講演会など依頼可能

実技

実演・通訳・相談など技術・知識の提供依頼可能

教室

セミナー講師など依頼可能
製作

イラスト・動画・作曲など製作依頼可能

エンタメ・占い

言語・翻訳

WAZAKATSU

講義

グルメ・料理（コーヒー）

エンタメ（腹話術）

エンタメ（舞台・芝居）、ナレーション

エンタメ（ファイヤーパフォーマンス）

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

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

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

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

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

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

当間 ミゲル

講義

教室

実技

製作

岡部 登

講義

教室

実技

五十嵐 智

製作

講義

教室

実技

製作

森 昭夫

講義

教室

実技

悦見 悟

製作

講義

教室

実技

製作

燈侍（とうじ）

講義

教室

実技

製作

エンタメ・占い

IT（WEB ライター）、趣味（小説）

IT・プログラミング、その他

占い（タロット・オラクル）

占い（ホロスコープ）、健康（アロマ）

エンタメ（バルーン）、 スポーツ（柔道）

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

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

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

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

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

葉山 いずみ

講義

教室

実技

製作

アイウェブ

講義

教室

実技

製作

美雨

講義

教室

実技

製作

アロマ・星読み

講義

教室

実技

Mie

製作

井上 裕光

講義

教室

実技

製作

学問・教養（科学）、IT・プログラミング

Dr. トトレンジャー

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

講義

教室

実技

製作

占い（手相・タロット・西洋占星術）

占い（手相）

エンタメ（バルーンアート・南京玉すだれ）

学問・教養（英会話）

健康（ヨガ）

福祉（音声付き電子書籍（DAISY 図書））

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

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

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

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

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

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

華音ソフィア

講義

10

教室

WAZA

実技

KATSU

製作

おちゃっぴいほりこし

手相鑑定 Bridge

講義

教室

実技

製作

講義

教室

実技

製作

English Gator

講義

教室

実技

楠瀬 真奈美

製作

講義

教室

実技

大橋 和美

製作

講義

教室

実技

製作

WAZA

KATSU 11

健康・福祉

・プログラミン グ
IT

グルメ・料理（和菓子）

学問・教養

グルメ・料理

言語・翻訳（英語・スペイン語）

