講演会など依頼可能

実技

実演・通訳・相談など技術・知識の提供依頼可能

教室

セミナー講師など依頼可能
製作

イラスト・動画・作曲など製作依頼可能

生活・相談

スポーツ・ダンス

WAZAKATSU

講義

ダンス（ZUMBA・ポルトブラ）

生活・相談（キャリアコンサルティング）

マイスター（子ども食堂）

マイスター（音楽イベント）
、音楽

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

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

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

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

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

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

Launa Aloha アシスタント 森岡 恵

講義

教室

実技

製作

miko

講義

教室

実技

製作

亜希

講義

教室

実技

製作

ダンス（フラダンス）

ダンス（フラダンスインストラクター）

スポーツ（ルーシーダットン・カポエイラ）

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

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

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

Manaʼ olana

講義

教室

実技

野口 由美子

製作

レク（木独楽・メンコ）、学問（国語）

持田 淳一

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

14

教室

WAZA

実技

KATSU

製作

講義

教室

実技

製作

生活（石材再生・終活）、画像（空撮）、IT

にし家（NISHIYA）

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

教室

実技

製作

松島 美由紀

講義

教室

実技

製作

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

教室

実技

製作

製作

田中 一永

講義

教室

実技

製作

石村 辰美

講義

教室

実技

製作

マイスター（ねぎまつり）

その他（パーソナルカラー）

その他（動物の飼育相談・調教）

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

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

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

栗原 統

講義

教室

実技

平成福寿草の会

角江 紘一

教室

講義

その他（福寿草）

生活・相談（環境啓発）

講義

福島 雅史

製作

野辺 勇

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

教室

実技

製作

藤田 倫美

講義

教室

実技

製作

牧野 遼太郎

講義

教室

実技

製作

その他（洋裁）、健康（ヨガ）、料理

その他（瞑想）、学問、スポーツ、趣味

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

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

アトリエ リカ

講義

教室

実技

製作

光明塾 noriko

講義

教室

実技

製作

WAZA

KATSU 15

その 他

生活・相談

ダンス（天空大河）、健康（ピラティス）

まちづくりマイスター

レク・遊び

ダンス（フラダンス）

