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

画像・写真

絵画・イラスト

絵画・イラスト

動画

画像・写真

音楽（フルート）・MC

2016 年から、「休日絵描キ人” Leo”」と
して、イラストレーター活動開始。プロ
ミュージシャンや技人「花桐はづき」さ
ん等のライブグッズのイラストの製作。
挿し絵ライター講座受講終了。"Leo" と
してアコギ弾き語りで活動。各種ライブ・
イベントへ出演している。

画家。医療法人出版ブックの表紙含む本文内
漫画担当、スピードワゴン小沢氏 Youtube
チャンネル等メディア出演とアイコン担当等。
様々な絵柄にて対応可能です。'21 年からの
大河ドラマと共に今後大きく躍進していく深
谷市を共にものづくりで盛り上げませんか︖
渋沢栄一翁関連のご依頼も是非。

武蔵野美術大学 日本画学科卒業。グリコ
Biﬁx2000 イケメン診断／愛津優のキャ
ラクターデザインなど実績多数。柔らか
く繊細なイラストが得意。ポスターや書
籍などのイラスト、挿絵、似顔絵、ウェ
ルカムボード、ゆるキャラなどの制作が
依頼できる。

映像制作会社「モーショングラフ スタジ
オ」代表。ウェディング、イベント、企
業や学校案内などさまざまな映像制作を
行う。ビデオ撮影・編集、DVD、ブルー
レイ制作のほか、ドローンによる空撮も
依頼できる。＜実績＞埼玉グランドホテ
ル、正智深谷高校など。

フォトマスター 2 級。美しの里フォトコ
ンテストで優秀賞の受賞実績を持つ。屋
内、屋外に関わらずポートレート、ライ
ブ撮影、コスプレ撮影ができるほか、プ
ロフィール写真、物撮り、素材撮影もで
きる。

フルート奏者。フルートをまったく触れ
たことのない初心者でも数分で吹けるよ
うにするレッスンや、場の雰囲気、来場
者の趣味嗜好に合わせた曲の演奏を行っ
ている。セミナーの講師やイベントへの
出演など依頼できる。その他、イベント
等での司会、MC もできる。

講義

教室

実技

製作

奥原 純一（世詩絵）

講義

教室

実技

製作

夏乃 まつり

講義

教室

実技

藤本 譲

製作

講義

教室

Yuki

実技

製作

講義

教室

川上 葉月

実技

製作

講義

教室

実技

製作

絵画・イラスト（ベリーペイント）

絵画・イラスト（ポップアップ絵本）

絵画・イラスト

音楽、健康、趣味（ヘアターバン）

音楽（ギター弾き語り・太鼓）

音楽（ソロ・バンド）

イラストレーター。デザインの専門学校
を卒業し、日本ベリーペイント協会認定
ベリーペイント（マタニティペイント）
アーティストとしても活動。ベリーペイ
ント、イラスト、チラシデザインのほか、
絵本・挿絵の制作など依頼ができる。

絵本作家。『仕掛け絵本』作りに力を入
れており、2018 おおしま国際手づくり
絵本コンクール最優秀賞・文部科学大臣
賞など、数々の賞を受賞。花園こども情
報交流図書館アクロス『はなぞうくん』
の生みの親。ポップアップ絵本やカード
の制作などの依頼ができる。

イラストレーター、カリグラファー、作
家。2020 年にフリーランスのイラスト
レーターとして独立。落ち着いた大人の
女 性、可 愛 い も の 好 き な 方、ロ リ ー タ
ファッション、マガジン、児童書向けタッ
チのイラストやお洒落でかわいい手書き
文字の制作などができる。

2017 年、深谷市アコギ DE 弾き語り日
和出演。タイマッサージセラピストの資
格を持つほか、ヘアターバン作りもでき
る。

ギター弾き語りと空手太鼓。自作の歌で、
台本もその会合に合わせて作成。震災（原
発）語り人として、福島からの避難時の
感謝を込めて講演、慰問など県内外で年
間 50 回以上行う。イベントの出演や講演、
慰問など依頼ができる。＜実績＞全日本
太鼓連盟公認指導員など。

バンド「B-Beats」、ユニット「Cabos」、
「ど
ら ま ～ ず」、ソ ロ「Taka」と し て 活 動。
ギター、ドラム、ピアノ、キーボードを
演奏。＜実績＞平成 24 ～ 29 年「ふかや
緑の王国森の音楽祭」出演。平成 29 年「ア
コギ DE 弾き語り日和」出演。その他、
年 10 回程度ライブ活動。

tanio

講義

教室

実技

製作

新田 一良

講義

教室

実技

製作

早坂 愛

講義

教室

Tomoe

実技

製作

イラスト（デザイン）、IT（WEB）、相談

絵画・イラスト

イラストレーター、グラフィックデザイ
ナー。デザイン専門学校を卒業後、印刷
会社や雑貨店、製菓会社にてデザイナー
などを務める。パッケージデザインやフ
ライヤー、POP 等にイラストを加えた印
刷物の制作などができる。

商業デザイン実務経験 10 年以上。ロゴ
デザインはもちろん、パッケージデザイ
ン、チラシ・カタログデザイン、ウェブ
サイトの制作などができる。既存デザイ
ンの手直しも可能であり、依頼者の要望
や思いに合う、依頼者のことを考えぬい
たデザイン制作ができる。

イラストレーター。色彩検定３級などの
資格を持つ。女性の魅力を引き出す描き
方をし、自然・水の表現、光の使い方な
どの技術を駆使した繊細で色鮮やかなイ
ラストを得意とする。ポスターや小説の
表紙、アプリゲームなどのイラスト制作、
動画編集などができる。

トクザワナオ

講義

04

教室

WAZA

実技

KATSU

製作

講義

教室

実技

製作

教室

実技

製作

実技

製作

「お互いを尊重し合う」がモットーの夫
婦ユニット。各種イベントに出張できる。
幼児向け、高齢者向けどちらも可。息子
を連れて伺います。
＜実績＞森の音楽祭、花の音楽祭、ふか
や桜まつり、華の宿場まつり、FM ふっ
かちゃんなどに出演。
講義

教室

実技

講義

教室

実技

製作

製作

どらま〜ず（Taka）

講義

教室

実技

製作

音楽（歌・ギター）

音楽（歌・ギター）

ギター 2 名で「F23」として活動（現在
はソロ）＜実績＞平成 12 年～ 18 年「ふ
か や 緑 の 王 国 森 の 音 楽 祭」出 演、平 成
29 年 11 月「アコギ DE 弾き語り日和」
出演。

国鉄時代から全国の赤字ローカル線を音楽
で残したいと Guzu'' ぐず '' ユニットを結
成。東日本大震災復興応援追悼曲や、JR
只見線応援曲を YouTube 配信。第 14 回
深谷市民音楽祭ゲスト出演。七夕路上ライ
ブ 30 回以上の実績を持つ硬式テニス上級
指導員も持つ元国鉄 JR マン。

正田 克巳

姫＊彦

しょうが

講義

教室

音楽（ユニット）

絵画・イラスト

木口ようかん

講義

んだべー福島

講義

教室

実技

栗田 喜弘

製作

講義

教室

実技

製作

WAZA

KATSU 05

音楽・ナレ ー シ ョ ン

イラスト、音楽（歌・ギター）

Leo（今村 健一）

動画・アニメーション

絵画・イラスト

WAZAKATSU

講義

