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

趣味

音楽・ナレーション

WAZAKATSU

講義

石村 辰美

「地球防衛軍」は複数のミュージシャン
で結成するユニットであり、イベント等
での演奏や作曲活動などを行う。石村辰
美は音楽イベント「ANGEL・GATE」を
主宰し、市内各所で定期的に音楽イベン
トを開催している。また、ギター弾き語
りや伴奏、作曲などができる。
講義

教室

実技

製作

趣味（アクセサリー）

handmade artist こさと

ビーズアクセサリー製作や使用する工具・
金具の使い方レッスンなどができる。そ
の人にあったパーツ選びが得意。また、
『ちょいプラ♫マルシェ』など、各種イベ
ントへの出店・企画・運営実績があり、
イベントのテーマに合わせたワーク
ショップを開催できる。
講義

教室

実技

製作

音楽（歌・ギター）、その他（カメラレンズ清掃）

趣味（草木染・手織り・ゆび織り）

趣味（手織り）

趣味（ドール衣装製作）

趣味（猫モチーフ雑貨の制作）

ギタリストであり、深谷市内にてイベン
トホール「深谷 City Boy」
を運営。その他、
光学機器組み立て作業 一級技能士、機械
検査 一級技能士などの資格を持ち、カメ
ラレンズの清掃方法や保存方法に関する
アドバイスもできる。

女子美術短期大テキスタイルデザイン教
室卒。友禅染会社手描き染部門勤務。各
社カルチャー手織り講座講師。一般財団
法人 生涯学習開発財団認定 日本染織協
会 認定インストラクター（リビングアー
ト手織倶楽部、キッチン染め、ゆび織り）。
講師や制作など依頼できる。

NPO にて織物作品作りの実績を持つ。染
めた木綿糸や、レース糸、毛糸等にて、
コースター、テーブルセンター、壁かけ
の製作ができる。また、織った製作物を
使って、ティッシュ入れ、小物入れ、バッ
グ等を作ることができる。

洋裁歴 45 年、ドール用衣装製作歴 3 年
の豊富な経験を持つ。浅草で開催されて
いるドールショウへの出展実績もあり、
依頼があれば、ドール用衣装の製作がで
きる。

動物専門学校卒業後、動物の飼育管理業
務をしながら猫モチーフ雑貨の制作をは
じめる。関東を中心に、ハンドメイドイ
ベントへの出店やサロンやカフェへの出
品、キッズ向けワークショップなどの活
動を行う。猫とレトロポップをテーマに、
布小物などの制作ができる。

ガー

講義

教室

実技

製作

大塚 浩美

講義

教室

実技

製作

WAZA

KATSU

教室

実技

製作

講義

教室

実技

製作

聖徳工芸 庁鼻和窯 代表。焼き物の仕事
を継いで 46 年。埴輪・縄文土器・縄文土偶・
弥生土器などの古代遺物のレプリカ制作
と、オカリナの制作・販売・演奏・演奏
指導が依頼できる。

根つきの花の苗を花束のように組んで植
える最新の寄せ植えの講座です。花フェ
スタや道の駅でも話題になってる「ギャ
ザリング」のお花教室を開催することが
できます。出張講座もでき、オンライン
開催の実績もあり。お花のイベントの際
はぜひご相談ください。

江戸千家茶道教授、県立高校英語教諭。
英語を使って茶道の紹介や指導を行い、
茶道を通じて日本文化を伝える。茶道・
英語講師のほか、国際交流事業の通訳や
ALT 授業の補助など依頼ができる。

郁生流華道正教授、文部省認定帝国華道院
認定教授、埼玉県いけばな連合協会評議員、
シルビアフラワーデザイン二級講師。華道
受賞歴多数。いけばな、フラワーアレンジ
メント、プリザーブドフラワーなど流行や
行事に合わせた作品制作の教室を開催。講
師や作品の制作など依頼可能。

池坊いけ花教授。昭和 43 年に池坊入門し、
昭和 49 年～平成 19 年に東京の研究会に
在籍。平成元年からいけ花教室を開催。
平成 20 年から、いけ花サークルを指導（南
公民館）。深谷市華道会会員として市長
室、深谷駅へ展示実績あり。講師や作品
の制作など依頼できる。

会田 不死人

講義

教室

実技

製作

土田 充子

森田 真樹

講義

教室

実技

製作

モルタルデコマイスター、ガーデンコー
ディネーター。モルタルデコ、ワイヤー
アートなどを組み合わせて、お庭のオブ
ジェクトとして多肉を植えて飾る装飾物
や依頼に合わせたトールペイント作品の
制作ができるほか、バラや草花の育て方
を教えることができる。
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講義

華道（池坊いけ花）

モルタルデコマイスター認定講師、多肉
クラフトマスター、AEAJ アロマテラピー
ア ド バ イ ザ ー の 資 格 を 持 つ。デ コ パ ー
ジュやワイヤーアート、モルタルデコで
お庭などに飾る多肉を植える器づくりを
教えられるほか、肌のしくみやアロマな
どに関する講習ができる。

製作

製作

華道（いけばな、フラワーアレンジメント）

2012 年 5 月「第 1 回深谷ななマルシェ」
を開催し、以降、深谷ななマルシェの運
営を担当する。まちづくりマイスターと
して、イベントの運営の仕方やアドバイ
ス（運営の流れ等）ができるほか、入園
入学向けの布小物の製作も依頼ができ
る。
実技

実技

茶道（英語で茶道を紹介・指導）、言語

趣味（モルタルデコ・バラの育て方）

教室

教室

NEKOs yukari

趣味（ギャザリング）

趣味（モルタルデコ）、健康（アロマ）

講義

講義

ぴんしゃ

趣味（陶芸・土器）、音楽（オカリナ）

趣味（布小物の製作）

松岡 嘉奈（おかかたろ）

髙橋 良江

中井 和恵

講義

教室

実技

製作

大澤 八千代

講義

教室

実技

製作

講義

教室

実技

製作

書道（指導・パフォーマンス）

杉山 祥心（泉）

書道師範、昭和 48 年から書道指導開始（香
花書道会）。書道パフォーマンスチーム
「深谷書道ガルボイズ」指導者。書道の
披露、指導のほか、各種パッケージ、メ
ニュー、看板、賞状作成など依頼ができ
る。
講義

教室

実技

製作

赤羽 雅香

講義

教室

実技

製作

澤 春代

講義

教室

実技

製作

茶道・華道

書道、絵画（水墨画）

茶道︓江戸千家 師範。華道︓桂古流 総
会司。茶道では市内公民館で定期的にお
茶の稽古やお茶会を開催し、華道では定
期的なお花の練習を行う。文連祭後には
文化連合会でお茶会とお花の出品を行っ
ている。

水墨画家、書道家。書道師範、九星書道
会代表代理、全国平成水墨画協会参与な
どの肩書きを持つ。埼玉県立近代美術館、
大宮ソニックシティ、東京都美術館、東
京芸術劇場などで書や墨絵のライブパ
フ ォ ー マ ン ス 実 績 多 数。講 師 や ワ ー ク
ショップも依頼ができる。

宗久（近藤 久華）

講義

教室

実技

製作

チヅカ

講義

教室

実技

製作

WAZA
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茶道・華道・書道

趣味

音楽（歌・ギター）、マイスター

