
【生 活】

 小泉 成子（こいずみ しげこ）

項　　目 内　　容

 指導項目  足もみ療術、アロマセラピー、介護アロマ

 具体的な指導内容  足もみ療術、アロマセラピー、介護アロマの講義・実技

 資格・免許
 中国足心道足もみ師範、日本アロマコーディネーター認定加盟校主
宰、介護アロマセラピスト

 対象者  成年、高齢者

 区域/曜日/時間帯  音更町内・近隣市町村/要相談/要相談

 経費等  要相談

 活動歴

 生年月日  Ｓ２３

 住所・連絡先

 〒０８０－０１３２
 音更町宝来仲町北１丁目１３番地１２
 電話 ０１５５－３１－１３９８
 携帯 ０８０－６０９９－１３９８

 小門 政吉（こもん まさきち）

項　　目 内　　容

 指導項目  パソコン

 具体的な指導内容  パソコン実技指導

 資格・免許  シニア情報生活アドバイザー

 対象者  高齢者

 区域/曜日/時間帯  音更町内/要相談/要相談

 経費等  ボランティア可

 活動歴  

 生年月日  Ｓ１１

 住所・連絡先
 〒０８０－０３０８
 音更町中鈴蘭南４丁目６番地８
 電話 ０１５５－３１－９８５５



【生 活】

 桜井 由紀子（さくらい ゆきこ）

項　　目 内　　容

 指導項目
 肩こり、腰痛改善、正しい歩き方、体のゆがみ改善、自己調整法、骨
盤調整＆ダンス、ヨガなど

 具体的な指導内容  団体及び個人レッスンを実施、体のゆがみ自己調整法を開発提供

 資格・免許
 ホリスティック医学協会認定生活習慣病予防指導士、エクセルシア認
定ＲＰＢインストラクター、サミーコンディショニングスクール認定
運動療法講師など多数

 対象者  成年、高齢者

 区域/曜日/時間帯  音更町内・近隣市町村/平日/午前

 経費等  要指導料（相談）

 活動歴

 生年月日  Ｓ４９

 住所・連絡先
 〒０８０－０３１７
 音更町緑陽台仲区４番地６
 携帯 ０９０－１０５３－９７２３

 佐々木 祥子（ささき しょうこ）

項　　目 内　　容

 指導項目
 各種ストレスケア、コーチング、チーム作りワークショップ（学級、
部活、リーダー研修等）メディカルアロマ作りなど

 具体的な指導内容
 ①コーチングワークショップでやる気を引き出したり、悩み解決に導く。
 ②チーム作りワークショップで目標に向かい、団結力が高まる指導
 ③メディカルアロマを作り病気の予防、減薬、薬の脱却を目指す。

 資格・免許
 ペアレントメンター（自閉症協会）、魔法のしつもんキッズインスト
ラクター、準ケアストレスカウンセラーほか多数

 対象者  幼児、青少年、成年、高齢者

 区域/曜日/時間帯  制限なし/要相談/要相談

 経費等  要相談

 活動歴
 チーム作り・メンタルトレーニング指導多数、子どものやる気をひき
だす魔法のしつもん講座多数、コーチング講座多数、ケアストレス講
座多数

 生年月日  Ｓ４０

 住所・連絡先

 〒０８０－０３１８
 音更町緑陽台南区２３番地４６
 電話 ０１５５－３１－８２１５
 携帯 ０９０－１３８５－７６４０



【生 活】

 高田 徹子（たかだ てつこ）

項　　目 内　　容

 指導項目  料理全般

 具体的な指導内容  料理実技、青果物の知識講座など

 資格・免許  ベジタブル＆フルーツマイスター（野菜ソムリエ）、食品衛生責任者

 対象者  幼児、青少年、成年、高齢者

 区域/曜日/時間帯  音更町内/要相談/要相談

 経費等  ボランティア可

 活動歴  音更町教委主催各種講座講師など多数

 生年月日  Ｓ２１

 住所・連絡先

 〒０８０－０１０１
 音更町大通１２丁目１５番地
 電話 ０１５５－４２－２６５３
 携帯 ０９０－９５２６－９６２１

 田中 澄子（たなか すみこ）

項　　目 内　　容

 指導項目  着付け、和裁

 具体的な指導内容
 日本の伝統衣装である着物を後世に伝えるとともに着物に愛着を持っ
てもらえるようにする。

 資格・免許  教授、一級講師

 対象者  青少年、成年、高齢者（いずれも女性限定）

 区域/曜日/時間帯  音更町内・近隣市町村/要相談/要相談

 経費等  ボランティア可

 活動歴  昭和５２年から教室を開設し、現在に至る。

 生年月日  Ｓ１６

 住所・連絡先

 〒０８０－０１２２
 音更町柳町仲区５番地
 電話 ０１５５－３１－４９３３
 携帯 ０８０－５５８５－４９３３



【生 活】

 早川 靖志（はやかわ やすし）

項　　目 内　　容

 指導項目
 ① コーチング、コミュニケーション
 ② ライフプランニング

 具体的な指導内容

 資格・免許
 ＣＰＣＣ 米国ＣＴＩ認定プロコーチ
 ＡＦＰ ファイナンシャルプランナー

 対象者  成年

 区域/曜日/時間帯  制限なし/要相談/要相談

 経費等  要相談

 活動歴  音更町教委主催講座講師など

 生年月日  Ｓ５０

 住所・連絡先

 〒０８０－０３１７
 音更町緑陽台仲区２４番地７
 電話 ０１５５－３０－７７３７
 携帯 ０９０－９５２６－１６８７

 福田 美代子（ふくだ みよこ）

項　　目 内　　容

 指導項目  着物着付け

 具体的な指導内容
 自分で美しく着物が着られるよう指導
 将来、進級講師資格取得に向けた指導も可

 資格・免許  着物着付一級講師、日本和装総合学院開講認定資格

 対象者  成年、高齢者

 区域/曜日/時間帯  制限なし/要相談/要相談

 経費等  ボランティア可（ただし、進級講師資格取得の場合は要授業料）

 活動歴

 生年月日  Ｓ２５

 住所・連絡先

 〒０８０－０１１１
 音更町木野大通東１９丁目１番地
 電話 ０１５５－３１－４５５９
 携帯 ０９０－９５２９－２２２８



【生 活】

 本田 智美（ほんだ さとみ）

項　　目 内　　容

 指導項目  無添加ふりかけ作り

 具体的な指導内容
 身近にある無添加食材でのふりかけ作り（お話をしながらのふりかけ
作り）

 資格・免許  無添加ふりかけ作りアドバイザー

 対象者  制限なしだが特に子育てママさんにおすすめ

 区域/曜日/時間帯  音更町内・近隣市町村/要相談/要相談

 経費等  要相談

 活動歴  自宅等で無添加ふりかけ作りの手軽さと楽しさを伝えている。

 生年月日  Ｓ５８

 住所・連絡先
 〒０８０－０１２３
 音更町柳町南区１７番地９
 電話 ０１５５－６６－４９６０

 松浦 波雄（まつうら なみお）

項　　目 内　　容

 指導項目  終活

 具体的な指導内容  家族のため、人生の終わりの準備

 資格・免許  行政書士、相談診断士

 対象者  高齢者

 区域/曜日/時間帯  制限なし/要相談/要相談

 経費等  ボランティア可

 活動歴
 音更町高齢者大学等の講師、道新文化センター講師、十勝管内各市町
村教委主催講座講師など

 生年月日  Ｓ３３

 住所・連絡先

 〒０８０－０１１１
 音更町木野大通東１４丁目４番地１９４
 電話 ０１５５－３１－８４０７
 携帯 ０９０－９７５３－８９６３



【生 活】

 武藤 正利（むとう まさとし）

項　　目 内　　容

 指導項目  ろう文化（ろう者と手話）

 具体的な指導内容  ろう者と手話についての講義・実技（対象者や希望に応じた指導）

 資格・免許  －

 対象者  青少年、成年、高齢者

 区域/曜日/時間帯  音更町内/要相談/要相談

 経費等  ボランティア可

 活動歴  手話サークル「音更ふきのとう」指導など

 生年月日  Ｓ２５

 住所・連絡先
 〒０８０－０３０１
 音更町木野大通西９丁目２
 電話 ０１５５－３１－０９５９

 RICOLORE（リコローレ）

項　　目 内　　容

 指導項目  料理教室

 具体的な指導内容  アイシングクッキー体験、カフェ体験、多国籍な味付実技等

 資格・免許
 調理師免許、食品衛生責任者、日本サロネーゼ協会アイシングクッ
キー認定講師

 対象者  青少年、成年、高齢者

 区域/曜日/時間帯  帯広駅から車で３０分以内/要相談/要相談

 経費等  要相談

 活動歴  企業女性クラブセミナー、子どもの日ワークショップなど

 生年月日

 住所・連絡先

 〒０８０－００１３
 帯広市西３条南１５丁目２４
 電話 ０１５５－２１－２６１６（１５時以降）
 ＦＡＸ　０１５５－２１－２６１６


