康 

（禁煙・食育等） 
斎藤  由紀子 

脳いきいきアート 
（臨床美術） 

４４ 
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大分類名 中分類名 氏名 指導項目 頁 

健康・スポーツ 

健康 
（禁煙・食育等） 

田中 禮子 
顔は正面玄関。表情筋鍛えて
１０才若返りも夢でない 

４４ 

久田 奈奈 
/ﾌｯﾄｹｱｻﾛﾝ nanaiRo 

足や爪、靴などについて学び
ましょう 

体操 

青柳 彩子 
健康を目的としたストレッ
チや簡単な体操 

松林 純子 
脳トレ、チェアエクササイ
ズ、音楽レク 

ヨガ 

中嶋 麻里 
成人～シニア向け 無理な
く体を整えていきます 

FYOGA_SANTOSHA 
原田 二三代 

身体に不安のある方や初心
者の方へのヨガレッスン 

４５ 

フローライトヨーガ 
亀鶴 綾子 

深くリラックスして脳を休
めるヨーガセラピー 

空手・合気道 

【相模合気道連盟】 
小島 三男 

初心者から経験者まで親切・
丁寧に指導致します 

藤本 恵祐 
沖縄伝統空手・古武術の 
指導 

ダンス 

木村 江里 
バレエストレッチ。 
親子リトミック・リズム遊び 

仙庭 佳奈絵 
フラダンス・健康フラ・ 
本格フラ 

中嶋 麻里 
ヨガストレッチ後、曲に合わ
せ体を動かしていきます 

４６ 

ﾌｲｹ ｱｵ ｱﾛﾊ ﾊｳｵﾘ  
山口 玲子 

フラの動きを基本に体を 
動かせていきます 

正村 環 
心と身体を健康にする 
フラダンス 

MOANA  
小島 美和 

優雅なハワイアンで楽しく
踊ります 

健康・スポーツ
その他 

市村 のぼる 
人生 100 年時代の節約術～
医療・介護編 

川越 喜美子 
（ＫＩＭＩＫＯ） 

フープでインナーマッスル
を鍛え楽しく体幹運動 

境野 常司 
腰痛とうまく付き合ってい
く運動 

４７ 

湘南茅ヶ崎ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ･ｳｫｰ

ｷﾝｸﾞ同好会（SCNW） 

ノルディックで健康と生き
がいづくりの啓発と支援 

ちがさき竹とんぼ教室 
主宰 白石 英剛 

竹とんぼ、ガリガリトンボ 
作りと飛ばし遊びを楽しむ 

深井 諭 スポーツメンタルトレーニング 

守部 唯 
バレトンでシンプルな有酸素
運動！  
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1 家庭生活・趣味
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URL
指導内容
指導に関わる資格・実績

愛川　真白

  [指導分野]　料理　　[指導項目]　親子クッキング・健康料理・ワーママ時短料理

電　話： 090-4835-2527

〇指導内容：3児の母歴15年です。調理時間短縮術/学校の欠席を減らす料理/ファミレスの再現料理…すぐに使えるお料理方法お伝

えします。　○講師料：講座1回あたり300円程度　○資料・材料費等：参加者1人あたり500円程度

メール： mashiro.from2021@gmail.com

アイカワ　マシロ

おうちごはんの専門家/子育てエッセイスト　noteにてお料理子育て情報を投稿中。通算６８０００PV達成。食品衛生責任者。

https://note.com/yuru_waku

加藤　イセ子

  [指導分野]　料理　　[指導項目]　地場産食材（自然農法産）を使用した食育活動その他

電　話： 090-2202-6416

〇指導内容：和食のすすめ。食材を生かすためのだし汁づくりを基本に進める。　○講師料：無料　○資料・材料費等：1,000円

カトウ　イセコ

食育指導士。茅ヶ崎市ハマミーナ、高砂コミセン、萩園コミセン、茅ヶ崎ショッピングセンターでの未病スペースでの調理実習

齊藤　祐治

  [指導分野]　料理　　[指導項目]　簡単な創作料理や保存食を作り楽しむ食事会

電　話： 0467-82-2881

〇指導内容：参加者と講師が一緒に、いろいろお喋りしながら、簡単な創作料理と保存食を作り、多角的に生涯学習の面白さについて

楽しみます。　○講師料：相談に応ずる　○資料・材料費等：相談に応ずる

サイトウ　ユウジ

食品衛生責任者、元茅ヶ崎市食生活改善推進団体会員。イベント講座などで野菜の切り方で食感の違い、包丁研ぎなど取り入れて指

導

mamma italiana 松山　真理

  [指導分野]　料理　　[指導項目]　イタリアの家庭料理

〇指導内容：日常のなんでもない家庭料理の味を手作りしましょう。手打ちパスタをご一緒に作りましょう。　○講師料：要相談　○資料・

材料費等：要相談

メール： matsuyama.mari@gmail.com

マンマイタリアン マツヤマ　マリ

イタリアでも20年指導歴が有ります。都内で10年以上教えた経歴有り。

吉川　純子（Bread basket Mom&kids）

  [指導分野]　料理　　[指導項目]　手作りパン教室

〇指導内容：初心者の方でも簡単に様々なパンを作れるよう、指導致します。菓子パン、惣菜パンなど作ったパンは毎回お持ち帰りいた

だけます。　○講師料：300円　○資料・材料費等：1,000円

メール： junjun-bakery.rinrin0717@yahoo.ne.jp

ヨシカワ　ジュンコ（ブレッドバスケット　マムアンドキッズ）

ABCクッキングスタジオで師範資格を取得、オリジナルのレシピも含め、約80種類以上のパンメニューをお教えできます。

吉田　幸弘

  [指導分野]　料理　　[指導項目]　初心者～中級者対象。手打そばの魅力・楽しさを指導

〇指導内容：日本の伝統料理の手打そばを通して、そばの歴史・健康で魅力ある食生活を楽しむことを目的、追求しています。　○講師

料：2,000円　○資料・材料費等：1,000円

メール： y1yk2002@ybb.ne.jp

ヨシダ　ユキヒロ

茅ヶ崎市そば打ち愛好会の会長。そば打ち教室など、随時開催。公民館や企業及び自治体等のイベントに協力。そば打ち2段を有す。
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ｒｕｅｔｔｙ茅ヶ崎　永井　真美

  [指導分野]　料理　　[指導項目]　アイシングクッキー作り

〇指導内容：かわいくて、おいしいアイシングクッキーを一緒に作りましょう。初心者の方でも簡単に作れるよう、丁寧に教えます。　○講

師料：要相談　○資料・材料費等：2,000円程度

メール： mamy.ruetty@gmail.com

ルエッティチガサキ　ナガイ　マミ

ALA認定講師資格取得。自宅での少人数のレッスンも行っています。どうぞお気軽にお問い合わせください。

https://instagram.com/ruetty_chigasaki

原色ドライフラワー　関根　マサヱ

  [指導分野]　手工芸　　[指導項目]　生花の美しさを生かす半永久的なドライフラワー

電　話： 090-3044-2396

〇指導内容：自然の花や葉をシリカゲルを使って埋め込み色や姿を残し半永久的に保存することができます。着色はせずガラス容器に

密封します。　○講師料：無料　○資料・材料費等：1,500～2,000円

メール： masae.908.aaa@gmail.com

ゲンショクドライフラワー　セキネ　マサエ

日本原色ドライフラワー研究会副会長。東連合支部長。追範・殿堂入り。

道明組紐茅ケ崎教処　道明三保子

  [指導分野]　手工芸　　[指導項目]　組紐の組み方を初歩から学び作品を作る。

〇指導内容：日本の組紐の歴史名品に根ざした組み方で、丸台や高台を用いて帯締めやストラップなどを作る。基本から高度な技術ま

で学べる。　○講師料：300円　○資料・材料費等：1,000円

メール： school@kdomyo.com

ドウミョウクミヒモチガサキキョウショ　ドウミョウミホコ

帯締めの老舗「道明」の50年の歴史を有する道明組紐教処を主宰。茅ケ崎市美術館や公民館、市民ギャラリーなどで体験講座開催。

http://www.kdomyo.com

早野　総和

  [指導分野]　手工芸　　[指導項目]　七宝の美しさ､楽しさを知るための作品作り

電　話： 0467-58-4190

〇指導内容：アクセサリーから展覧会に出品する作品まで、いろいろな技法を使って制作できるようにします。世界で一つしかないもの

ができます　○資料・材料費等：1,000円

メール： hayano-f@fan.hi-ho.ne.jp

ハヤノ　フサカズ

1993年から日本七宝作家協会展に連続出品。2012年から茅ヶ崎市で七宝制作の指導を開始。日本七宝作家協会認定講師。

Ribbon Lei Work　山内かおり

  [指導分野]　手工芸　　[指導項目]　リボンなどを使って作るハワイアンクラフト

電　話： 080-5381-7063

〇指導内容：お子様から大人の方までわかりやすく丁寧に指導させていただきます。楽しくおしゃべりしながら手指を動かしてみません

か？　○講師料：要相談　○資料・材料費等：要相談

メール： k.ribbon21@gmail.com

リボンレイワーク　ヤマウチカオリ

2005年本場ハワイでリボンレイに出合いインストラクターコースを取得。学校での講座やクラフト店での講習を開催しています。

中村　慶一

  [指導分野]　木版画　　[指導項目]　美術一般、指導に自信あり

電　話： 0467-51-3650

〇指導内容：木版画と七宝、他の講師にいない講座を中心に今では木版画は月2回スケッチ散歩は月1回を確実に実施して市民に喜ば

れています　○講師料：無料　○資料・材料費等：無料

ナカムラ　ケイイチ

NHK文化センターの経験から平成17年からスケッチ散歩、ガラス絵、木版画、好きな言葉をアート、七宝等自主企画講座実績多数
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小林　ゆう子

  [指導分野]　フラワーアレンジメント　　[指導項目]　フラワーアレンジメントを楽しむ

電　話： 0467-51-2490

〇指導内容：初めての方にも楽しんで作品づくりをして頂ける講座です。造花などを使い、個性豊かな作品表現ができるよう、お手伝い

致します。　○講師料：無料　○資料・材料費等：500円～　

メール： yukoba64@gmail.com

コバヤシ　ユウコ

鶴が台中学校コミセミ講師10年以上。　スタジオベルソー舞台と装飾花担当を3年以上。

斎藤  由紀子

  [指導分野]　フラワーアレンジメント　　[指導項目]　茅ヶ崎スタイル　プリザーブドフラワー

電　話： 080-5534-1807 FAX0467-52-3077

〇指導内容：プリザーブドフラワー（生花・アートフラワー等）と湘南の貝を使って、茅ヶ崎ライフに合うアレンジメントを作りましょう。　○資

料・材料費等：800円

サイトウ　ユキコ

市民行事、小～高校の生徒・PTA、高齢者施設での実績あり。講師歴16年。どうぞお気軽にお問い合わせください。

https://atelier-rosefairy.jimdo.com/

下條　秀子

  [指導分野]　フラワーアレンジメント　　[指導項目]　①フラワーアレンジメント②パーソナルカラー

〇指導内容：「花と色」を使って同年代のシニアの元気を応援したいと思います。パーソナルカラーは色で自分と向き合います。　○講師

料：1,000円　○資料・材料費等：1,500円

メール： h-shimo@nzm.jrnet.ne.jp

シモジョウ　ヒデコ

◦パーソナルカラー活用アドバイザー◦ⅠＦＡフラワーコーディネーター◦草月流一級師範

フラワーアレンジメント 大塚 千恵子

  [指導分野]　フラワーアレンジメント　　[指導項目]　フラワーアレンジメント　花のある暮らしを楽しむ

電　話： 0467-52-2135

〇指導内容：四季の花々やドライフラワー等で流行やイベントを取り入れ、楽しく仕上げていきます。お花の好きな方なら、どなたでもど

うぞ！　○講師料：無料　○資料・材料費等：1,500円～2,000円くらい

メール： tsu-ka@outlook.com

フラワーアレンジメント　オオツカチエコ

12年前よりフラワーアレンジメントを習い、8年前に講師資格を取得　ホテル等で作品の展示、百貨店にて作品展示販売

フラワーデザイン　吉澤　光代

  [指導分野]　フラワーアレンジメント　　[指導項目]　生花、造花、ドライフラワー等使用、デザインします

電　話： 0467-52-4366  携帯:080-3692-3131

〇指導内容：生け花、フラワーデザインと花の道一筋に励んで参りました。お花を通して、人とのふれ合いを大切にをモットーに接してお

ります。　○講師料：無料　○資料・材料費等：2,000円

フラワーデザイン　ヨシザワ　ミツヨ

日本フラワーデザイナー協会一級フラワーデザイナー、フラワー装飾一級技能士、神奈川県卓越技能者、NFD名誉本部講師

吉澤　美智子

  [指導分野]　フラワーアレンジメント　　[指導項目]　フラワーアレンジ全般（生花から造花まで）

〇指導内容：図書館、市役所、中学校等で開講してきました。楽しく親切に指導させて頂きます。生花アレンジから造花リースや正月飾

りまで。　○講師料：300円/1人あたり　○資料・材料費等：2,000円

メール： michikoketai@yahoo.ne.jp

ヨシザワ　ミチコ

指導歴20年。国家検定フラワー装飾1級技能士。優秀技能者表彰、日本フラワーデザイナー協会本部講師および審査員。
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Ａｒｏｍａ　Ｓｕｉｔｅｓ　代表　高橋　かおり

  [指導分野]　ハーブ・アロマ　　[指導項目]　ホリスティックアロマセラピーの基礎を学びます。

〇指導内容：プロ仕様の精油の香りをぜひご体験ください。アロマセラピーの基礎を学び、自分のために癒しのアロマスプレーを作る体

験講座です　○講師料：要相談　○資料・材料費等：750円程度

メール： aromasuites@gmail.com

アロマ　スイーツ　ダイヒョウ　タカハシ　カオリ

ＪＨＡＳ（日本ホリスティックアロマセラピー協会）認定アロマセラピスト。アロマセラピスト養成コース、体験講座を指導。

https://aroma-suites.wixsite.com/aromasuites

ハーブ＆アロマ　反保　宮子

  [指導分野]　ハーブ・アロマ　　[指導項目]　あなたに合うハーブ・アロマの相談とアドバイス

電　話： 0467-28-5151

〇指導内容：植物は「緑の薬箱」。ハーブのある豊かな生活を提案します。リース、花束などクラフト作りの指導。　○講師料：10,000円程

度　○資料・材料費等：500円程度

ハーブアンドアロマ　タンボ　ミヤコ

生涯学習１級インストラクター（ハーブ）、ＪＭＨＡメディカルハーブコーディネーター、健康管理能力検定１級、ハーブ研修

Ｂｏｔａｎｉｃａｌ．Ｅｓｔｈｅ　醍醐　正子

  [指導分野]　ハーブ・アロマ　　[指導項目]　MPソープと天然精油で可愛い石けんを作ります

電　話： 0467-91-9782

〇指導内容：キラキラした石けんやアイスキャンディーソープなど、ワクワクする石けんで、作る楽しみ手洗いする楽しみをぜひご体験く

ださい。　○講師料：講座1回あたり1人300円程度　○資料・材料費等：参加者1人あたり1500円程度～

メール： botanical.esthe@gmail.com

ボタニカル　エステ　ダイゴ　マサコ

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター、日本デザイン石けん協会認定講師、AJESTHE認定エステティシャン

https://www.instagram.com/botanical.esthe

アートサンダルＢＥＢＥＴ　阿部　俊行

  [指導分野]　クラフト・切り絵　　[指導項目]　茅ヶ崎アートビーチサンダル手彫り体験

電　話： 080-4912-3152

〇指導内容：世界に一つだけのオリジナルビーチサンダルを楽しみながら仕上げる素敵な時間をお過ごしくださいませ。　○資料・材料

費等：資料代・材料費等　2,200円程度

メール： bebet.shonan@gmail.com

アートサンダルＢＥＢＥＴ　アベ　トシユキ

茅ヶ崎ふるさと納税返礼品・JAF手彫り体験・京急手彫り体験・横浜高島屋アートサンダルPOPUP・茅ヶ崎ブランド認定商品

https://variety-store-bebet5.webnode.jp

青木　正

  [指導分野]　クラフト・切り絵　　[指導項目]　ステンドグラスの初歩をやさしく学ぶ。

電　話： 090-3916-5893

〇指導内容：扱う材料がガラスですので、取り扱いの基礎からスタートし、創作内容も入門編程度となります。　○講師料：10,000円（3～

5回を1講座とします）　○資料・材料費等：1,500円～3,500円（作品の内容によります）

アオキ　タダシ

1983年グリーンアカデミア・オブ・ステンドグラスグラス・ギア設立。日本ステンドグラス連盟監事・グラスアート協会名誉会長

木内恭子/CARAT(カラット)

  [指導分野]　クラフト・切り絵　　[指導項目]　実用的な工作の指導

電　話： 0467-40-3233

〇指導内容：自然の素材を使って創意工夫することで、環境問題に関心をもって自分で考える力を養えるメニュー作りに取り組んでいま

す。　○講師料：5,000円　○資料・材料費等：1,000円

メール： carat_aroma@yahoo.co.jp

キナイキョウコ/CARAT(カラット)

受講者千人以上、一日の動員数100人以上を経験。キッズ向けの教室が得意で、自分の作品に愛着がわく声掛けを心がけています。

https://carat-workshop.hatenablog.jp/
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craft Witch　沼田　純子

  [指導分野]　クラフト・切り絵　　[指導項目]　羊毛、クイリング、パステル絵、絵本づくり、工作

〇指導内容：年齢問わずクラフトを通じて、自己表現の楽しさを味わい笑顔の輪を広げる。参加する方に応じた、誰もが楽しめるクラフト

広場。　○講師料：1人300円　○資料・材料費等：有料（作るものによります）

メール： lovemd24@yahoo.co.jp

クラフトウィッチ　ヌマタ　ジュンコ

保育士、介護福祉士、カラーセラピーの資格あり。イラストレーター、クイリングアクセサリー作家として活動中。

インスタ：ｗｉｔｃｈ＿4546

茅短歌会　代表　真後和子

  [指導分野]　短歌・俳句　　[指導項目]　百人一首の解説。短歌一首を持ち寄り比評し合う。

電　話： 0467-85-7137

〇指導内容：参加者の歌を持ち寄り皆様で比評をし合います。歌に依っては個人指導も致します。　○資料・材料費等：200円

カヤタンカカイ　ダイヒョウ　シンゴカズコ

前川佐美雄に師事。関広範に師事。短歌指導15年以上、歌集上梓あり、現代短歌協会会員

須藤　昌義

  [指導分野]　短歌・俳句　　[指導項目]　A.俳句入門講座　B.句会指導　C.吟行句会指導

電　話： 045-864-6620

〇指導内容：A講座はこれから俳句を始めたい人へ、歴史、作句方法、句会の体験等を行う。B、Cは月1回互選方式で行い、添削も行

う。　○講師料：無料　○資料・材料費等：300円

スドウ　マサヨシ

日本伝統俳句協会会員、俳人協会会員。「枻」同人、「輪」同人。前「海原」編集長。俳句入門講座毎年実施。句会指導５ヵ所。

茅ヶ崎俳句連盟　清水　呑舟

  [指導分野]　短歌・俳句　　[指導項目]　初心者に俳句の楽しさを習得していただく。

電　話： 0467-86-3175

〇指導内容：俳句の基本を覚えていただき俳句作りの楽しさを知り、更に仲間との交流を図り、自身の生きがいが得られるよう指導をす

る。　○講師料：無料　○資料・材料費等：1,000円/年

メール： donshu1007@hb.tp1.jp

チガサキハイクレンメイ　シミズ　ドンシュウ

7年間の講習で約100名が受講し４つの俳句会に配属され現在も俳句を続けている。その内15名が俳句連盟の役員になっている。

茅ヶ崎吟和会　藤間　豊

  [指導分野]　詩吟　　[指導項目]　漢詩や和歌・俳句などを吟じられるよう指導します。

電　話： 090-4537-1347

〇指導内容：腹式呼吸で大きな発声。古今の名詩に触れて頭もスッキリ、心もリフレッシュ。ストレス解消、健康維持、生涯学習に最適で

す。　○講師料：300円　○資料・材料費等：300円

メール： y-touma@emhouse.co.jp

チガサキギンワカイ　トウマ　ユタカ

社団法人日本詩吟学院　神奈川吟和会藤沢支部常任理事。段伝位：総伝（雅号：藤間岳豊）準師範　吟歴22年

KAIYA　代表　佐藤夢美

  [指導分野]　家庭生活・趣味その他　　[指導項目]　お家のお片付けに関するアドバイスや整理収納方法

電　話： 090-2195-8088

〇指導内容：モノの持ち方、手離し方、片付け方や収納方法などを実例と共に、わかりやすくお伝えします。　○講師料：300円

メール： yumemi.s@kai-ya.jp

カイヤ　ダイヒョウ　サトウユメミ

整理収納アドバイザー　訪問によるお片付け　お片付け講座　子供向け・生前整理・遺品整理など内容は様々

https://www.kai-ya.jp
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加龍　智子

  [指導分野]　家庭生活・趣味その他　　[指導項目]　スカーフのアレンジ活用術を楽しく素敵に伝授！

〇指導内容：家に眠っている使わなくなったスカーフやストールを再度活用し布一枚から笑顔で彩りあふれる毎日を送る楽しさをお伝え

します　○講師料：1,000円～2,000円　○資料・材料費等：50円

メール： satoko.nm@gmail.com

カリュウ　サトコ

日本スカーフコーディネーター協会認定講師。老若男女問わず多くの方にスカーフアレンジを御紹介大変御好評いただいております。

Tabi Tabi 熊野　裕子

  [指導分野]　家庭生活・趣味その他　　[指導項目]　旅の話題を通して地域の視野を広げよう

〇指導内容：過去に行った旅の思い出やエピソードを語り合う交流の場です。年齢不問。進行は職歴30年のトラベルライターが務めま

す。　○講師料：有料（都度ご案内）

メール： ykumano@mail.interq.or.jp

タビタビ クマノユウコ

雑誌や書籍への執筆歴30年の旅ライター。好きな分野の旅はおもに湯治旅、歩く旅、ワイン産地をめぐる旅など。

船山　信之

  [指導分野]　家庭生活・趣味その他　　[指導項目]　マジック：小中学生～シニア対象

電　話： 045-894-6033

〇指導内容：トランプ等の使用と生活用品等を使ってのマジック。シニアは認知症等の防止、日常生活での楽しみ、面白さ、不思議さが

増える。　○講師料：1,000円　○資料・材料費等：1,000円(実費）

メール： ckg@live.jp

フナヤマ　ノブユキ

マジックのボランティア10数年。年間5件～10件。プロからの指導毎月1回。公民館、町内会、老人ホーム、子供対象の演技指導

吉田　幸弘

  [指導分野]　家庭生活・趣味その他　　[指導項目]　初心者～中級者。マジックの楽しさを親切に指導！

〇指導内容：マジックを通して、親睦を図ることを目的とし、日常生活用品を使ってのマジック中心に活動しています。　○講師料：1,000

円　○資料・材料費等：1,000円(実費）

メール： y1yk2002@ybb..ne.jp

ヨシダ　ユキヒロ

湘南マジックふれあいの代表や、湘南マジックサークルの企画、運営役員を兼務。地域との交流を図り、協力しています。

Roots of tree　増子　恭子

  [指導分野]　家庭生活・趣味その他　　[指導項目]　世界にひとつ！オリジナルの、ものづくり

〇指導内容：季節の花やハーブ・身近な素材を使って、アレンジ・リース・クラフト・お菓子他ものづくり。気軽に！楽しく！遊べる学べる

場。　○資料・材料費等：0円～3,000円(講師料含む）

メール： m.roots_of_tree@docomo.ne.jp

ルーツ　オブ　ツリー　マシコ　キョウコ

ハマミーナ開設時より『花とグリーンとHERB～香草～日和』『世界のおいしい！豆もの粉もの甘いもの日和』を主催。
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指導内容
指導に関わる資格・実績

行政書士やすだ法務事務所　安田　勝

  [指導分野]　法律　　[指導項目]　動物の飼主の終生飼養を目的としたペット信託の啓蒙

電　話： 0467-98-1194

〇指導内容：ペットは家族の一員という存在になっています。自分に万が一があった場合を想定し、ペットが終生安心して暮らせる方法

を探ります　○講師料：無料　○資料・材料費等：無料

メール： m.yasuda@jcom.zaq.ne.jp

ギョウセイショシヤスダホウムジムショ　ヤスダマサル

行政書士としての法律的な立場、FＰとしての資金面の側面などから幸せなペットライフを支えます。

http://doglife-yasuda-office.com

齊藤　祐治

  [指導分野]　法律　　[指導項目]　NPOの作り方・法人化と法務局への諸手続

電　話： 0467-82-2881

〇指導内容：NPOの作り方、認証手続と認証後の法務局への登記申請手続、登記後の事務所・役員等の変更手続、NPO全般に関する

相談支援　○講師料：相談に応ずる　○資料・材料費等：相談に応ずる

サイトウ　ユウジ

行政法総論・各論につき、それぞれ基礎的なことは勉強しています。法務局へのNPO申請手続、書類閲覧など経験しています

社労士たまごの会 地域支援チーム　小野寺　清

  [指導分野]　法律　　[指導項目]　労働・雇用問題、社会保険に関する講座

〇指導内容：労働・雇用問題や健康保険・年金等の社会保険について分かりやすく話すことで、日常生活に役立つ知識を得るお手伝い

をします。　○講師料：無料　○資料・材料費等：300円

メール： onodera@grape.plala.or.jp

シャロウシタマゴノカイチイキシエンチーム　オノデラ　キヨシ

社労士の資格を持った仲間の有志が集まって市民講座を続けている団体で、茅ヶ崎で平成24年から毎年開いています。

湘南クリーン　宮田　文明

  [指導分野]　防災　　[指導項目]　1.農業関係は現地訪問　2.防災災害について全般

電　話： 0467-54-2725

〇指導内容：防災を重点にして全国を訪問しての現場についてのアドバイスをします。　地すべり風水害その他全般に火山関係を含

む。　○講師料：無料　○資料・材料費等：無料

ショウナンクリーン　ミヤタ　フミアキ

現地の状況を立体加工をなして、災害現地に行かなくても理解しやすく、納得のゆく、防災改良をもなす、資格、地質調査全般です。

マザーアース茅ヶ崎　山田　秀砂

  [指導分野]　防災　　[指導項目]　一歩踏み込んだ自然災害の危機管理について

電　話： 090-3236-6285

〇指導内容：市の現状と地域の危険は何か？家族全員の危機管理、災害時遭遇する危機と対処、被災者・企業が受けられる行政援助

等知るべきこと　○講師料：無料　○資料・材料費等：300円程度

メール： hisa-diva@vega.ocn.ne.jp

マザーアースチガサキ　ヤマダ　ヒサ

特定非営利活動法人日本管理士機構自然災害危機管理士２級、特定非営利活動法人日本防災士機構登録

mother-earth-chigasaki.net/

縁造

  [指導分野]　市民生活その他　　[指導項目]　自己承認型共同社会の実現に向けた生涯学習のすすめ

〇指導内容：・生活全般におけるコミュニケーション能力の向上・少人数制の体験型学習・コワーキングスペースチガラボで毎月イベント

を開催中　○講師料：３００円程度　○資料・材料費等：２００円程度

メール： jyouhousomurie@yahoo.co.jp

エンゾウ

・鉄道運転士無事故２２年達成・ＣＴＩコーチング、基礎コース修了・株式投資歴２２年・テニス歴２４年・ミニイベント開催多数
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2 社会生活

指導分野                  　　　　　　       　指導項目
講師名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　    連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
URL
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神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会湘南地区ネット

  [指導分野]　市民生活その他　　[指導項目]　中高年の健康と生きがい作りに関する提案と問題解決

〇指導内容：超高齢社会の展望と人生100年時代の生き方、健康づくり、家庭経済、就労、地域コミュニティ活動と社会貢献のあり方。　

○講師料：無料　○資料・材料費等：無料

メール： nycocoa@ninus.ocn.ne.jp

カナガワケンコウイキガイヅクリアドバイザーキョウギカイ　　

生きがい開発財団認定「健康・生きがいづくりアドバイザー」の資格。講師活動、健康増進普及活動。社会参加の促進活動。

救急看護認定看護師の会　代表者　福田　哲也

  [指導分野]　市民生活その他　　[指導項目]　救急看護認定看護師が救命講習を行います。

〇指導内容：救急看護認定看護師の団体です。一次救命講習の開催や救急車の適正利用方法等の普及活動を行っていきたいと思っ

ております。　○講師料：無料　○資料・材料費等：無料

メール： cote.coma0908.fam@gmail.com

キュウキュウカンゴニンテイカンゴシノカイ　フクダ　テツヤ

全員が救急看護認定看護師資格を取得、第一線で働く看護師。救急看護をスペシャリティとし、各種救命講習のプロバイダー資格取得

齊藤　祐治

  [指導分野]　市民生活その他　　[指導項目]　ふれあいと生きがい創出について考える教室

電　話： 0467-82-2881

〇指導内容：少子高齢化に備え、その対策として、伝統文化、趣味などを媒体にして、青少年の健全育成、地域の活性化について一緒

に考える。　○講師料：相談に応ずる　○資料・材料費等：相談に応ずる

サイトウ　ユウジ

新しい生きがいを創出する会を創設し、標章「生きがい創出大学」を商標登録出願すると共に、湘南生きがい創出大学で講座など開催

湘南結婚相談室　山中　千恵

  [指導分野]　市民生活その他　　[指導項目]　婚活や現代の結婚観、夫婦観についての講座

〇指導内容：時代と共に変わってきた結婚観や夫婦の在り方などから、結婚できずに悩む方々へ具体的な手段や方法をお教えします。

　○講師料：無料　○資料・材料費等：100円

メール： yamanaka@shonan-marriage.com

ショウナンケッコンソウダンシツ　ヤマナカ　チエ

ウェディングプランナーの経験から、日本結婚相談所連盟の正規加盟店として結婚相談所を経営。夫婦カウンセラー資格保持。

https://www.shonan-marriage.com

平田　瑞輝

  [指導分野]　市民生活その他　　[指導項目]　金融リテラシー向上のためのマネーセミナー

電　話： 090-7207-4438

〇指導内容：小学校教師の経験や人に伝えることの必要性への気づきから、一人でも多くの方がお金に困らないようサポートします。　

○講師料：無料　○資料・材料費等：無料

メール： hrtiz0de@gmail.com

ヒラタ　ミズキ

マネーセミナー等個別相談数300回以上。平均500万円程度/世帯の収支改善に貢献。ドルコスト平均法協会会員。相続診断士。

マザーアース茅ヶ崎　山田　秀砂

  [指導分野]　市民生活その他　　[指導項目]　怒りのメカニズムを知ってコントロールしよう

電　話： 090-3236-6285

〇指導内容：怒りのメカニズムを知り、公開しない上手な怒り方を知るメソッド、自分の感情に責任が持てる「３つのコントロール」　○講

師料：無料　○資料・材料費等：300円程度

メール： hisa-diva@vega.ocn.ne.jp

マザーアースチガサキ　ヤマダ　ヒサ

日本アンガーマネジメント協会アンガーマネジメントファシリテーター、日本プロカウンセリング協会２級カウンセラー講習修了

mother-earth-chigasaki.net/
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松田　至朗

  [指導分野]　市民生活その他　　[指導項目]　株式投資基本的知識を学びます。

電　話： 090-5536-3671

〇指導内容：株式売買の仕組みや資金の流れ。チャートで学ぶ高い？安い？今後の相場の流れは如何様に？儲かる売買と損する売

買手法等。　○講師料：100円　○資料・材料費等：100円

メール： shirou.mazda@hotmail.co.jp

マツダ　シロウ

兜町の地上証券で法人・個人営業、現物・先物ディーラーを経験。一般外務員資格・内部管理責任者資格保有。元内部管理統括責任

者

https://www.nfg.co.jp

れんが工房サテライト　政近年男

  [指導分野]　市民生活その他　　[指導項目]　コミュニケーション、マネジメント等

電　話： 0466-88-2044 携帯：090-4065-2107

〇指導内容：仕事やプライベートを充実させ、夢を実現させるコミュニケーションの理論やテクニックをドラマ仕立てにした楽しい研修で

す。　○講師料：無料　○資料・材料費等：要相談

メール： t_masachika81tm@yahoo.co.jp

レンガコウボウサテライト　マサチカトシオ

茅ケ崎市役所、地域教育懇談会等での研修、コミュニケーション検定2級、メンタルヘルスマネジメント2級、ビジネス法務検定2級

3 教育・育児

指導分野                  　　　　　　       　指導項目
講師名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　    連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
URL
指導内容
指導に関わる資格・実績

青木　珠美　Peony.Home

  [指導分野]　子育て　　[指導項目]　子どもの片付けに悩むママへ、方法・関わりを伝える

〇指導内容：「片付けなさい！」のイライラから変わる考え方。子どもとの片付け方法・関わりについてお伝えしていきます。　○講師料：

3,000円　○資料・材料費等：500円

メール： peonyhome.ta@gmail.com

アオキ　タマミ　ピオニーホーム

子どもと10倍楽しむ片付けサポーター（整理収納アドバイザー）自宅・オンライン・公民館・大勝建設株式会社にてセミナー開催。

https://aoki-peonyhome.com

英語リトミック　河野　素女

  [指導分野]　子育て　　[指導項目]　乳幼児と母親向けに英語と音楽を楽しんでもらう。

〇指導内容：音楽は小さな赤ちゃんの耳にも語りかけます。ピアノに耳を澄まして体を動かしながら幼児の様々な感覚にうったえ英語に

親しむ。　○講師料：無料　○資料・材料費等：無料

メール： motome_k@hotmail.com

エイゴリトミック　コウノ　モトメ

松林公民館でリトミック　元町コミュニティーセンターでリトミック

関　美穂（Rhythm Style）

  [指導分野]　子育て　　[指導項目]　ベビーから幼児期の親子リトミック

電　話： 080-3556-9646

〇指導内容：音楽を心で感じ、体で表現するリトミック。子育て中のＨＡＰＰＹを応援し、楽しく音楽的感性を養います（ピアノは即興生演

奏）。　○講師料：１時間当たり２，０００円～　○資料・材料費等：１人当たり１，０００円～

メール： rhythmstyle2021@gmail.com

セキ　ミホ（リズムスタイル）

リトミック研究センターディプロマＢ認定資格、同認定教室講師、ピアノ講師、保育士、社会福祉士、未就園児親子リトミック講師
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南八重　智子

  [指導分野]　教育　　[指導項目]　自転車ルール・マナーをデザインで表現する取組み

〇指導内容：デザインされたKEEP　LEFTの台紙にイラストを描きオリジナルプレートを作り自転車のルールを周知します。　○講師料：

5,000円　○資料・材料費等：200円

メール： shonan@aloha-chigasaki.jp

ミナミヤエ　トモコ

「発想はデザインの力」をモットーに、ワークショップを小学校・交通公園・コミュニティスペースなどで開催しています。

余田　康郎

  [指導分野]　教育　　[指導項目]　小中学校で農業を学ぶ

電　話： 0466-26-3578

〇指導内容：文部科学省の学習指導要領に準じて農作物を栽培し、その農業体験から命の大切さを学ぶ　○講師料：無料　○資料・材

料費等：無料

ヨデン　ヤスオ

農林水産省研究者を定年退職後（株）アルムで農業資材の開発に5年間従事。研究会を主宰し小中学校で教材作出、食育教育を実

施。

May English　内藤　真由美

  [指導分野]　語学　　[指導項目]　ビジネス英語、TOEIC、英検１－準１級

電　話： 050-5876-7155

〇指導内容：皆様の「英語で困っていること」を解決いたしますので、ご安心ください。目標に合わせたクラスをオーダーメイドします。　

○講師料：8,000円程度　○資料・材料費等：0円

メール： info@may-english.com

Ｍａｙ　English 　ナイトウ　マユミ

元CA　講師歴23年　英検1級　TOEIC980点　外務省　藤沢市　JR東日本　全日空ホテル　神田外語大学　明治大学他

https://may-english.com/

English Ivy School（湘南辻堂）　佐藤　理恵

  [指導分野]　語学　　[指導項目]　初級～上級レベルの英語、異文化交流おもてなし

〇指導内容：英語講座やレッスンでは語学以外の文化背景や西洋圏での生活・習慣の話も好評戴いております。ご一緒にぜひ楽しく外

国語学習を。　○講師料：10,000円　○資料・材料費等：500円

メール： rie@english-ivy-school.com

イングリッシュ アイビー スクール（ショウナンツジドウ）　　

英国オックスフォード大学出版局英語教授法、TOEIC910、英語指導歴7年、藤沢市生涯学習大学・東京2020公認英語講師

https://english-ivy-school.com

セブンシーズ　代表　下郡　祐次郎

  [指導分野]　語学　　[指導項目]　日本人の自分・日本の文化を英語で話す方法を指導

〇指導内容：話せる英語を目指し、クラスは学び合い助け合いの形で進み、自分の家にいながら参加するシステムを導入。セミナーや

講座も企画。　○講師料：講座1回あたり2,200円程度　○資料・材料費等：2,500円程度/年

メール： info@sevensees.org

セブンシーズ　ダイヒョウ　シモゴオリ　ユウジロウ

ハーバード大学院卒。英語教育のスペシャリスト。アメリカの公立、日本の私立小学校で教鞭をとる。現東京外国語大学非常勤講師。

www.sevensees.org

共生と共育ネットワーク　代表理事　木村尚文

  [指導分野]　教育その他　　[指導項目]　コミュニケーション・デジタルシティズンシップ

電　話： 03-6865-1910

〇指導内容：不登校の子どもと親を事例に多様性の受容や主体的コミュニケーションを学び、ネットいじめを事例に善き社会の担い手を

目指す講演　○講師料：講座１回あたり300円程度　○資料・材料費等：無料

メール： info@kyousei-kyouiku.or.jp

キョウセイトキョウイクネットワーク　キムラナオフミ

通信高校で25年間、生徒支援・保護者の相談対応、教員の研究などに従事。アンガーマネジメントファシリテーター有資格者。

https://kyousei-kyouiku.or.jp/
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髙木　江里子

  [指導分野]　教育その他　　[指導項目]　ペアレント・トレーニング入門講座

電　話： 090-9373-3688

〇指導内容：発達が気になる子を持つ親のためのペアレント・トレーニングの入門講座で子どもの気持ちに寄り添う聴き方やほめ方のコ

ツを学ぶ。　○講師料：10,000円　○資料・材料費等：3,000円（テキスト・事例集）

タカギ　エリコ

日本LD学会会員。特別支援教育士。ムーブメント教育・療法上級指導者。発達が気になる子のための音楽教室「コンアニマ」代表。

4 技術・学習

指導分野                  　　　　　　       　指導項目
講師名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　    連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
URL
指導内容
指導に関わる資格・実績

青木　照明

  [指導分野]　読書・朗読　　[指導項目]　夢の読書文化の町・茅ヶ崎を目指して（講演など）

電　話： 0467-87-0187

〇指導内容：宮沢賢治をモデルとして世界平和を願い、心と魂のこもった読書活動を行っていく。　○講師料：無料　○資料・材料費等：

無料

アオキ　テルアキ

著書：言霊が実現する瞑想読み　論文：読書立国への理念　経歴：横浜国立大学非常勤講師・茅ヶ崎市教育委員長

ＮＰＯ法人　パソコンボランティア湘南　大木伊都子

  [指導分野]　パソコン　　[指導項目]　パソコン、タブレット・スマホなどICT教育

〇指導内容：市民のパソコン、スマホ・タブレットの知識技能の向上を図り、電脳的街づくりに寄与することを目的として活動しています。

　○講師料：300円　○資料・材料費等：2,000円

メール： pasobora@pvshonan.net

ＮＰＯホウジン　パソコンボランティアショウナン　オオキイツコ

教員免許、職業訓練校指導員免許取得者。パソコンメーカー、通信関係会社、プログラマーなど各分野の豊富な経験を有します。

http://www.pvshonan.net

株式会社イノベーター・ジャパン &donutsプロジェクト

  [指導分野]　パソコン　　[指導項目]　Webを活用したコミュニケーションの向上

〇指導内容：市民のＩＴリテラシーの向上にむけて、さまざまなＩＴツールを活用するための学びの場を提供していきます。　○講師料：無

料　○資料・材料費等：無料

メール： shonan@andonuts.jp

カブシキガイシャイノベーター・ジャパン &donuts

市内に拠点を持つWebメディア運用を得意とした団体です。ＩＴに精通したメンバーが多数在籍しています。

https://www.andonuts.jp/

菊地　孝之

  [指導分野]　パソコン　　[指導項目]　フォトショップで画像や写真の拡大編集技術等を指導

電　話： 090-2339-7194

〇指導内容：パソコン、デジカメのハード、ソフトの学習。作品制作、展示会開催、画像編集と加工、拡大の学習と研究、中級以上のパソ

コン技能　○講師料：無料　○資料・材料費等：無料

メール： ad39552@tb4.so-net.ne.jp

キクチ　タカユキ

茅ヶ崎市で14年の「Photoshop勉強会」指導。展示会開催、図書館カレンダー担当。特殊級情報処理技術者資格。工学博士

http://bluebluesky.net/ps-nakama/index.html
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4 技術・学習

指導分野                  　　　　　　       　指導項目
講師名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　    連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
URL
指導内容
指導に関わる資格・実績

経営コンサルタント　廣澤知伯

  [指導分野]　技術・学習その他　　[指導項目]　飲食店・会社の経営を改善する方法を指導

〇指導内容：飲食店の原価削減、売上アップ、メニュー開発等の実践的なテクニック、ＥＸＣＥＬを活用した数字分析などを紹介　○講師

料：無料　○資料・材料費等：無料

メール： Info@niku-q.co.jp

ケイエイコンサルタント　ヒロサワトモノリ

株式会社ニクキュー代表取締役。飲食店、ゲーム開発会社、小売店等の経営改善に従事し、赤字のカフェは経営者として再建。

https://niku-q.co.jp/ms/

齊藤　祐治

  [指導分野]　技術・学習その他　　[指導項目]　発明・考案・意匠・商標の創作を楽しむ教室

電　話： 0467-82-2881

〇指導内容：ひらめきアイデア（発明・考案）、デザイン（意匠）、マーク（商標）の活かし方について一緒に考え、日々の生活を楽しみま

しょう　○講師料：相談に応ずる　○資料・材料費等：相談に応ずる

サイトウ　ユウジ

特許庁への提出書類などを企業（研究開発部門、知的財産部門）及び特許事務所で実務していました。現在、特許の無料相談してます

矢嶋　望

  [指導分野]　技術・学習その他　　[指導項目]　建築学

電　話： 090-9233-0273

〇指導内容：建築構造のデザインや設計を勉強する。地震や風の現象を勉強する。　○資料・材料費等：500円

ヤジマ　ノゾミ

◌（元）関東学院大学工学部社会環境システム学科非常勤講師　◌品質管理推進責任者　◌統計主事

5 福祉・人権

指導分野                  　　　　　　       　指導項目
講師名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　    連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
URL
指導内容
指導に関わる資格・実績

NPO湘南ふくしネットワークオンブズマン成年後見支援センター

  [指導分野]　福祉・人権その他　　[指導項目]　成年後見制度全般の説明

電　話： 0467-85-6660

〇指導内容：判断能力が不十分な方を法的に支援する成年後見制度全般についてご希望の場所に出向きわかりやすく説明します。　

○資料・材料費等：100円

ＮＰＯショウナンフクシネットワークオンブズマンセイネンコウケ

成年後見支援センターは、茅ヶ崎市からの業務委託を受けて運営しています。

http://www.npo-snet.com

平和を考える茅ヶ崎市民の会実行委員会

  [指導分野]　福祉・人権その他　　[指導項目]　平和に関する歴史などについて考え、理解を深める

電　話： 0467-88-0769

〇指導内容：戦争や原子爆弾の資料の紹介など未来を担う若い世代にも平和について考えるきっかけづくりを行います。　○講師料：

要相談　○資料・材料費等：要相談

ヘイワヲカンガエルチガサキシミンノカイジッコウイインカイ　

平和啓発活動を30年以上継続しています。
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6 自然・環境

指導分野                  　　　　　　       　指導項目
講師名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　    連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
URL
指導内容
指導に関わる資格・実績

マリカ先生（代表　日下田　泰子）

  [指導分野]　環境　　[指導項目]　SDGsや環境問題について楽しく学ぶ

〇指導内容：マリカ先生がSDGsや環境問題について、分かりやすく伝える講義です。クイズ等を取り入れて、皆が楽しく学ぶことができ

ます。　○講師料：要相談　○資料・材料費等：要相談

メール： ecomarika777@gmail.com

マリカセンセイ（ダイヒョウ　ヒゲタ　ヤスコ）

【資格】環境教育インストラクター、SDGsビジネス検定、こども環境管理士等【実績】全国の小学校、商工会議所等で講座

https://ecomarika.jimdofree.com

矢嶋　望

  [指導分野]　環境　　[指導項目]　環境算数

電　話： 090-9233-0273

〇指導内容：算数・数学を利用した環境（自然エネルギー・風力発電など）に関する勉強を指導する。　○資料・材料費等：500円

ヤジマ　ノゾミ

（元）関東学院大学工学部社会環境システム学科非常勤講師

特定非営利活動法人　ゆい　荒井三七雄

  [指導分野]　自然/その他　　[指導項目]　海浜植物と触合うことから自然の大切さを学びます。

電　話： 090-3914-0062

〇指導内容：現場主義・実践をとおして、就学前の年齢から学生そして成人まで対応します。　○講師料：要相談

メール： araim037@gmail.com

トクテイヒエイリカツドウホウジン　ユイ　アライ　ミナオ

資格：環境再生医（自然環境復元協会）　元・自然観察指導員（日本自然保護協会）　実績：神奈川県公園協会優秀賞受賞

https://www.npoyuhi.org/

7 文化・芸術

指導分野                  　　　　　　       　指導項目
講師名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　    連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
URL
指導内容
指導に関わる資格・実績

嶌田　壽雄

  [指導分野]　文学　　[指導項目]　万葉集をよく理解する。

電　話： 0467-87-3140

〇指導内容：万葉集ー首ごとの時代背景、作者のプロフィールなどを解説し、歌の意味を理解した上で、みんなで詠唱する。　○講師

料：3,000円　○資料・材料費等：200円

メール： ts-island@jcom.home.ne.jp

シマダ　トシオ

大学時代に「万葉集」の権威である犬養孝氏に学び、その後研鑽を積んできた。

朗読「平家物語」の真髄　代表　加藤　聖子

  [指導分野]　文学　　[指導項目]　平家物語の奥深さを学ぶ

電　話： 070-2175-0251

〇指導内容：声に出して平家物語の奥深さを学んでいこう。初心者の方から歓迎します。　○講師料：300円　○資料・材料費等：300円

程度

メール： mankinsakura2@gmail.com

ロウドクヘイケモノガタリノシンズイ　ダイヒョウ　カトウセイコ

３０年近く平家物語を研究。大学の生涯学習講座や民間の講座に数多く参加経験あり。
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7 文化・芸術
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渋谷　彩香

  [指導分野]　絵画　　[指導項目]　パステルアート

〇指導内容：パステルをパウダー状にして、指で絵を描きます。パステルアートを通じてセルフケアの大切さを学びます。　○講師料：

500円　○資料・材料費等：500円

メール： pastelart0304@gmail.com

シブヤ　アヤカ

企業が運営する就労移行支援事業所にて指導。パステル和（NAGOMI）アート 正インストラクター。

創作活動室カクツクル　星　まりこ

  [指導分野]　絵画　　[指導項目]　誰でも気軽に楽しめるよう初心者向けとなっています

〇指導内容：様々な創作活動を市民の皆様へお届けします。　○講師料：300円　○資料・材料費等：実費負担

メール： hoshimariko1971@gmail.com

ソウサクカツドウシツカクツクル　ホシ　マリコ

2017～2019年児童対象造形教室アシスタントスタッフとして勤務。2019年東京・横浜を中心にドローイング講座を開催。

作成中

田口　真由美

  [指導分野]　絵画　　[指導項目]　３色のパステルで指を使って紙に絵を描きます。

〇指導内容：パステルの色を楽しみ、自分にしか描けない絵を描きながら、心が和む時間を楽しみましょう。年齢や経験は問いません。

　○講師料：講座１回あたり　1,500円程度　○資料・材料費等：参加者１人あたり　500円程度

メール： mayumyna@gmail.com

タグチ　マユミ

３色パステルアートインストラクター、パステル和アートインストラクター

https://www.instagram.com/mayu_lulu/

千葉　和恵（アトリエ　ポップ　チョーク）

  [指導分野]　絵画　　[指導項目]　チョークアート（オイルパステル絵）

〇指導内容：子供～大人まで1回完結にてカラフル＆立体感ある絵を描きます。指を使って混色するのが最大の特長。初めてでも楽し

めます。　○講師料：5,000円　○資料・材料費等：500円～

メール： kokamohi5911@gmail.com

チバ　カズエ（アトリエ　ポップ　チョーク）

定期教室（小和田公民館他）に加え、夏期冬期は公共施設・学校保護者向けワークやイベント出店、高齢者施設でのレク実施も多数。

https://www.facebook.com/kazue-chiba.96

曼荼羅アートセラピスト　小川　智子

  [指導分野]　絵画　　[指導項目]　曼荼羅アート・パステル曼荼羅アートの制作

電　話： 090-6014-6888

〇指導内容：ゲルペンやパステルを用いて描く曼荼羅アート制作は、自分に向き合い、自分を愛でる大切な時間。描く貴方様に寄り添い

ます。　○講師料：２５００円程度（要相談）　○資料・材料費等：５００円程度

メール： yah.greentomo@gmail.com

マンダラアートセラピスト　オガワ　トモコ

曼荼羅アート入門レッスン認定講師、パステル曼荼羅アートレッスン認定講師、心理カウンセラー　大磯、茅ヶ崎にて定期講師

湘南SHOW点（代表：清水友美）

  [指導分野]　演劇　　[指導項目]　朗読・演劇・ラジオDJを体験しよう！

電　話： 090-8516-5649

〇指導内容：朗読や演劇に挑戦しませんか？簡単な発声からスタート、初心者歓迎！舞台出演、ラジオや司会も経験豊富な講師がコツ

を伝授します　○講師料：無料　○資料・材料費等：500円

メール： clef-de-sol@jcom.home.ne.jp

ショウナンショーテン（ダイヒョウ：シミズトモミ）

FM湘南ナパサラジオ番組DJ。舞台出演、ネットTVやイベント司会多数。劇中音楽も手掛けた作品で神奈川県演劇春フェス優勝

http://shonan-showten.littlestar.jp/  https://ameblo.jp/tomomi-shimizu/
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7 文化・芸術
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小西　昭夫

  [指導分野]　写真　　[指導項目]　写真撮影　写真鑑賞

電　話： 0467-57-6512

〇指導内容：写真撮影から写真鑑賞まで初心者の方にも分かりやすく説明する。希望者には、黒白写真の現像、引伸ばしの実技指導

を行う。　○講師料：無料　○資料・材料費等：無料

コニシ　アキオ

フォトマスター検定エキスパート合格　日本写真講師協会認定　フォトインストラクター

芳柳　寿々笹

  [指導分野]　舞踊　　[指導項目]　日本舞踊（古典・新古典・小唄・端唄・歌謡曲等）

電　話： 090-3431-1358

〇指導内容：古典曲（長唄・清元・常磐津・地唄）、新古典（大和楽等）、歌謡曲（演歌・現代曲等）、小唄、端唄　○講師料：1,000円　○資

料・材料費等：1,000円

ヨシヤナギ　スズササ

花柳流師範免許の元に指導の後、親師匠が創流した茅柳流の一級師範として田園調布の本校にて講師を務め、自宅でも稽古を行う。

小松　佳子

  [指導分野]　茶道　　[指導項目]　表千家茶道。季節に合った呈茶点前の稽古が主です。

電　話： 0467-86-3762

〇指導内容：点前稽古により①所作が奇麗に②緊張感、達成感を味わい心が整う③何よりも癒され自分がリフレッシュする素敵な時間

が過ごせます　○資料・材料費等：1500円　茶会の茶事（炭・上菓子・抹茶・香・懐石料理）実費

コマツ　ヨシコ

表千家同門会、表千家教授会、茅ヶ崎茶道会に所属。中学・高校の茶道部指導。文化庁委託事業伝統文化こども教室実施。表千家教

授

作間　良子

  [指導分野]　茶道　　[指導項目]　表千家流茶道の基本の所作、おもてなしの心にふれる

電　話： 0467-57-8117

〇指導内容：楽しく和やかな雰囲気で一人一人に丁寧にきめ細かく指導しています。一服のお茶を点ていただく無心になれる時間を楽

しみましょう　○資料・材料費等：1,500円

サクマ　ヨシコ

H２４年表千家教授。H２３年よりまなびの市民講師登録。自主企画講座開催。市施設で茶道教室を開き茶道の普及活動をしている。

Let's茶do.　小野　晴美

  [指導分野]　茶道　　[指導項目]　カジュアルな茶道。易しい英語の解説も。

〇指導内容：〇気軽に抹茶を楽しみたい　〇海外の方に抹茶でおもてなししたい　〇簡単な作法を知りたい　茶道の？に答える講座各

種　○講師料：300円/人～　○資料・材料費等：500円

メール： harumi.p0310@gmail.com

レッツサドウ　オノ　ハルミ

国際交流が盛んな市内県立高校茶道部を指導。同部を通じ海外のお客様に茶道を紹介。

田口　真由美

  [指導分野]　書道　　[指導項目]　筆ペンを使って、絵のような文字を描きます。

〇指導内容：筆ペンで、あなただけにしか描けない文字を描いたり、筆ペンや水彩パステルを使って、思い思いの絵を描いていきます。

　○講師料：講座１回あたり　1,500円程度　○資料・材料費等：参加者１人あたり　500円程度

メール： mayumyna@gmail.com

タグチ　マユミ

一般社団法人　己書　師範

https://www.instagram.com/tamagucci2021/
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矢嶋　望

  [指導分野]　書道　　[指導項目]　書と絵を楽しむ

電　話： 090-9233-0273

〇指導内容：筆で写経や仏画を描きながら写経の意味などを説明する。　○資料・材料費等：500円

ヤジマ　ノゾミ

◌近代書院　◌平塚市書道展市長賞　◌各公共施設の講座講師

東　哲郎

  [指導分野]　歴史　　[指導項目]　茅ヶ崎市史編集に従事。茅ヶ崎の歴史全般。

電　話： 090-9230-7730

〇指導内容：茅ヶ崎の歩みで各時代の特色を抽出する。例：茅ヶ崎の村々と領主、茅ヶ崎の別荘、茅ヶ崎の風土、茅ヶ崎の人物。　○資

料・材料費等：ある場合は実費を負担していただく（コピー代）

ヒガシ　テツロウ

身近な歴史の勉強を我が住む町の歩みから繙く。　高校中学社会科教員免許。國學院大學史学科近世史専攻卒業。元茅ヶ崎市職員。

齊藤　祐治

  [指導分野]　伝統・民話　　[指導項目]　伝承（昔懐かしい）遊びの作り方・遊び方教室

電　話： 0467-82-2881

〇指導内容：竹トンボ、ブンブンごま、竹馬、紙飛行機、ウグイス笛、和凧、布草履、シジュウカラの巣箱などを世代を超えて作り楽しみ

ましょう　○講師料：相談に応ずる　○資料・材料費等：相談に応ずる

サイトウ　ユウジ

郷土玩具作家。趣芸湘南優悠会（創意工夫、鎌倉彫、自然観察、料理、釣り、写真など）の代表、えぼし竹細工を主宰しています。

青木　まき子

  [指導分野]　文化・芸術その他　　[指導項目]　現代マナー全般、江戸界隈の町衆の知恵

電　話： 0467-74-8444

〇指導内容：冠婚葬祭のマナー。和食洋食のマナー。おつき合いのマナー。職場のマナーなど。　○講師料：1,000円～2,000円(資料

代、材料費含む。1人あたり）

アオキ　マキコ

NPOマナー教育サポート協会認定講師。現代礼法研究所講師。江戸のよさをみなおす研究所代表。

飯田　誠一

  [指導分野]　文化・芸術その他　　[指導項目]　欧州各国の文化と歴史を学び、理解を深める

〇指導内容：欧州各国の文化と歴史を学びながら観光事業を知る。欧州に住んでいる人々の生活を伝統や習慣を通して知り、我々の

生活に活かす　○講師料：20,000円　○資料・材料費等：500円

メール： 13rosevine@gmail.com

イイダ　セイイチ

36年間、欧州へ視察・観光ツアーの手配及び同行。ロンドン赴任時に欧州各国へ訪問し、社会・経済・文化を学び、仕事に活かした

後藤　良和

  [指導分野]　文化・芸術その他　　[指導項目]　海洋・船舶の技術に係る知識と歴史の流れについて

電　話： 090-7638-9142

〇指導内容：演題「海と船のお話し講座」を通じて海洋学・船舶工学等の人類の生活と発展に係わって来た事項を体系的に分かりやす

く説明します　○講師料：無料　○資料・材料費等：無料

メール： cpgotoh@mc.ejnet.ne.jp

ゴトウ　ヨシカズ

30年間の関連実務経験を含み、約70年間の趣味のセーリングで知った海について、ライフワークの「海の技術史」を執筆中です。
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茅ヶ崎市文化団体協議会　会長　岩本一夫

  [指導分野]　文化・芸術その他　　[指導項目]　文化・芸術活動全般

電　話： 080-6729-8008

〇指導内容：市民の文化活動団体が所属する協議会です。幅広く講座等を開催し、日本の伝統文化や舞台芸術の総合体験等の機会

をご提供します。　○講師料：300～1,000円程度（講座1回あたり）　○資料・材料費等：1,000円以内程度（参加者1人あたり）

メール： bundankyo@gmail.com

チガサキシブンカダンタイキョウギカイカイチョウイワモトカズオ

菊花、華道、洋舞、茶道、俳句、音楽、詩吟、書道、工芸、箏尺八、演劇、シャンソン、祭囃子。学校や地域等、様々な場で活動。

http://www.chigasaki-bdk.sakura.ne.jp/index.html

宮澤　玲子

  [指導分野]　文化・芸術その他　　[指導項目]　羊毛フェルトでマスコットやパペットを作って遊ぶ

電　話： 070-5654-3593

〇指導内容：羊毛フェルトの基礎を学び平面から立体へステップアップします。　○講師料：無料　○資料・材料費等：1,000円

ミヤザワ　レイコ

小学校や自治会のイベント等で指導経験多数あり。玉川大学芸術学部彫刻専攻卒。

http://fukuwajyutu.amebaownd.com
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矢嶋　望

  [指導分野]　合唱・コーラス　　[指導項目]　ギターの弾き語りでフォークソングを皆で歌う

電　話： 090-9233-0273

〇指導内容：①ギターの弾き語りでスクリーンを見ながらフォークソングを皆で歌う　②ミニライブ（オープンマイク有）　○資料・材料費

等：500円

ヤジマ　ノゾミ

οハスキーズギャラリーフォークコンサート　ο里山公園フォークコンサート

はじめてのオカリナ　岡村　悦子

  [指導分野]　楽器演奏　　[指導項目]　はじめてのオカリナ　無料体験

電　話： 0467-73-0887

〇指導内容：オカリナの持ち方・吹き方・運指などを練習して頂き、簡単な曲を演奏して頂きます。　○講師料：無料　○資料・材料費等：

プラスチックオカリナＡＣ管1,000円（オカリナ持参は無料）

ハジメテノオカリナ　オカムラ　エツコ

ライリッシュ・オカリナ連盟認定講師。茅ヶ崎・寒川・海老名にて指導。

ハンドベル（ミュージックベル）　岡村　悦子

  [指導分野]　楽器演奏　　[指導項目]　ハンドベル（ミュージックベル）無料体験

電　話： 0467-73-0887

〇指導内容：ベルの持ち方・奏法を練習して、簡単な曲を4～5名のグループにて演奏し、お互いの演奏を聴き合い、楽しんで頂きます。

　○講師料：無料　○資料・材料費等：無料

ハンドベル（ミュージックベル）　オカムラ　エツコ

日本ミュージックベル協会認定講師。老人施設などの慰問。サマースクール（小学生）での指導。公共施設行事での発表。他
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樋口　昭子

  [指導分野]　和楽器　　[指導項目]　琴演奏の魅力が伝わるよう楽しく分り易く指導します

電　話： 080-5071-7543

〇指導内容：指を動かし脳トレに！童謡は短い練習で上達可。奥も深く歌謡曲やクラシック等も各パートに分れ合奏しボランティア演奏

等にも参加　○講師料：5,000円程度　○資料・材料費等：300円程度

ヒグチ　アキコ

中高音楽教員、ヤマハ音楽ピアノ講師、琴伝流大正琴大師範補。カーネギーホール、カナダ、NHK出演他日本各地で演奏と指導する

石崎　愛惟

  [指導分野]　音楽その他　　[指導項目]　初中級英語・日本語でピアノのレッスン（経験不問）

〇指導内容：ピアノのグループレッスンで、楽しみながら、自然な会話で身につく英語とピアノの習い事を同時に体験してみませんか。　

○講師料：2,000円　○資料・材料費等：無料

メール： fortepian@outlook.jp

イシザキ　アイ

ピアニスト。国内外多数コンクール入賞。ポーランド国立ショパン音楽大学院卒業。小学校教員経験有。中高音楽科教員免許保持。

https://fortepian.wixsite.com/-site

ＮＰＯ茅ヶ崎ヴォイス　代表　小島　美和

  [指導分野]　音楽その他　　[指導項目]　ハワイアンの曲を中心としたコーラスとウクレレ演奏

電　話： 090-4713-1252

〇指導内容：初めての方からベテランの方まで気軽に参加できるレッスンやハワイアンミュージシャン等の講師を招くワークショップ　○

講師料：300円　○資料・材料費等：200円

メール： mi-chan46@docomo.ne.jp

エヌピーオーチガサキヴォイス　ダイヒョウ　コジマ　ミワ

代表者はウクレレ歴15年、ハワイアンバンドラウラウとして活動中。その他の講師はプロとして活動中のミュージシャンに依頼予定

https://www.facebook.com/Chigasakivoice/

キッズ・シニア　うたごえ　長尾　真理子

  [指導分野]　音楽その他　　[指導項目]　キッズは四季の童謡等、シニアは歌でリフレッシュ。

電　話： 090-6491-3818

〇指導内容：鍵盤楽器でメロディーを。ジャンルを問わずたくさん歌う。発声で声の出し方、歌い易いキー、歌詞の音読、次回リクエスト

等々。　○資料・材料費等：200円

キッズ・シニア　ウタゴエ　ナガオ　マリコ

音大声楽出身、キッズは40年以上ピアノ・うた指導。シニアは20年以上、カルチャー講師、歌声グループでのボランティア指導。

齋藤　謙一

  [指導分野]　音楽その他　　[指導項目]　オペラの魅力、さまざまな楽しみ方（初級）

電　話： 0467-32-7185

〇指導内容：高尚そうで縁はない、とオペラを敬遠しているあなたに、しびれる歌声、衣装等々、オペラの魅力、楽しみ方を平易にお伝

えします。　○講師料：交通費実費　○資料・材料費等：100円以内

メール： kmsaito@gmail.com

サイトウ　ケンイチ

オペラ鑑賞歴55年以上　オペラ出演歴10作品以上　映像600本以上所蔵　鎌倉市オペラ講座、茅ヶ崎まなびWEEKにて講師。

湘南SHOW点（代表：清水友美）

  [指導分野]　音楽その他　　[指導項目]　ダンス・楽器演奏・歌でステージに挑戦！

電　話： 090-8516-5649

〇指導内容：楽しくダンスや歌・楽器を練習し、様々なイベントやステージに出演しませんか？初心者・障がい者歓迎、レベルやご希望

に応じます　○講師料：無料　○資料・材料費等：500円

メール： clef-de-sol@jcom.home.ne.jp

ショウナンショーテン（ダイヒョウ：シミズトモミ）

ピアニスト・シンガー・ダンサー・作曲家。音楽教室を主宰、ピアノ・ボイトレ・楽典を指導。障がい者との共演や出前授業も数多い

http://shonan-showten.littlestar.jp/  https://ameblo.jp/tomomi-shimizu/
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斎藤  由紀子

  [指導分野]　健康（禁煙・食育等）　　[指導項目]　脳いきいきアート（臨床美術）

電　話： 080-5534-1807

〇指導内容：〈心のリフレッシュ・若返り・元気に〉学校で習ったやり方でない面白い方法（臨床美術）とお喋りタイムで脳をいきいきさせま

す。　○資料・材料費等：300円

サイトウ　ユキコ

企業の脳トレ教室、市民行事、高齢者施設での実績あり。脳の健康作りのお手伝いを致します。お気軽にお問い合わせください。

https://atelier-rosefairy.jimdo.com/

田中　禮子

  [指導分野]　健康（禁煙・食育等）　　[指導項目]　顔は正面玄関。表情筋鍛えて１０才若返りも夢でない

電　話： 090-2767-6060

〇指導内容：もう年だからの一言で老化！！筋肉は何才になっても鍛えられます。地味な色は卒業。若々しい色と型で今後の人生楽し

みましょう。　○講師料：無料　○資料・材料費等：基本無料、資料など必要な時は実費

タナカ　レイコ

服飾デザイナー、若返りメイク、パーソナルカラー、表情筋レッスン、若返り講座歴２０年、ラジオ・テレビ等に取材受けました。

久田　奈奈/フットケアサロンnanaiＲo

  [指導分野]　健康（禁煙・食育等）　　[指導項目]　足や爪、靴などについて学びましょう。

電　話： 0467-84-8447

〇指導内容：日々多くの方の足をケアしながら足の大切さを発信しています。成長期である子供からご高齢の方までを対象とした講座

です。

メール： nanairo8447@gc5.so-net.ne.jp

ヒサダ　ナナフットケアサロンナナイロ

フットケアスクール講師や介護に携わる方向け、シニア世代向け、子育て世代向けなどへのワークショップの実績がございます。

http://nanairosalon.s2.weblife.me

青柳　彩子

  [指導分野]　体操　　[指導項目]　健康を目的としたストレッチや簡単な体操

〇指導内容：運動不足やデスクワークによる肩こり、腰痛、体の冷えを改善するためのストレッチや家でもできる簡単な体操を教えてい

ます。　○講師料：1時間　9,000円　○資料・材料費等：無料

メール： info@karadatotonoe.com

アオヤギ　アヤコ

整体師認定（手力整体塾卒業）、主婦の友社運営のWEBメディアにてストレッチ紹介記事の執筆

karadatotonoe.com

松林　純子

  [指導分野]　体操　　[指導項目]　脳トレ、チェアエクササイズ、音楽レク

〇指導内容：一般、高齢者の方への認知症予防の為の脳トレや歌いながらのレクを行います。椅子に座っての筋力アップ運動も行いま

す。　○講師料：2,000円　○資料・材料費等：200円

メール： jmjune09010571478@gmail.com

マツバヤシ　ジュンコ

日本音楽レクリエーション指導協会認定講師、健康運動実践指導者

中嶋　麻里

  [指導分野]　ヨガ　　[指導項目]　成人～シニア向け　無理なく体を整えていきます。

電　話： 090-8949-9995

〇指導内容：気の流れである経絡（けいらく）を意識しながらヨガを行い、体が自然とほぐれて温まり、気のエネルギーがみなぎるのを感

じます。　○講師料：講座1回あたり　1,000円程度　

メール： maalinakashima4411@gmail.com

ナカシマ　マリ

・IHTAヨガインストラクター・マタニティヨガ・キッズヨガ＆ピラティス・経絡ヨガ認定講師ヨガ歴12年、講師歴5年
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FYOGA_SANTOSHA　　原田　二三代

  [指導分野]　ヨガ　　[指導項目]　身体に不安のある方や初心者の方へのヨガレッスン

〇指導内容：通常のヨガにはついていけないかも知れないが、ヨガをやってみたいという方、体を動かすことに制限があるという方も大

歓迎です！　○講師料：講座１回あたり３００円程度　○資料・材料費等：資料代・材料費等：参加者１人あたり２００円程度

メール： santosha.f23@gmail.com

ファンヨガ　サントシャ　ハラダ　フミヨ

全米ヨガアライアンスＲＹＴ２００

https://fyoga-santosha.jimdosite.com

フローライトヨーガ　亀鶴　綾子

  [指導分野]　ヨガ　　[指導項目]　深くリラックスして脳を休めるヨーガセラピー

〇指導内容：インド古典のラージャヨーガを現代人に合わせたゆったりしたヨーガ。心身を見つめることで頭がスッキリし深くリラックスし

ます♡　○講師料：講座1回あたり300円程度

メール： flowlightyoga@gmail.com

フローライトヨーガ　カメツル　アヤコ

ヨーガ指導歴10年。市内のコミュニティセンターなどで幅広い世代の方にあわせて行っています。

【相模合気道連盟】　小島　三男

  [指導分野]　空手・合気道　　[指導項目]　初心者から経験者まで親切・丁寧に指導致します。

電　話： 携帯:080-1037-9769

〇指導内容：幼稚園児から高齢の方まで自己の体力に応じて無理なく一生涯、和気藹々と楽しく合気道の稽古が出来るように心がけて

おります。　○講師料：無料　○資料・材料費等：無料

メール： aikido_kojima@docomo.ne.jp

サガミアイキドウレンメイ　コジマ　ミツオ

（公財）合気会公認相模合気道連盟の茅ヶ崎・平塚・相模（寒川地区）合気会の指導者。合気道師範（七段）空手道段位取得その他。

https://sagami-aikido.com/

藤本　恵祐

  [指導分野]　空手・合気道　　[指導項目]　沖縄伝統空手・古武術の指導

電　話： 0467-53-9073

〇指導内容：空手発祥の地＝沖縄に伝わる上地（うえち）流空手や、棒・ヌンチャクを使った古武術を伝授します。　○講師料：1,000円　

○資料・材料費等：100円

フジモト　ケイスケ

・修行歴40年、湘南エリアでの指導歴25年　・沖縄上地流空手道　師範・教士八段

http://shonanshubukan.sakura.ne.jp/

木村　江里

  [指導分野]　ダンス　　[指導項目]　バレエストレッチ。親子リトミック・リズム遊び。

電　話： 090-2401-6045

〇指導内容：バレエのエクササイズを基本として体を整える。親子リトミックは親子で楽しみながら体を動かし、リズム感や運動に親し

む。　○講師料：3,000円～5,000円程度

メール： dmc-e617@docomo.ne.jp

キムラ　エリ

モダンダンススタジオ主宰。神奈川県芸術舞踊協会会員。茅ヶ崎市内公民館で講座を開催。茅ヶ崎市洋舞部会会員。

http://www.dancemc.com/

仙庭　佳奈絵

  [指導分野]　ダンス　　[指導項目]　フラダンス・健康フラ・本格フラ

電　話： 090-3316-2618

〇指導内容：健康維持・運動不足解消を目的としたフラから、本格的なフラまで広いニーズに応え、癒しと感動のフラを目指しています。

　○講師料：1,500円

メール： makalapua20169@gmail.com

センバ　カナエ

フラ歴15年。オアフ島（ハワイ）のクムに師事し、日本校に在籍。
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中嶋　麻里

  [指導分野]　ダンス　　[指導項目]　ヨガストレッチ後、曲に合わせ体を動かしていきます

電　話： 090-8949-9995

〇指導内容：HULAを踊るための体の使い方、呼吸をしっかり行います。レッスン後は気持ちもすっきり前向きに、お顔も笑顔になります

ように　○講師料：講座1回あたり　1,000円程度

メール： maalinakashima4411@gmail.com

ナカシマ　マリ

IHTAヨガインストラクター・マタニティ・キッズヨガ＆ピラティス・経絡ヨガ認定講師フラ歴21年、ヨガ歴12年、講師歴5年

フイケ　アオ　アロハ　ハウオリ　山口玲子

  [指導分野]　ダンス　　[指導項目]　フラの動きを基本に体を動かせていきます。

電　話： 090-6319-3307

〇指導内容：楽しいを中心にみなさんに笑顔をお届けできるよう努めています。ゆっくりていねいに一緒に踊りましょう。　○講師料：

3,000円

メール： leco2842215@gmail.com

フイケ　アオ　アロハ　ハウオリ　ヤマグチレイコ

ジョージナオペフラスタイルインストラクター。文部科学省認可共同組合フラ指導者支援ネットワーク認定フラ指導者。

https://www.hauolileco.com/blog/

正村　環

  [指導分野]　ダンス　　[指導項目]　心と身体を健康にするフラダンス

電　話： 080-9505-2451

〇指導内容：ハッピーをあなたに。大腿筋を鍛え、笑顔いっぱい。健康と明るい生活を送る為のフラを踊りましょう。　○講師料：無料　○

資料・材料費等：交通費等　要相談

メール： hauolimember@gmail.com

マサムラ　タマキ

フラ歴20年フラダンサーとしてフラ指導等14年目。楽しいイベントで皆で踊っています。

MOANA　小島　美和

  [指導分野]　ダンス　　[指導項目]　優雅なハワイアンで楽しく踊ります。

電　話： 090-4713-1252

〇指導内容：フラを通じて人生を豊かにするよう元気に楽しく踊ります。正しい姿勢で素敵な笑顔を心がけます。イベントは湘南で多数

あります。　○講師料：300円　○資料・材料費等：200円

メール： mi-chan46@docomo.ne.jp

モアナ　コジマ　ミワ

ナーパラパライのリーダーでもあるクアナトレス指導のクアナスクールに所属し、毎年ジャパンツアーに出演しています

市村　のぼる

  [指導分野]　健康・スポーツその他　　[指導項目]　人生100年時代の節約術～医療・介護編

〇指導内容：健康づくりからかしこい医療との関わり方まで、医療費（介護費）の具体的へらし方を学び、実践します。　○講師料：無料　

○資料・材料費等：無料

メール： no1@live.jp

イチムラ　ノボル

公民館、生涯大学等で講義実績多数。昭和女子大学研究員。社会保障問題解決研究所代表。

川越　喜美子（ＫＩＭＩＫＯ）

  [指導分野]　健康・スポーツその他　　[指導項目]　フープでインナーマッスルを鍛え楽しく体幹運動

〇指導内容：フラフープを使って筋肉を動かしましょう。運動経験が無い方も、スポーツをやっている方のコンディショニングとしてもＯＫ

です。　○講師料：600円　○資料・材料費等：400円（フラフープレンタル代として・持参する人は無料）

メール： ki3hoop-shonanhoopclub@yahoo.co.jp

カワゴエ　キミコ（キミコ）

日本初のフラフープ教室、フープ東京のフープエクササイズ＆フープダンス認定インストラクター。こども大人どちらでも指導可。
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境野　常司

  [指導分野]　健康・スポーツその他　　[指導項目]　腰痛とうまく付き合っていく運動

電　話： 090-2769-1589

〇指導内容：仙骨のストレッチから始まり、体幹・インナーマッスルを考え、可動領域を広げ、血液の循環を改善し、痛みを緩和する運

動。　○講師料：無料

メール： george.33527@docomo.ne.jp

サカイノ　ジョウジ

中学校・高等学校保健体育教諭免許、水泳指導管理士、体育館等での運動の指導、ＡＤＬ体操会員。

湘南茅ヶ崎ノルディック・ウォーキング同好会（SCNW）

  [指導分野]　健康・スポーツその他　　[指導項目]　ノルディックで健康と生きがいづくりの啓発と支援

電　話： 0467-86-9316

〇指導内容：月2回のノルディック・ウォーキングの市内・近隣での体験。健康寿命を伸ばす栄養・社会参加・運動の3つのポイントの指

導。　○講師料：3,000円　○資料・材料費等：無料

メール： sei_mei@jcom.home..ne.jp

ショウナンチガサキノルディック・ウォーキングドウコウカイ

日本ノルディック・ウォーキング協会によるインストラクターの資格。会員の中からインストラクターの養成と資格取得の支援。

ちがさき竹とんぼ教室　主宰　白石　英剛

  [指導分野]　健康・スポーツその他　　[指導項目]　竹とんぼ、ガリガリトンボ作りと飛ばし遊びを楽しむ

〇指導内容：竹とんぼ教室：よく飛ぶ竹とんぼの簡単な作り方と遊び方を学ぶ。指導者コース：竹とんぼ教室開催の企画や運営のノウハ

ウを伝授。　○講師料：7,000円　○資料・材料費等：300円

メール： eigo3.ws_nep20@cap.ocn.ne.jp

チガサキタケトンボキョウシツ　シュサイ　シライシ　エイゴウ

資格：竹とんぼ主任講師歴20年、健生アドバイザーほか実績：講師活動17年。スタッフの協力を得て、これまでに数千名を指導。

http://kanagawa-kensei.com/

深井　諭

  [指導分野]　健康・スポーツその他　　[指導項目]　スポーツメンタルトレーニング

電　話： 080-1308-7169

〇指導内容：人間的成長を目的として「心・技・体」の「心（心理・精神・メンタル面）」を整えるトレーニングです。　○講師料：300円　○資

料・材料費等：47,000円（要相談）

メール： fukaifitnessclub@gmail.com

フカイ　サトシ

担当したアスリート達を6年間でオリンピック出場や【世界一（10回）日本一（28回）】へ導いた。

http://fukaifitnessclub.sakura.ne.jp

守部　唯

  [指導分野]　健康・スポーツその他　　[指導項目]　バレトンでシンプルな有酸素運動！

〇指導内容：NY発祥のバレトン。2007年から日本で普及。フィットネス・バレエ・ヨガの要素を含むシンプルな有酸素運動です。　○講師

料：無料　○資料・材料費等：参加者１人あたり　500円程度（スタジオレンタル代として）

メール： yuimoribe@outlook.jp

モリベ　ユイ

バレトン・ソールシンセシス資格取得。バレトン教室主宰。湘南エリアを中心に、レッスンを開講。

https://www.balletonemoribe.com/
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４ 団体・サークル情報 
 
市内で活動し、会員を募集している団体・サークルからの

申込みによる情報を掲載しています。掲載情報につきまし
ては、次の事項をご確認いただき、ご了承の上、ご活用くだ
さい。 

※ 営利目的、政治目的、宗教目的等には、活用することはできません。 
※ 情報は申込時のものです。変更となっている場合もあります。 
※ 生涯学習への活用以外での名簿の使用を禁じます。 

※ 掲載内容については公的に保証するものではありません。 
 

◇市ホームページからも団体・サークルの情報が検索できます◇ 
 

茅ヶ崎市ホームページトップ → くらし → 生涯学習 
→ 茅ヶ崎市登録情報検索（PLANET かながわ） 

 
 
 

◇ご登録を希望する団体・サークルを募集しています◇ 
 
掲載をご希望の場合は、「生涯学習ガイドブック掲載申込書」に必要事項を

記載の上、文化生涯学習課へ郵送またはメールによりご提出ください。申込書
は市ホームページからもダウンロードできます。 

 

茅ヶ崎市ホームページトップ → くらし → 生涯学習 
→ 団体・サークル情報 
 

メールアドレス：bunkashougai@city.chigasaki.kanagawa.jp 

団体・グループか
ら検索キーワード

や分野で検索 

PLANET かながわ 
「茅ヶ崎市の登録情報
をさがす」 

団体・サークル
情報 
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1 家庭生活・趣味

活動団体名                                                                                                連絡先(氏名・電話・メール・URL)
PR・活動場所
入会金・会費の有無等

小松　隆嗣

創作料理

電　話： 0467-52-6669

まないたの会

香川公民館において毎月第2土曜日年1回食品工場見学。年2回食生活改善推進団体より指導を受ける。旬の物を使って簡単な創作料

理。

9 無人会員： 入会金： 会費： 月額1,000円

マナイタノカイ

Roots of tree 

世界のおいしいもの！倶楽部

電　話： 080-9987-3509

メール： m.roots_of_tree@docomo.ne.jpRoots of tree（お菓子）

『世界のおいしい！粉もの豆もの甘いもの日和』ハーブ＆スパイス・ナッツを楽しむ！季節の甘いもの、伝統菓子を作ります♪

8 無人会員： 入会金： 会費： 1回2,000円～3,000円

ルーツ　オブ　ツリー（オカシ）

井上　文江

ベビー用品からコートまで。和服リメイクもやっております。

電　話： 0467-52-6868

仲間作り「洋裁」

ミシン12台、ロック5台、内、刺繍2台。専用ミシンで作業できます。菱沼の自宅で活動。活動は1クラス5名程で7クラスあります。火・水・

木・金ＡＭ、ＰＭ。車での参加可能です。開催は月3～4クラスと月2のクラスあり。

35 無人会員： 入会金： 会費： 月額2,000円

ナカマヅクリヨウサイ

野中　隆夫

鎌倉彫の学習と会員相互の親睦　講師：小園敏樹先生（伝統工芸士）　初心者歓迎（一人ひとり丁寧に指導）

電　話： 0467-51-8072

メール： watakei6382@yahoo.co.jp鎌倉彫香園会

開講毎月第一・第三金曜日　13時～15時　定員20人（但し、現在少人数のため13時～14時30分　11名）、場所：駅北口市民ギャラリー、

展示会年一回程度開催、道具材料費各人負担（先生手配）

11 1,000円人会員： 入会金： 会費： 月額2,000円

カマクラボリカソノカイ

岡崎　孝夫

伝統ある鎌倉彫を基本から学びあっています。老若男女が楽しみながら、作品を作りあげています。

電　話： 0467-51-0627

鎌倉彫　松園会

興味をお持ちの方は是非どうぞ。見学自由。会員：28名、場所：松林公民館、入会金：1,000円、会費：月額1,500円、毎月第1・3土曜日

28 1,000円人会員： 入会金： 会費： 月額1,500円

カマクラボリ　ショウエンカイ

Roots of tree 

気軽に！楽しく！花倶楽部／花HERBのコラボ　グリーン倶楽部／からだ健やか！HERB倶楽部

電　話： 080-9987-3509

メール： m.roots_of_tree@docomo.ne.jpRoots of tree（フラワー）

『花とグリーンとHERB～香草～日和』季節の花を素敵にいける洋風＆和風ギフトアレンジや春夏秋冬＆新春のリース、ハーブの勉強で

健やかなひとときとクラフトなどを作ります♪

10 無人会員： 入会金： 会費： 1回2,000～3,000円

ルーツ オブ　ツリー（フラワー）

井上　文江

小物からハワイアンキルト。自由に作品を作れます。

電　話： 0467-52-6868

仲間作り「パッチワーク」

10年以上活動しています。生地を分けあったりしながら和気あいあいと活動続けています。生地の販売等はしていません。活動は菱沼

の自宅。月1、第3木曜日活動（ＡＭ9：30～12：00）

3 無人会員： 入会金： 会費： 月額300円

ナカマヅクリパッチワーク
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1 家庭生活・趣味

活動団体名                                                                                                連絡先(氏名・電話・メール・URL)
PR・活動場所
入会金・会費の有無等

細川　延英

毎週日曜日に、囲碁を楽しんでいます。

電　話： 0467-51-5463

松林碁苑

活動場所は、松林公民館で、参加者の年齢制限等は一切ありません。年三回程度会員による対抗戦を行っています。

15 1,000円人会員： 入会金： 会費： 年額1,500円

ショウリンゴエン

水澤　稔

健康麻雀を通じて、心身を鍛え老化防止と、会員の「和」を目的としています。

電　話： 0467-51-3857

麻の会

松林公民館で週２回程度開催。女性５０歳、男性５５歳以上を参加資格とし、５０名以内で行っています。

40 1,000円人会員： 入会金： 会費： 年額4,000円

アサノカイ

増田　安宏

健康マージャンサークルです。賭けない。吸わない。呑まない。楽しく和やかにをモットーです。

電　話： 080-7003-8084

メール： yasuhi3016@gmail.com雲雀会

鶴嶺地区のコミセンで開催しています。毎週火曜日9時から17時迄です。お弁当を各自持参して皆で楽しく食事します。コーヒーお茶も

用意してあります。ご自由にお飲みください。初心者には指導致します。

28 1,000円人会員： 入会金： 会費： 月額500円

ヒバリカイ

清水　呑舟

俳句を初めて学ぶ人達の初心者俳句教室

電　話： 0467-86-3175

メール： donshu1007@hb.tp1.jp茅ヶ崎俳句連盟初心者俳句教室

「俳句を伴侶に豊かな人生豊かな人生を」の考えに基づき、俳句を全く知らない人達のための俳句教室です。毎月一回第三木曜日に市

民ギャラリーで開催しています。俳句の基礎を学ぶと共に毎月三句の実作を通じ講師が個別に指導しています。

https://chigasaki-haiku.com/?page_id=156

20 0人会員： 入会金： 会費： 1,000

チガサキハイクレンメイショシンシャハイクキョウシツ

村島　岳登

元気で仲良く、楽しく、詩歌を吟じ老いも若きも大きな声でストレス解消、腹式呼吸で健康維持、老化防止に！

電　話： 0467-85-5020

メール： gakuto1723@silver.plala.or.jp南湖詩吟サークル

毎週一回南湖会館（木）9：30～12：00にて発表会、大会に備えて詩吟の練習に励んでいます。会員の皆さんが詩吟を吟じていらっしゃる

姿を見学し、学習し、難しくないので一度体験してみませんか。

20 無人会員： 入会金： 会費： 月額1,000円

ナンゴシギンサークル

中村　隆彦

詩歌（漢詩・和歌ほか）の吟詠　皆んなで、仲良く、元気で、をモットーに昔の詩歌を吟じます。

電　話： 0467-53-0581

メール： gakuryu@khaki.plala.or.jp小出詩吟サークル

茅ヶ崎市の小出コミュニティセンターで毎月第1・第3木曜日13：30から活動しています。少人数の会ですので、未経験の方にも丁寧にお

教え致します。独りで吟詠が出来るようになり楽しく、心身のリフレッシュに最適です。

4 無人会員： 入会金： 会費： 月額1,000円

コイデシギンサークル

井上　文江

棒、カギあみです。課題は自由に選べます

電　話： 0467-52-6868

仲間作り「手あみ」

活動場所：菱沼自宅　対象：成人　活動日：月1回、木曜日ＰＭ1：00～3：30まで　指導は2名のボランティアが担当します。寄付の毛糸等

もあります。販売はしておりません。

4 無人会員： 入会金： 会費： 月謝300円

ナカマヅクリ「テアミ」
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2 社会生活

活動団体名                                                                                                連絡先(氏名・電話・メール・URL)
PR・活動場所
入会金・会費の有無等

米川　健夫

小和田地区を中心にグラウンド・ゴルフや懇親会、カラオケ、料理教室、バス旅行等を楽しんでおります。

電　話： 0467-53-3278

湘南こわだ会

上記以外に地域にも貢献します。小和田公民館（公民館まつり、日本の歳越し行事）小和田コミセン（コミセンまつり）新宿自治会（草游

祭、納涼祭、熊野神社清掃）松林小（田植え、稲刈り、餅つき）松林中（地域ふれあい講座）等。

75 無人会員： 入会金： 会費： 年額1,200円

ショウナンコワダカイ

安斎　洋太郎

多様な道を歩んできたシニアが集い、自主的な活動を通じて自己研鑽し生きがいのある人生と地域社会への貢献

電　話： 090-2443-0841

メール： you-anzai@jcom.home.ne.jp湘南シニアクラブ

活動場所、茅ケ崎市分庁舎5Ｆコミュニティーホール毎月第三土曜日13：30～16：30、茅ケ崎市民ギャラリー3Ｆ会議室9：30～11：30　対

象高齢者、毎月の定例会、講演会（外部、会員講師）及諸行事、各種同好会

http://shohnan-senior.jimdo.com/

54 無人会員： 入会金： 会費： 月額500円

ショウナンシニアクラブ

清水　友美

コンセプトは「湘南を音楽・アートで盛り上げる」WSやイベント（現在はオンライン）、ラジオ番組等も制作

電　話： 090-8516-5649

メール： clef-de-sol@jcom.home.ne.jp湘南SHOW点

湘南を中心に音楽やアート・演劇に気軽に親しめるワークショップやイベントを開催。「茅ヶ崎の魅力を伝えるプロモーションビデオ」制作

（げんき基金助成事業）。震災被災地との交流イベントも数多い。湘南のアート情報ラジオ番組も放送中

16 無人会員： 入会金： 会費： 月額500円（無料会員有）

ショウナンショーテン

3 教育・育児

活動団体名                                                                                                連絡先(氏名・電話・メール・URL)
PR・活動場所
入会金・会費の有無等

石川　智子

働く子育て世代の保護者たちが語り合う会『チームKOTORI』

メール： gemeaux19@icloud.comチームKOTORI

働く子育て世代の保護者たちが悩みや不安、ストレスなどをみんなで語り合い解消しましょう～。コミセンとかで不定期開催。

10 無人会員： 入会金： 会費： 無

チームコトリ

井上　忠義

小学生対象の学習支援です。躓きを把握し指導します。

電　話： 0467-67-9236

メール： sazanrikujiji@gmail.comちがさき開智舎

元教員や子供の育成に熱い心を持つ集団です。基礎学力の習得と心の成長のバランスを保ち、子供の勇気づけをします。合言葉は

「だいじょうぶ」。

http://nobisiro-club.com/

22 無人会員： 入会金： 会費： 無

チガサキカイチシャ

露木　茂和

英会話

電　話： 0467-58-5783

メール： tsuyuki321@fg8.so-net.ne.jpCoffee Break

NHK「ラジオ英会話」をテキストに学習、自由テーマで数分のスピーチ訓練をしています。毎月1回外国人の先生とフリートーキングを楽

しんでいます。毎週土曜日　南湖公民館　AM10：00～12：00　対象者は初級～中級

10 人会員： 入会金： 会費： 月額1,000円

コーヒー ブレイク
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3 教育・育児

活動団体名                                                                                                連絡先(氏名・電話・メール・URL)
PR・活動場所
入会金・会費の有無等

宮川　千鶴

宇宙や自然科学の体験学習を親子で楽しんでいます。年齢不問です。

メール： espoir-c@h8.dion.ne.jp日本宇宙少年団茅ヶ崎分団

宇宙や自然科学の体験学習を親子で楽しんでいます。地元出身の宇宙飛行士野口聡一さんの活動の応援事業もしています。年齢不

問です。

30 無人会員： 入会金： 会費： 無

ニホンウチュウショウネンダンチガサキブン

4 技術・学習

活動団体名                                                                                                連絡先(氏名・電話・メール・URL)
PR・活動場所
入会金・会費の有無等

齊籐　真美子

学校や公民館など地域で子供たちに読書の喜びを届けること。

電　話： 0467-83-6823

子どもの本を読む会

小和田公民館　毎月第三木曜日・最終水曜日　9：00～13：00　対象：就学前・小学生・中学生・高校生・成人・高齢者・障害者

23 無人会員： 入会金： 会費： 年額500円

コドモノホンヲヨムカイ

菊地　孝之

パソコンに写真や画像をデータで取り込み、加工・編集によりバーチャル世界で表現する。年数回展示会実施

電　話： 090-2339-7194

メール： ad39552@tb4.so-net.ne.jpPhotoshop勉強会

画像編集ソフト、Photoshopを使い、高度な編集技法により仮想空間を印刷作品で表現する研究講座。パソコンのハード・ソフトを学習

し、独自のソフトで巨大な作品を制作する技術を有する。図書館カレンダーの作成7年目。

https://bluebluesky.net/ps-nakama/index.html

20 無人会員： 入会金： 会費： １回500円

フォトショップベンキョウカイ

5 福祉・人権

活動団体名                                                                                                連絡先(氏名・電話・メール・URL)
PR・活動場所
入会金・会費の有無等

清水　友美

身近な問題であるDV。『無名の尊厳ある女性たちの声』を朗読劇やワークショップ等を通して紹介します。

電　話： 090-8516-5649

メール： himawari.onlyone@gmail.com市民劇団オンリーワン

朗読ワークショップを数多く行い、DV（ドメスティックバイオレンス）被害者の手記を元にした朗読舞台を全国からの依頼で上演。若い世

代向けにデートDVにも取り組み、公演は70回を超える。朗読メンバー・ボランティアスタッフ募集中

http://himawaristopdv.grupo.jp

4 無人会員： 入会金： 会費： 無（随時徴収）

シミンゲキダンオンリーワン

妹尾　秀子

手話の学習を通して聴覚障がい者や福祉の理解を深める。

電　話： 0467-86-9839

手話サークルほほえみ

手話は聴覚障がい者と健聴者を繋ぐ言語です。手話学習の他に公民館祭りや聴覚障害者協会、関係団体の行事に参加、協力を行い

ます。☆活動場所：南湖公民館☆活動日時：第1～4週金曜日午前。どなたでも見学大歓迎です。お気軽にどうぞ。

9 無人会員： 入会金： 会費： 年額3,600円

シュワサークルホホエミ

鈴木　恵子

手話の学習

電　話： 0467-57-0717

メール： l.p.pine-aop.ke57@i.softbank.jp手話サークルたんぽぽ

手話を学習し技術の向上を目指し、聴覚障害者との交流を深めています。また市内の小中学校の福祉講座に参加して、手話の普及活

動に努めています。入会随時受付

18 無人会員： 入会金： 会費： 年額2,400円

シュワサークルタンポポ
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6 自然・環境

活動団体名                                                                                                連絡先(氏名・電話・メール・URL)
PR・活動場所
入会金・会費の有無等

平本　善昭

地球温暖化防止活動の推進

電　話： 0467-83-8940

メール： y-hiramo@hotmail.co.jp神奈川県地球温暖化防止活動推進員湘南G

茅ヶ崎市・藤沢市・寒川町を地区として交流会を組織して定期的に情報を提供する場を設けています。地球温暖化防止のため省エネル

ギーの導入や日常のエコライフスタイルの変換に必要な情報を提供しています。環境市民講座も開催しています

http://www.kccca.jp

23 無人会員： 入会金： 会費： 年額1,000円

カナガワケンチキュウオンダンカボウシ

高橋　義雄

自然の状態にある。山野草の姿を身近に鉢植にして、育て楽しみ、季節感を感じ取る。

電　話： 0467-51-7390

メール： free_and_easy_yoshio_sanyasou@docomo.ne.jp茅ヶ崎山草会

毎月の例会、第3日曜日12時～14時松林公民館でミニ展示会と講習会、初心者の方への指導、会員が育てた余剰苗の交換を行ってい

ます。対象者は成人、高齢者です。年に3回会員の育てた山野草の展示会を行います。

13 2,000円人会員： 入会金： 会費： 年額2,000円

チガサキサンソウカイ

荒井　三七雄

湘南海岸の在来植物種をまもる活動

電　話： 090-3914-0062

メール： araim037@gmail.com特定非営利活動法人　ゆい

主なフィールドは茅ケ崎・藤沢の浜辺です。環境変化進むいま、如何に生物多様性をまもっていくかを課題として、“人は自然と共に生き

ていること”を浜辺の植物から学んでいます。就学前の年齢から院生・成人までご対応します。

https://www.npoyuhi.org/

25 無人会員： 入会金： 会費： 年額1,000円

トクテイヒエイリカツドウホウジン　ユイ

7 文化・芸術

活動団体名                                                                                                連絡先(氏名・電話・メール・URL)
PR・活動場所
入会金・会費の有無等

加藤　邦夫

絵画サークル

電　話： 0467-38-4217

セピア会

原則として、毎月第1と第3木曜日の午後に、楽しく水彩画、アクリル画、パステル画等の勉強をしています。指導者あり。小和田公民館

を利用しています。

10 無人会員： 入会金： 会費： 月額2,500円

セピアカイ

千葉　和恵

パステルを使い指で混色してカラフル＆立体感ある絵を描きます。子供～大人まで初めてでも楽しめます。

メール： kokamohi5911@gmail.comアトリエ　ポップ　チョーク

定期教室（茅ヶ崎地区コミセン他）に加え、公共施設・学校保護者向けワークやイベント出店、高齢者施設でのレク実施も多数。子供～

大人まで初めての方も楽しめます。指で混色し自分色を創る楽しさを多くの方に体感してほしいと思います。

https://www.facebook.com/kazue-chiba.96

23 無人会員： 入会金： 会費： 1回1,000円～

アトリエ　ポップ　チョーク

大森　建介

毎月一回、写真家山口高志先生のもと、講評会・勉強会を実施しています。

電　話： 090-3403-7707

メール： k-omori0116@docomo.ne.jp写団えぼし

毎月の勉強会の他、県内を中心に年10～15回の撮影会を実施し、初心者からベテランまで撮影技術の向上に努めています。また、2年

に一度、市民ギャラリーで写真展を開催しています。

8 無人会員： 入会金： 会費： 月額2,000円

シャダンエボシ
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7 文化・芸術

活動団体名                                                                                                連絡先(氏名・電話・メール・URL)
PR・活動場所
入会金・会費の有無等

片岡　文子

富山県の「おわら風の盆」で知られる越中おわら節を楽しんでいるグループです。

電　話： 0467-54-6214

湘南おわら四季の会

哀愁を帯びた旋律は、三味線-胡弓－太鼓が奏で、唄と囃子が入り、踊りが加わり一つになっていく様子は、とても気持ちの良いもので

す。初心者への指導あり。高砂コミセンで活動しています。年に1回発表会をしています。

12 1,000円人会員： 入会金： 会費： 月額１,000円

ショウナンオワラシキノカイ

小島　美和

優雅なハワイアンで楽しく踊ります。フラを通じて、人生を豊かにする仲間づくりをしていきます。

電　話： 090-4713-1252

メール： mi-chan46@docomo.ne.jpＭＯＡＮＡ

健康的な正しい姿勢、素敵な笑顔を手に入れましょう。3歳ぐらいからご高齢の方まで大歓迎です。・うみかぜテラス・高砂コミュニティセ

ンター・松浪コミュニティセンター

https://www.facebook.com/Chigasakivoice/

20 無人会員： 入会金： 会費： 参加費1,000円/回

モアナ

坂本　敦子

表千家茶道の薄茶点前、濃茶点前のおけいこ

電　話： 0467-85ｰ9338

若竹会

茶道は、日常生活に密着している日本の伝統文化です。床の掛けもの、花、道具などは季節により変ります。鶴嶺公民館まつりには茶

会を催しています。日本人のたしなみとしてお抹茶を頂きませんか。

5 無人会員： 入会金： 会費： 月額3,000円

ワカタケカイ

三橋　幸夫

成人を対象に古典の臨書を学習してます。

電　話： 0467-82-2344

南湖書道会

初級コースです。どなたも気楽にご参加ください。体験入会も出来ます。毎月第1・3水曜日14：00～16：00（コロナのために15：00～17：

00）

13 100円人会員： 入会金： 会費： 月額2,100円

ナンゴショドウカイ

宮治　智恵子

市内地域の伝説や民話等を、「語り部」として紹介しているグループです。練習は、月2回です。

電　話： 0467-83‐2056

茅ヶ崎民話の会

毎月第3土曜日2時より、茅ヶ崎市立図書館にて上演しております。またご依頼があれば、出向いて、上演も、させて頂きます。

12 無人会員： 入会金： 会費： 年額2,000円

チガサキミンワノカイ

田中　瀧三

原木の木杙から“ほとけさま”を彫り出しています

電　話： 0467-83-0811

メール： ta_ryuzou@yahoo.co.jpほとけさまを彫る会

小和田公民館で毎週水曜日午前中に集まって、彫っています。仏像だけでなく、木彫、流木、廃材からでも、おもしろい作品が彫れま

す。

15 無人会員： 入会金： 会費： 無

ホトケサマヲホルカイ

高鷲　志津子

エッセイサークル

電　話： 0467-87-7123

潮路

身近なできごとなどを綴り、月1回持ち寄ります。書かれたテーマから、多方面に話題が広がるのが楽しいです。講師からは後日、丁寧

な添削や感想をいただけます。

4 無人会員： 入会金： 会費： 月額2,000円

シオジ
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8 音楽

活動団体名                                                                                                連絡先(氏名・電話・メール・URL)
PR・活動場所
入会金・会費の有無等

鈴木　理恵子

定期演奏会、合唱祭、チャリティコンサート、施設訪問など。コンクールにもチャレンジしています。

電　話： 0467-85-5785

メール： shonanhamayuu3@yahoo.co.jp湘南はまゆう

毎週木曜日午前、勤労市民会館、青少年会館、文化会館、総合体育館オーケストラ室等で練習しています。心の底から合唱の喜びを

味わいたい方にお勧めです。保育もありますのでお問い合わせください。

https://shonanhamayu.jimdofree.com/

36 無人会員： 入会金： 会費： 月額6,000円

ショウナンハマユウ

八十島　成子

コーラスサークル（ジャンルや音域に合わせ編曲した曲を混声四部で合唱）

電　話： 0467-82-5046

混声合唱団ラマーレ

月2回（金）南湖公民館で練習。指導者の編曲曲を中心に様々な曲を歌ってます。公民館講座から25年、年齢が上がり記憶力は下がり

ましたが、パワフルに歌い続けています。ご一緒に歌いませんか。若さを差し上げます。

「混声合唱団ラマーレ　公式ブログ」で検索

30 1,000円人会員： 入会金： 会費： 月額2,000円

コンセイガッショウダンラマーレ

坂口　洋子

女声コーラス

電　話： 0467-52-6887

コール香川

唱歌は歌い継がれ、今に残って来た美しい歌です。三善晃編曲の「唱歌の四季」は、かつて演奏した曲ですが、私達は再びこの曲にと

りくみ、歌う喜びと元気をもらっています。これからも仲間と共に歌い続けていきたいものです。

19 無人会員： 入会金： 会費： 月額3,500円

コールカガワ

三宅　偕子

混声・第一木曜日、女声・木曜日・コーラス練習

電　話： 090-1703-7905

混声・女声合唱・コール・シャンテ

コーラスならではの曲で楽しんでいます。市の合唱のつどいは、創立以来参加し、地域活動もしています。コーラス経験者募集中・特に

男声大募集中です。

20 2,000円人会員： 入会金： 会費： 月額1,500円～6,000円

ココエ・ジョセイガッショウ・コールシャンテ

安達　智子

ボイストレーニングと合唱

電　話： 0467-26-1712

松浪コーラス

先生からのご指導のもと、発声練習をしてから、童謡、フォーク等の知っている歌を楽しく歌っています。パート練習も、何回も練習して、

合唱しているので、初心者でも、楽しく参加できます。活動場所は主に、小和田公民館です。

17 無人会員： 入会金： 会費： 月額3,000円

マツナミコーラス

大越　静子

歌う事が大好きなシニアの方々が美しいハーモニーを楽しんでいます。時には老人ホームなどでもうたいます

電　話： 0467-85-9150

コール銀鈴

優しい明るい先生に長い間ご指導いただいています。先生を中心に人と人とのつながりを大切にしながら和気あいあいで童謡をはじめ

懐かしい曲、新しい曲などの美しいハーモニーを楽しんでいます。あなたも思いきり声を出してみませんか。

10 無人会員： 入会金： 会費： 月額2,500円

コールギンレイ

牧野　れい子

３０余年間続いている女性だけの合唱サークルです。

電　話： 0467-54-2428

茅ヶ崎童謡の会　しおさい

山田耕作茅ヶ崎作品童謡１００曲をマスターし、叙情歌等を音楽療法で学びながら文化情操を念頭に、女性ならではの優しいハーモ

ニーを体感し楽しんでいます。譜面が読めなくても大丈夫。勤労市民会館にて何時でも貴女をお待ちしています。

100 無人会員： 入会金： 会費： 月額1,000円

チガサキドウヨウノカイ　シオサイ
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8 音楽

活動団体名                                                                                                連絡先(氏名・電話・メール・URL)
PR・活動場所
入会金・会費の有無等

加藤　健治

ギターとマンドリンの合奏。年6～7回演奏機会があり、演奏者と会場が一緒に楽しめるよう心がけています。

電　話： 0467-53-3577

メール： shorin.kato@nifty.comギターラ湘南

地域のお祭りへの参加、老人会、リハビリセンター介護施設、敬老等で演奏し、現在は16名で活動しています。映画音楽、ラテン、クラ

シック、タンゴ、演歌と幅広いジャンルの曲を楽しんで演奏しています。

16 3,000円人会員： 入会金： 会費： 月額500円

ギターラショウナン

根岸　清美

フルートアンサンブル

電　話： 090-7412-0093

フルート愛好会

クラシック、JAZZ、歌謡曲など幅広いジャンルの曲の演奏を楽しんでいます。コミュニティーセンター湘南、柳島記念館などを利用し、土

曜日の夜活動しています。

7 無人会員： 入会金： 会費： 月額1,500円

フルートアイコウカイ

伊藤　真志子

毎月第2・第4水曜日、松林公民館に於いて、10時30分～12時迄　ウクレレを弾いて楽しんでいます。

電　話： 0467-54-8505

悠々ウクレレ

老若男女を問わず、色々なジャンルの曲を、のんびり、ゆったり唄いながらウクレレを弾きます。先生の御指導を戴きながら進めます。

サブ講師もおりますので、初めての方でも大丈夫です。見学お待ちしております。

10 500円　人会員： 入会金： 会費： 月額2,000円

ユウユウウクレレ

八十島　成子

ミュージックベルアンサンブル。ベル（ハンドベルの小型のもの）をメンバーで分担して鳴らします。

電　話： 0467-82-5046

ベル・ドーナツ

月2回（金）南湖公民館中心に、季節の曲、懐かしい歌を練習。地域交流会等で発表します。小さなベルの響きに心をのせ、音を紡ぐの

は楽しいです。拡がる大きな音の輪・ドーナツに加わってみませんか。お待ちしてます。

12 無人会員： 入会金： 会費： 月額500円

ベル・ドーナツ

鈴木　進

尺八サークル（尺八古典本曲、三曲合奏曲の練習）

電　話： 090-8172-9121

メール： susumu52@nifty.com香川八友会

茅ヶ崎市民文化祭に三極部会として参加します。初心者への指導あり。尺八古典本曲（虚無僧の音楽）、三曲合奏（箏、三絃、尺八の合

奏音楽）を練習して発表します。

3 無人会員： 入会金： 会費： 月額2,500円

カガワハチユウカイ

9 健康・スポーツ

活動団体名                                                                                                連絡先(氏名・電話・メール・URL)
PR・活動場所
入会金・会費の有無等

櫻井　弘子

前半ストレッチ体操。休憩を入れて後半フォークダンスを行っています。

電　話： 0467-51-9043

松林ふれあい体操

平常ですと週一回ですが、コロナの為現在は月に一回行っています。年一回体育館にて体育祭「発表会」を行っています。現在は中止

です。皆さんと心も体も元気に笑顔で楽しく行っています。

37 500円人会員： 入会金： 会費： 月額500円

ショウリンフレアイタイソウ
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9 健康・スポーツ

活動団体名                                                                                                連絡先(氏名・電話・メール・URL)
PR・活動場所
入会金・会費の有無等

渡辺　啓子

リズム体操・ストレッチ・フォークダンス

電　話： 0467-58-9343

メール： pink-rose-keiko@jcom.zaq.ne.jpさわやか体操会

年間を通して、10月に総合体育館を半日おかりして参加、3月には南湖公民館まつりに参加します。運動を日常生活の中で習慣化して

いきたいと思っている方、現状維持だけでなく機能が向上する体験をしたい方いつでもどなたでも。

30 無人会員： 入会金： 会費： 月額500円

サワヤカタイソウカイ

阿部　登紀子

生誕１０５年日本初の健康体操。どなたにもできます。全身くまなく動かし心身共に健康になる効果があります

電　話： 0467-82-1194

自彊術あじさい・自彊術アンリ

自然治癒力、免疫力を高め病気予防や疲れ痛みを治す様に和やかな雰囲気の中で自分の健康チェック維持向上に最適。各人に合っ

た丁寧で安全な指導をいたします。身体を動かせる喜びを続けるほどに実感できます。いつからでも始められます。

52 無人会員： 入会金： 会費： 月額2,000円

ジキョウジュツアジサイ・ジキョウジュツ

和田　久美子

太極拳

電　話： 0467-83-3314

南湖太極拳同好会

24式、48式、剣、楊式を練習しています。年1回平塚サンライズアリーナで各教室の交流表演会が行われ、また中国の先生をお招きして

の講習会、先生の太極拳を見ることもできます。見学OK。練習場所：浜見平集会所、南湖公民館。

9 600円人会員： 入会金： 会費： 受講料年額1,200円

ナンゴタイキョクケンドウコウカイ

深井　信悟

「武医同術」「医食同源」「食武同根」をコンセプトとし、「心、技、体」の養成に、取り組んでおります。

電　話： 090-6116-1817

メール： shingwoo-bluedragon@ezweb.ne.jp快風院

茅ヶ崎市総合体育館、茅ヶ崎市体育館にて、行っております。毎週日曜日10:00～12:00。対象は、成人で、初級、中級、上級です。

10 無人会員： 入会金： 会費： 月額6,000円

カイフウイン

小島　和枝

初心者から経験者まで見学・体験・入会随時受付中です。指導は(公財）合気会の全国指導者が行っています。

電　話： 080-1037-9769

メール： aikido_kojima@docomo.ne.jp茅ヶ崎合気会（公益財団法人合気会公認茅ヶ崎道場）

【活動曜日】原則毎週水・日曜日【活動時間】水（18:30～20:30）日（9:30～11：30）いずれも前半「子供と親子」後半「一般」クラスとなりま

す。【活動場所】茅ヶ崎市総合体育館（柔道場）HPは相模合気道連盟で検索。

https://sagami-aikido.com

50 5,000円人会員： 入会金： 会費： 月額3,000円

チガサキアイキカイ（コウエキザイダンホウジンアイキカイコウニ

藤本　恵祐

沖縄伝統唐手である上地流と棒術・ヌンチャク・サイなどの武具を使った古武術を普及推進する団体です。

電　話： 0467-53-9073

メール： okikukai_chigasaki@yahoo.co.jp沖縄上地流唐手道　湘南修武館

茅ヶ崎市を始め、鎌倉市、藤沢市、平塚市、大和市において同好の志が集い、子供からシニアまで楽しく稽古に汗を流す非営利の武道

団体です。初心者歓迎。皆でいきいき、健康寿命延伸と地域社会の有為な人材育成を目指します。

http://www.shonanshubukan.sakura.ne.jp/wp/

50 4,000円人会員： 入会金： 会費： 月額3,000円

オキナワウエチリュウカラテドウ　ショウナンシュウブカン

馬場　亮

4歳〜小学6年生までを対象とした格闘技としての色が強い直接打撃制(フルコンタクト)の空手教室です

電　話： 090-6491-5600

メール： ryo.baba0711@gmail.com武心塾カラテ　茅ヶ崎海岸支部道場

子どもの可能性は親が決めるものでは決してありません。「親子で一緒に成長出来る空手教室」

そんな空手教室を目指していきたいと考えています。これからも色々な親御さまと出逢い、常に成長し続けたいと思っております。

https://www.facebook.com/businjyuku

20 5,000円人会員： 入会金： 会費： 月額4,000円

ブシンジュクカラテ　チガサキカイガンシブドウジョウ
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9 健康・スポーツ

活動団体名                                                                                                連絡先(氏名・電話・メール・URL)
PR・活動場所
入会金・会費の有無等

山田　選子

なぎなた競技の練習。大会の実施。県及び全日本なぎなた連盟の行事への協力・参加。

電　話： 0467-38-8535

茅ヶ崎なぎなた協会

なぎなたは、体力や年齢に合わせて取り組むことのできる武道で、現在小学生から70才代までの会員が一緒に活動しています。市総合

体育館・土曜午後。なぎなたを楽しみながら、技の向上と健康増進を目指しています。初心者も大歓迎です。

16 2,000円人会員： 入会金： 会費： 月額2,000円

チガサキナギナタキョウカイ

堤　幸信

ＳＴＴはサウンド・テーブル・テニスの略称で、視覚障害者が球の音を頼りにして卓球を楽しんでいます。

電　話： 0467-83-2510

茅ヶ崎市視覚障害者福祉協会ＳＴＴクラブ

茅ヶ崎市のうみかぜテラスを主な活動場所として月2回（日曜日）練習をしています。会員は小学生以上の視覚障害者ですが、初心者で

も気軽に楽しめるスポーツです。また、練習相手や球拾いなどのボランティアも募集しています。

https://sites.google.com/view/stt-chigasaki

7 無人会員： 入会金： 会費： 年額2,000円

チガサキシシカクショウガイシャフクシキョウカイエスティティクラ

山崎　泰子

卓球の練習

電　話： 0467-52-6652

萩（卓球）

松林公民館で水曜日を中心に、月4回。時間は15：00～17：00（12：00～14：00の場合もあり。）成人、高齢者で卓球初心者の集まりで

す。楽しく体を動かすことを目的に、ラリーなどの基礎的な練習をしています。

18 200円人会員： 入会金： 会費： 無

ハギ（タッキュウ）

久保田　江里子

キッズジュニアダンス

電　話： 090-4704-6872

Pure Kid's Dance

ダンスと音楽を楽しむ事を目的に、バレエを基礎としたストレッチとジャズダンスやヒップホップ等のダンスで3才～活動しています。活動

日時間帯　毎週火・水・金曜日　16：00～19：00　活動場所　茅ヶ崎市体育館・青少年会館他

50 1,000円人会員： 入会金： 会費： 月額3,000円

ピュアキッズダンス

越村　輝夫

ダンススポーツサークル（社交ダンス）活動場所総合体育館オーケストラ室、時間ＰＭ12時～15時毎週火曜

電　話： 090-2324-8854

えぼしダンススポーツサークル

毎日を元気で楽しく暮らすため社交ダンスの基本、マナーを学びましょう！男、女で軽快なリズムに乗って楽しめます！

5 無人会員： 入会金： 会費： 1回500円

エボシダンススポーツサークル

阿部　絵美

3歳から小学6年生までのキッズダンスサークル

電　話： 090-3472-1730

メール： alizemi61174@gmail.comFUNKID’Ｓ　茅ヶ崎

明るく元気な仲良しチームです。地域のおまつりやイベントに多く出演しています。ダンスを通じて成長しています。

35 1,100円人会員： 入会金： 会費： 月額4,000円

ファンキッズチガサキ

佐藤　節子

カントリーダンス

電　話： 0467-54-1341

カントリーダンス香川

カントリー音楽だけではなく、様々なジャンルの音楽に合わせて短い振り付けを繰り返し踊りますので、どなたでも楽しめます。一回の

レッスンで7000歩の運動量の有酸素運動です。香川公民館で水曜、月2回、一回90分のレッスンです。

20 本部会費3,000円人会員： 入会金： 会費： 参加時500円

カントリーダンスカガワ
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9 健康・スポーツ

活動団体名                                                                                                連絡先(氏名・電話・メール・URL)
PR・活動場所
入会金・会費の有無等

山口　玲子

ハワイアン、日本語の曲などに合わせて、フラを楽しんでいます

電　話： 090-6319-3307

メール： leko2842215@gmail.comフイ　ケ　アオ　アロハ　ハウオリ

フラを通して、居場所や生きがいを楽しく共有しています。施設訪問やお祭りなどの参加で、華やかな衣装に身を包み踊ることも楽しみ

の一つです。ゆったりまったりした活動ですので、初めての方でも、安心な雰囲気だと思います。

https://www.hauolileco.com/blog/

5 1,000円人会員： 入会金： 会費： 月額3,000円

フイ　ケ　アオ　アロハ　ハウオリ

越村　輝夫

ダンススポーツサークル（社交ダンス）　活動場所いこりあの他　活動時間ＡＭ9：00～12：00

電　話： 090-2324-8854

若葉ダンススポーツサークル

ダンスの好きな明るい方、楽しく社交ダンスの基本、マナーを学べます。健康で若々しくいられるよう、毎日を元気で楽しく暮らすための

運動です。男女軽快なリズムに乗って、いつまでも若く健康にそんな気持ちで踊っています。楽しい！

15 無人会員： 入会金： 会費： １回500円

ワカバダンススポーツサークル

仙庭　佳奈絵

フラダンスサークル

電　話： 090-3316-2618

メール： makalapua20169@gmail.comMakalapua Hula Studio

ALOHAから心と体の健康を学びます。運動不足解消・ストレス解消・仲間作り等、目的は様々。ハワイの文化であるHulaをたくさん学ぶ

こともできます。穏やかでＨａｐｐｙなフラライフを一緒に楽しみましょう！！

20 2,000円人会員： 入会金： 会費： 月額3,000円

マカラプア　フラ　スタジオ

明野　加奈

中学生～社会人中心のダンス（ジャズダンスやヒップホップ）

電　話： 090-8740-8178

PURELY GROOVE

学校や学年は違ってもダンスが大好きなメンバーで、グルーブ感あふれるダンスを目指し楽しく活動しています。◆活動日　月曜日・水

曜日19：00～20：30　◆活動場所　青少年会館・市体育館ほか

20 1,000円人会員： 入会金： 会費： 月額4,000円

ピュアリーグルーブ

佐藤　節子

スポーツ吹矢

電　話： 0467-54-1341

スポーツ吹矢・宙

スポーツ吹矢は、日本で生まれたスポーツです。礼に始まり礼に終わる基本動作が有り、腹式と胸式呼吸を使う健康スポーツです。ま

た的に矢を吹き当て点数を争うゲーム性が楽しいところです。香川公民館で毎週火曜3時から練習しています。

10 無人会員： 入会金： 会費： 参加時100円

スポーツフキヤ・ソラ
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団体・サークル情報 
 

茅ヶ崎市文化団体協議会 

茅ヶ崎市における文化・芸術関係諸団体の育成・発展を図る機関で、茅ヶ崎市の文化
・芸術・芸能の高揚に寄与する目的で１９６０年に設立。 
【お問い合わせ】 
ホームページ：http://www.chigasaki-bdk.sakura.ne.jp/ 

文化生涯学習課 ☎０４６７－８２－１１１１（代表） 

自治会 

自治会は、市民が自分たちの住む地域のさまざまな問題を話し合い、住み良い街づく
りを推進していくための自主的な団体です。令和４年４月１日時点において、市内には
１３５の自治会があり、全世帯のうち約７３％が加入し活動しています。 
【お問い合わせ】 
ホームページ： 
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/shiminsanka/jichikai/1007848.html 

市民自治推進課 ☎０４６７－８２－１１１１（代表） 

茅ヶ崎市体育協会 

種目別競技団体と茅ヶ崎地区中学校体育連盟・茅ヶ崎市スポーツ少年団で構成され
ています。また、年間功労者の表彰などを行う「スポーツ人のつどい」、各種競技会・
教室・指導者の育成事業など年間を通し、活動を展開しています。 
【お問い合わせ】 
ホームページ：http://c-taikyo.org/ 

スポーツ推進課 ☎０４６７－８２－７１３６ 

茅ヶ崎体育振興会連絡協議会 

地域住民の健康の保持、体力の増進を図り、心身が健康で明るい生活を増進し、あわ
せて住民相互の親睦、融和を図ることを目的として活動しています。地区体育祭やスポ
ーツ教室など様々なイベントを行っています。 
【お問い合わせ】 

スポーツ推進課 ☎０４６７－８２－７１３６ 

茅ヶ崎市レクリエーション協会 

競技性の追求ではなく、市民が気軽に楽しくスポーツ・レクリエーションに参加し、
健康づくりに役立つ活動を各協会で年間を通し展開しています。また、市民が誰でも参
加できる「ちがさきレクリエーションまつり」などを協会の全体行事として開催してい
ます。 
【お問い合わせ】 
ホームページ：https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/sports/group/1026547/ 

スポーツ推進課 ☎０４６７－８２－７１３６ 
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茅ヶ崎市婦人軽スポーツ連盟 

全員女性で構成され、年間を通して、各種目を中心に活発な活動を展開しています。
また、各種競技会・教室・指導者の育成事業などを開催しています。 
【お問い合わせ】 
ホームページ：https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/sports/group/1026852/ 

スポーツ推進課 ☎０４６７－８２－７１３６ 

茅ヶ崎市スポーツ少年団 

茅ヶ崎市スポーツ少年団は、昭和 47 年に本部を結成しています。団体個々の活動種
目としては、野球、バスケットボール、バレーボール、剣道、サッカー、空手、ソフト
ボール、サーフィン・ボディボード・スキムボードの８種目で、市内小学校の体育施設
等を利用し活動しています。なお、各団とも常時団員を募集しておりますので、詳しく
は各団連絡担当者にお問い合わせください。 
【お問い合わせ】 
ホームページ：http://www.chigasaki-sports-shonendan.com/ 

スポーツ推進課 ☎０４６７－８２－７１３６ 

茅ヶ崎市社会福祉協議会 

社会福祉協議会（以下「社協」という。）は、地域の課題解決と住民生活の向上を目
指した福祉活動を推進する、営利を目的としない民間組織です。 昭和２６年（１９５
１年）に制定された社会福祉事業法（現在の 「社会福祉法」）に基づき、連合体とし
ての全国社協（略称 「全社協」）と、各都道府県、市区町村に設置されています。 平
成１２年成立の社会福祉法では、市区町村社協は法第１０９条に規定され、「地域福祉
の推進を図ることを目的とする団体」として、明確に位置づけられました。 
 社協は、それぞれの地域に暮らす皆さんのほか、民生委員児童委員、社会福祉施設・
社会福祉法人などの福祉関係者、 また保健・医療・教育などの関係機関の参加・協力
のもとに運営される組織で、人びとが住み慣れたまちで安心して生活することのでき
る「福祉のまちづくり」の実現を目指した活動を行っています。 
 例えば、各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、共同募金
運動への協力など、全国的な取り組みから地域の特性に応じた活動まで、 さまざまな
場面で地域の福祉増進に取り組んでいます。 
【お問い合わせ】 
ホームページ：http://www.shakyo-chigasaki.or.jp/ 

茅ヶ崎市社会福祉協議会 ☎０４６７－８５－９６５０ 

茅ヶ崎市地域婦人団体連絡協議会 

婦人学級等を開設しています。健康管理の一環として、ハイキングや料理教室、手芸
等を行い、会員同士の親睦を深めています。さらに趣味の活動として銭太鼓の練習も行
っています。また、子供達の安全を願い通学路のパトロールを実施しております。 
【お問い合わせ】 

社会教育課 ☎０４６７－８２－１１１１（代表） 
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茅ヶ崎ボランティア連絡会 

 市内で活動している福祉ボランティアグループが相互連絡をし、活動の推進・情報の
提供と交換、地域への啓発を行うことを目的として、１９８０年（昭和５５年）１１月
に発足しました。ますます複雑化する社会の中で、時代に見合ったボランティア活動を
目指して活動しています。 
 ボランティア大学、ボランティアまつり福祉バザーの開催の他、「たんぽぽの綿毛の
ように もっとボランティア」の言葉のとおり、ボランティア活動が盛んになることを
願って計１４団体で活動しています。 
【お問い合わせ】 
ホームページ：http://shakyo-chigasaki.or.jp/html/sc_volCommittee.html 

茅ヶ崎市社会福祉協議会 ☎０４６７－８５－９６５０ 

地区社会福祉協議会・地区社会福祉協議会連絡協議会 

 地区社会福祉協議会（以下「地区社協」という。）は、町内会・自治会をはじめ、民
生委員児童委員、児童・青少年関係団体、学校関係、ボランティアなどの地区関係者と
住民により構成されている任意の地域組織です。茅ヶ崎市では、おおむね中学校区域ご
とに設置されており、１３の地区社協があります。 
 地区の福祉向上や安心して暮らせるまちづくりを目指して、広報啓発活動や、地区ボ
ランティアセンターによる日常生活支援、ミニデイ・サロン、福祉まつりによる地域交
流、福祉ニーズ調査や相談活動による地区内の福祉課題を把握、関係団体との連携を進
めています。また、地区社会福祉協議会連絡協議会を設置し、１３地区社協の連携と活
動の向上のため情報交換、研修会等を行っています。 
【お問い合わせ】 
ホームページ：http://www.shakyo-chigasaki.or.jp/html/sc_areaNearby.html 

茅ヶ崎市社会福祉協議会 ☎０４６７－８５－９６５０ 

地区ボランティアセンター 

地区ボランティアセンターは、草取り、買い物、話し相手など、ちょっとした困りご
との相談・手助けを通じた、同じ地区に暮らす人同士の支えあい活動で、地区社協が運
営しています。「お手伝いしてほしいけれど、どこに頼んだらいいのかわからない」、
「何かお手伝いしたいけれど、何をしてよいかわからない」…そんな人や思いを、身近
なところでつなぎ合わせる場でもあります。ちょっとしたお手伝いがあることで、元気
に暮らせる人も多くいます。身近な地区での助け合い活動の輪に、みなさんもぜひご参
加ください。 
【お問い合わせ】 
ホームページ：http://www.shakyo-chigasaki.or.jp/html/sc_areaVC.html 

茅ヶ崎市社会福祉協議会 ☎０４６７－８５－９６５０ 
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茅ヶ崎市老人クラブ 

市内には、地域で活動している「単位老人クラブ」と、単位老人クラブの連携を強化し、
相互の協力活動を発展させることを目的とした、単位老人クラブの連合体である「茅ヶ崎市
老人クラブ連合会」があります。 
 老人クラブでは、老後の生活を健全で豊かなものにするために、仲間づくりや、学習・教
養・世代交流等の生きがい活動、レクリエーションや健康づくり事業、友愛訪問等による社
会貢献などの活動をしています。おおむね６０歳以上の方ならどなたでも入会できます。 
【お問い合わせ】 

茅ヶ崎市老人クラブ連合会事務局 ☎０４６７－５８－５２８１ 

ちがさき自転車プラン・アクション２２ 

「人と環境にやさしい自転車のまち茅ヶ崎」の実現をめざして市民と市が一緒にできる
ことから行動するための組織として、平成１８年８月に設立されました。１５人の市民会員
と茅ヶ崎市の職員（都市政策課・安全対策課）で構成されています。「第２次ちがさき自転
車プラン」に係る事業について、さまざまな取組を企画・実施しています。 
【お問い合わせ】 

都市政策課 ☎０４６７－８２－１１１１（代表） 

茅ヶ崎市子ども会連絡協議会 

市内８の小学校区内で活動する子ども会同士の情報交換や交流会・研修会等を通して、地
域の子ども会活動を支援しています。子ども会は、地域の異年齢の子どもたちのつながりの
場です。大きいお兄さん、お姉さんと一緒に活動できること、小さい子たちの面倒を見てあ
げること、皆で知恵を出し合って目標を達成する喜び、子どもたちが成長していく上で欠く
ことのできない大切な何かを、こうした活動やふれあいの中で見出していくのが子ども会
の役割です。 
【お問い合わせ】 
ホームページ： 
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kyouiku/1004943/1047969/1005113/index.html 

茅ヶ崎市子ども会連絡協議会 📧📧chigasakishikoren@gmail.com 

または青少年課 ☎０４６７－８２－１１１１（代表） 
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５ 生涯学習関連情報 

市内の公共施設情報については、市民便利帳「ちがさき life（ライフ）」や
市ホームページでご確認ください。 
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茅ヶ崎市生涯学習事業における SDGs 達成に向けた取組み 

茅ヶ崎市では、持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development 
Goals）における 17 のゴールのうち、「４ 質の高い教育をみんなに」・「１１ 
住み続けられるまちづくりを」の達成に向けて、「地域の大切な人材である市民の

まちづくりへの参加」及び「持続可能なまちづくりに寄与する文化生涯学習施策」
の達成に向けて生涯学習事業に取り組んでいます。 

持続可能な開発目標（SDGs）とは、２００１年に策定されたミレニアム開発目

標（MDGs）の後継として、２０１５年９月の国連サミットで採択された「持続可能

な開発のための２０３０アジェンダ」にて記載された、２０３０年までに持続可能で

よりよい世界を目指す国際目標です。１７のゴール・１６９のターゲットから構成さ

れ、地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っていま

す。 SDGs は発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル（普

遍的）なものです。 

65



今 この冊子を手にしている 

あ な た に 

だれもが、社会の中で、生き生きと、自分を活かすことができる
ようにするにはどうしたらよいでしょう。 

それには、いつでも、どこでも、だれでも、なにからでも、学ぶ
ことができて、その学習成果が活かされ、適正に評価される社会が
求められます。一度の選択で、その後が決まってしまうのではなく、
だれにでも多様な選択肢のあるゆとりのある社会が求められます。  

いつでも  自ら学びたいときに 

どこでも   家庭、学校、職場、地域などさまざまな場所で 

だれでも もう一度学んでみたい あなた も   

仕事以外の学びを探している あなた も 

社会で働きたいと願っている あなた も 

仕事をやめて、新しい人生を送ろうとしている あなた も 

なにからでも 趣味や教養、文化や芸術、スポーツやレクリエーション、 
技術や知識、ボランティア活動や市民活動など 

学びたいテーマを自由に選び、自分にあった方法で生涯にわたって学び、社会、
地域の中で、自分自身を活かしていくこと、それが生涯学習です。そのような一人
ひとりを生き生きと育む社会を生涯学習社会と呼びます。 

  生涯学習でまちづくりのできる、茅ヶ崎らしい生涯学習社会をめざして、さまざ
まな事業が行われています。その一つとして「生涯学習ガイドブック」をお届けし
ます。 

この生涯学習ガイドブックが、あなたにとって、新しい出会いやふれあい、学び
あいのきっかけとなり、生涯学習の一助となれば幸いです。 

茅ヶ崎市 
生涯学習ガイドブック編集委員会 

マナビィ
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