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地 域 親 人 材 バ ン ク 登 録 者 

 
平成 27年 3月 31日現在 

番号 
氏  名 

団体・グループ名 

(登録人数) 

居住地 

所在地 

活動に応じやすい

曜日等 
得意とする活動分野等 地域親としての抱負 

1 田山 喜子 水戸市 
月･火･水･金曜日 

9:00～15:00 まで 

木曜日の午前 

ユニット折り紙、牛乳パックリサイクル

工作（オリジナル作品有）の指導 

昔遊び、（お手玉のつくり方と遊び方、ケ

ン玉、おはじき、知恵の板など） 

活動経験をベースにおもしろいこと楽しいことをキャ

ッチしながら、青少年たちの交流の場を広げていきたい。         

人と関わることの楽しさを伝えていければと思います。 

2 佐川 雄太 水戸市 
日･土曜日 

その他夜間 

イベントの企画・運営、学習指導 

スポーツ全般(専門：陸上競技) 

パソコン等の操作 

「地域 親」という肩書きにこだわらず、青年の船の会

での活動や様々な社会活動の経験を活かして、楽しく実

のあるものをつくり上げていければと思います。共に学

び、成長していくことを常に意識しています。 

 

3 会田  正 水戸市 その都度相談 

・5 分間でできる紙飛行機の工作と実技

指導 

・古いハガキで作る紙飛行機 

・切り折り紙飛行機の作製と実技指導 

・公式の競技用紙飛行機の作製と実技 

・日本紙飛行機協会の競技規定の内容に

ついて 

日本紙飛行機協会公認の指導員の資格を取得したこと

により、多くの人に楽しい紙飛行機の作り方や飛ばし方

を体験させてみたい。良く飛ぶための工夫をいろいろと

やって見て、さらに楽しさを伝えたい。この事が青少年

の健全育成や大人の生涯学習の進展に役立てばと思って

います。そして将来は発展的なクラブ育成を目ざしたい

と思っています。 

4 田中  優 水戸市 日・月・金・土曜日 

情報化に関することで「ケータイ」や

「パソコン」を苦手とする人が愉しくな

るような学習活動 

地域親として、「新しい時代を愉しむこと」が伝わるこ

とを目指して活動していきたいと思っています。「新しい

時代を愉しむこと」とは、一喜一憂するよりも 20年後に

愉しく過ごしている自分自身がイメージできることだと

思います。私は青年の年代であるので、青少年とともに

活動していきたい。私の格好はいわゆる「ださい」服装

ですが、私の個性としてねばり強く青少年と接していき

たいと思います。 
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番号 
氏  名 

団体・グループ名 

(登録人数) 

居住地 

所在地 

活動に応じやすい

曜日等 
得意とする活動分野等 地域親としての抱負 

5 澤田 博子 水戸市 
その都度相談 

(日・土曜日 可） 

そばつくり教室 

ボランティア交流、心の交流の話 

そば作りを通して、作る喜びや思いやりの心、温かい

心、失敗してもくじけない心を養えるよう、参加者対象

に、話・和・輪つくりの活動をしていきたいと心がけて

います。 

6 藤田 絹代 水戸市 その都度相談 

軽スポーツ･レクリエーション全般 

日本語指導･書道（書写）指導 

ボランティア相談・その他カウンセリン

グ 

学習指導（中･高校教諭免許有） 

 

平成 18 年 5 月で仕事も一段落し、11 月 1 日茨城県弘

道館アカデミー「弘道賞」を授与されました。学習成果

を地域社会に生かしたいという思いで、お役に立てる機

会があればと強く望み、人材バンクに登録するものです。 

 

7 佐々木 静江 水戸市 その都度相談 

大正琴、ヴィオリラ、初歩から演奏を

楽しむための指導。 

ミュジックベル幼児から高齢者まで

の指導と演奏。 

朗読、絵本、紙芝居等。なつかしい童

謡、唱歌等指導。 

軽運動を通してやさしいレクリエー

ションゲーム遊び。 

長い間培ってきたキャリアを通して、地域の皆さんと

交流を図りながら楽しみと喜びを共有できる仲間づくり

をしたいと思っています。 

そして、豊かな心と感性を和と輪の手で拡げていきた

いと思っています。 

 

8 田口 一美 水戸市 
月･火･水･土曜日 

の午後 

地域社会の教育的再編 

安全・安心と地域マネジメント 

音楽・情報・脳の科学 

生活の一部として負担のかからない見守りをしていま

す。 

9 

朗読の会 

「ＹＯＵ」 

（12人） 

水戸市 その都度相談 

朗読中心に紙芝居、絵本、お話 

ヴィオリラ、オカリナ、大正琴、ミユ

ジックベル演奏指導 

童謡、唱歌指導 

地域の皆さんとの交流や施設訪問等をしながら、楽し

み、喜びを共有し、心の癒しの環境づくりをしていきた

いと思います。 

10 

みまもりステー

ション北葉山西

会 

水戸市 
日・火･木･土曜日 

の午後 

ニュースポーツの推進 

ユニカールの普及 

子どもたちにスポーツを通じて、我慢強さ、やさしさ、

正しい判断のしかた、これらを体験してもらうこと。 

地域住民とのふれあいの場にしたい。 
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番号 
氏  名 

団体・グループ名 

(登録人数) 

居住地 

所在地 

活動に応じやすい

曜日等 
得意とする活動分野等 地域親としての抱負 

11 藤原  佳志子 日立市 その都度相談 
環境ゲーム、創作活動、ゲーム 

総合学習指導(自然を知ろう 川体験) 

子ども達の笑顔、笑い声が大好きです。子どもに遊ん

でもらえる大人、声をかけられる大人でいたいです。 

不器用でも一生懸命に生きる姿を見せてその時、その

場を大切に人との関わりを楽しめる人に育ってほしい。

感謝の気持ちをもった子、夢中になって遊べる子に育っ

てほしいと思っています。 

 

12 大貫 文良 日立市 その都度相談 パソコン指導(ワード、エクセル) 

子どもたちと行動を共にし、次代を担う子どもたちの

成長過程を見ながら個人が確実に成長するような社会活

動をして行きたいと考えています。 

13 服部  洋 土浦市 その都度相談 
英会話指導 

英語通訳 

教育の格差は、是非とも解消せねばならない社会問題

である。私は、ボランティアとして英会話指導を通して

多少なりともこの問題に取り組んでいきたい。 

14 楢戸 崇雄 土浦市 その都度相談 
昔遊び 

各種スポーツを通した活動 

大人が協力して、子ども達の生き生きとした姿を保障

してあげたい。それが、その人間の一生の財産になるは

ずであるし、大人にとっても生きがいになるはずである。 

15 原田 純子 土浦市 月・金曜日午前 
腹話術を通して食育、しつけ、交通安

全、昔話等を普及 

子どもたちが楽しみ、笑いながら思いやりや希望を伝

えていきたい。 

子育て中の母親たちにも、子育ての楽しみ、大切さを

伝えていけたらと思います。 

16 鈴木 富男 古河市 その都度相談 
学童保育指導 

英語指導 

青少年に夢と希望を持って伸び伸びと育っていってほ

しいと思います。 

17 小沼 佳苑 古河市 土・日曜日、祝祭日 スポーツチャンバラの指導 

礼儀正しく、自分の立場をわきまえ他人の心の痛みを

分かり合い、そして、自己主張が正しくできる人になる

ような指導をしていきたいと思います。 
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番号 
氏  名 

団体・グループ名 

(登録人数) 

居住地 

所在地 

活動に応じやすい

曜日等 
得意とする活動分野等 地域親としての抱負 

18 古川  敬一郎   古河市 その都度相談 

あいさつ、声かけ運動 

青少年育成活動への参加 

児童、生徒の登下校時におけるパトロー

ル活動 

私の信条として 

「言葉より実行」「失敗を生かせ」「努力して続けよ」 

19 中島 晃子郎 古河市 その都度相談 

野外活動イベント企画 

イベント(研修会、各種大会)等での子ど

もの見守 

環境分野と福祉医療、文化芸能の継承と保存などを活

動の主目的としたＮＰＯ法人の代表理事をしている。 

これらを通して、青少年と関わりをもちたい。 

20 北條  勇 結城市 その都度相談 竹細工（竹とんぼ、竹馬などの竹細工） 

竹細工を通して、ものづくりの楽しさを体験し、自然

とのふれあいの大切さを伝えていきたい。 

また、昔からの遊びをすることにより、世代を越えた

交流をしたいと思います。 

21 松本  ゆり子 常総市 日・月・木・土曜日 

読み聞かせや紙芝居・昔話 

友情の人形「青い目の人形」を通して

国際交流や歴史について語る 

何とか住みよい社会になることを願い、教師として永

年活躍した誇りと経験をいかして人々に感動を与えるこ

とができたら幸せです。そこで、健康で生活できること

に感謝し、社会のお役に立てることを願っています。目

をキラキラと輝いて話を聞く子どもたちから力を与えら

れ、この事実を一人でも多くの人に知って欲しいと意欲

が湧きます。 

22 北村 栄子 常総市 その都度相談 「青い目の人形」についてのお話 

友情の人形（青い目の人形）のお話しを通し、皆様（特

に子どもたち）に「平和と友好」の大切さを理解しても

らいたいと思っています。 

23 井坂 吉雄 常陸太田市 その都度相談 
野球、ソフトボールの指導 

福祉とふれあい活動 

 目上の人への敬愛の心、礼儀そして自助努力の精神を

築き、本当の日本人の気構えを再構築。児童･生徒とのふ

れあいの機会を多くもち、コミュニケーションの場をつ

くれればよいと思います。 

24 藤  絢子 常陸太田市 その都度相談 

不登校やひきこもりで悩んでいる本人や

保護者との相談活動 

野外活動(野菜作り) 

子どもが不登校で悩み続け、そこから「不登校を理解

しあう会」を立ち上げました。自らの体験から悩める人々

の心が受け止められるような気がします。共感できるの

は体験したからだと思っています。 
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番号 
氏  名 

団体・グループ名 

(登録人数) 

居住地 

所在地 

活動に応じやすい

曜日等 
得意とする活動分野等 地域親としての抱負 

25 

箱田エプロン・ 

ママーズ 

(7人) 
笠間市 その都度相談 

子どもたちや高齢者への絵本の読み聞か

せや紙芝居 

おはなし会活動 

読書離れが進んでいるといわれる中で、子どもたちに

「本」の楽しさを伝えていきたいと考えている。 

26 小林  加奈恵 笠間市 その都度相談  

読み聞かせ 

お話会（大型紙芝居、ペープサート、 

大型絵本） 

｢読み聞かせ｣や「お話会」の活動を通して、子どもた

ちに読書の楽しさを伝え広めていきたいと思います。 

これまで多くの子どもたちと接してきて得たことを基

に、さらに活動を進めていきたいと考えています。 

 

27 安見 廸生 笠間市 その都度相談  

「語り部」活動 

科学実験 

自然観察 

笠間の民話などから｢語り部｣として語れるように練習

中です。さらに幼児、児童にも聞かせる内容や老人等に

も聞いていただけるものにも取り組んでいます。 

 

28 安見 珠子 笠間市 その都度相談 
植物分類、生態学など自然観察指導 

読み聞かせ 

地域の自然観察（特に植物）をすることにより、自然

保護や環境保全に対する態度を養っていきたいと思いま

す。 

29 入江 リエ 笠間市 その都度相談 
子どもから大人まで楽しめる文学作品の

朗読 

音訳ボランティアをしています。さらに歴史や文化の

ある笠間市の民話も次世代に語っていきたいと思いま

す。 

心豊かな子どもたちの成長を願って・･･･。 

30 大月 裕美 笠間市 その都度相談 

朗読活動(絵本ではなく“本”を読み聞か

せる。) 

牛乳パックを利用した小物つくり 

学校では体験できないようなことを、子どもたちと共

有したいと思います。 

31   北畑 順一 笠間市 日･土曜日 

腹話術 

手品 

朗読 

アマチュアの心でプロの技をみせて、子どもたちに観

賞する心の育成に寄与できればと思います。 

腹話術、手品、朗読で 30 分から 40 分は飽きさせない

と思います。 
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番号 
氏  名 

団体・グループ名 

(登録人数) 

居住地 

所在地 

活動に応じやすい

曜日等 
得意とする活動分野等 地域親としての抱負 

32 斉藤 昌夫 取手市 
日・火・木・土曜日

の午前 

パソコン指導 

（マウス試験：ワードスペシャリスト合

格、エキスパート合格、エクセルスペシ

ャリスト合格） 

今まで 10年間パソコンで学んだ事を伝えたい。特に資

格試験を目ざしている人に伝えたいと思っています。 

 

 

33 色川  昇 取手市 日・月・土曜日 

家庭での催事（流しそうめん、もちつ

き、料理、野菜作り、米作り、剪定） 

スポーツ（各種トレーニング、ウォー

キング、軽スポーツ、柔道（特に寝技） 

あいさつ・声かけ等ふれあいを深める

活動（イベントの手伝い、駐車場係、火

の神、サンタクロース） 

文化の伝承等で青少年に関わりたい。 

34 金子  隆 牛久市 その都度相談 

身近な部材を使って親子一緒に色々な

おもちゃを作り、作ったおもちゃで一緒

に遊んでもらう。（実験ではなくもの作

り） 

 金のかからない、子どもでも作れる簡

単な、それでいてチャンと科学的根拠の

あるおもちゃを作っていく。特に、「何

で？」「どうして？」「どうなっている

の？」などと子どもたちが不思議に思う

ようなおもちゃを主にしたい。 

親子のふれあいや人々との交わりの場を提供すること

により児童の健全育成に貢献できればとの願いや、物づ

くりを体験することにより科学技術への興味･関心を持

ってもらえればとの願いから行っています。（子供たちの

喜ぶ顔を見るのが一番幸せです。） 

 

 

 

 

 

35 嶋村 和代 牛久市 日曜日 
華道指導 

料理指導（調理師資格有） 

毎日、学校や塾で忙しい子どもたち、仕事で忙しい大

人たち、もっと一緒に会話しましょう。一緒に食事しま

しょう。一緒に遊びましょう。 

36 佐藤  康次郎 牛久市 その都度相談 

わら細工 

竹細工 

花の栽培、花壇づくり 

青少年と一緒に行動できることは、老いた者には良い

健康の薬であります。 

わら細工や竹細工などを通して、子どもたちに夢と希

望を与え、元気な子どもたちに育てたいと思っています。 
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番号 
氏  名 

団体・グループ名 

(登録人数) 

居住地 

所在地 

活動に応じやすい

曜日等 
得意とする活動分野等 地域親としての抱負 

37 飯塚 寿子 牛久市 その都度相談 

子どもに関わる事業計画と参加 

ゲーム指導（ネイチャーゲーム、スタン

プラリー、ウォークラリー） 

どんぐり、松かさ、木の葉、川の石など

を使った自然クラフト 

牛乳パックを使ったエコクラフト 

あいさつ･声かけ運動 

男女共同参画社会が理解されつつありますが、働く母

親の負担はなかなか軽減されないようです。 

「子は宝、お母さんも宝」です。子どもたちの居場所

づくりやお母さんたちのサポートができたらと思いま

す。そして、子育てに多くの人たちが関わることを呼び

かけていきたいと思います。 

38 野尻 節子 牛久市 
日曜日  

月・水曜日の午後  

レクリエーション指導 

ヘルシーボール指導 

ペーパークラフト 

今までは地域の行事に主催者、指導者として参加して

きたが、これからはお手伝いとして参加して行きたいと

思っています。 

 

39 宮本 タイ 牛久市 月･木･土曜日  

工作 

昔遊び 

手芸 

料理 

次世代を託す子どもたちが健全に育ってくれることを

願い、私のできることを通して子どもたちの育ちに役立

てたらと思います。 

 

40 鈴木  恵美子 牛久市 その都度相談 
「おはなし＆折り紙」 

 

年齢に合わせたお話しをしながら折り紙を通して「楽

しい紙ニュケーション」を味わう実践活動を長年行って

います。 

考える折り紙、遊ぶ折り紙、楽しむ折り紙を多く取り

入れ、広く子どもたちに夢を与える「おはなし＆折り紙」

を広めたいと思います。 

41 柏  春樹 ひたちなか市 日･土曜日  
キャンプ指導(テント設営法、ロープワー

ク、火起こし、スモーク、キャンプ技術) 

キャンプの楽しさ等をもっと多勢の人たちに知ってい

ただき、野外活動を広げていきたいと思います。 

42 大内  正 ひたちなか市 日曜日  
竹細工 

竹炭焼き 

竹細工の実習を通して、楽しみながら親子のふれあい

と信頼関係を高めることに目標をおき活動して行きたい

と思います。 
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番号 
氏  名 

団体・グループ名 

(登録人数) 

居住地 

所在地 

活動に応じやすい

曜日等 
得意とする活動分野等 地域親としての抱負 

43 磯崎 順子 ひたちなか市 その都度相談 
読み聞かせ、 

バルーンアート、トトロアート 

子ども達の健やかな成長を願い、地域のおばさんとし

て出来るだけ子どもたちと関りを持ち、健全育成のため

協力したい。 

44 岡田 栄子 ひたちなか市 その都度相談 

バルーンアート 

どんぐりの小物づくり 

木の実ブローチづくり 

物づくりを通してたくさんの子どもたちと関わり、青

少年の健全育成のお手伝いをしたいと思っています。 

そして、共に育ちたい。 

45 鈴木 岳史 ひたちなか市 日･土曜日 
国際交流 

スポーツ(特にバスケットボール) 

自分に何ができるかを考え、青少年育成に必要なこと

を最大限発揮して頑張りたいと思います。 

46 川西 栄次 ひたちなか市 日・土曜日 

レクリエーション 

ネィチャーゲーム 

キャンプなどの野外活動 

新しい活動プログラムを学んできていますが、なかな

かその活動をする機会がありません。ただ子どもたちと

関わり楽しく過ごすだけではなく、その活動に学びの要

素を加えた活動をしたいです。まだ十分なプログラムを

提供することはできませんが、若いうちから経験を積ん

でいきたいと思います。 

プロジェクトワイルドやＧＥＭＳなどの資格を持って

いるので環境教育といった分野にも対応できます。 

半日から一泊の活動プログラムなら組み立てられます。 

47 金澤 恵美子 ひたちなか市 その都度相談 

リトミックを中心としたレクリエーショ

ン 

バルーンアート 

孤立しがちな乳幼児を持つ親子の交流の場をつくりた

いと思っています。 

48 伊藤 昭子 ひたちなか市 
月曜日 

水・土曜日の午前 
折り紙 

折り紙をとおして、多くの方に物を作る喜びを味わっ

ていただけたらと思っています。 
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番号 
氏  名 

団体・グループ名 

(登録人数) 

居住地 

所在地 

活動に応じやすい

曜日等 
得意とする活動分野等 地域親としての抱負 

49 石村 幸枝 ひたちなか市 その都度相談 
野外炊飯、ゲーム、 

その他キャンプ指導 

子どもたちの健全育成に関する活動に協力したい。 

50 関   勍 ひたちなか市 その都度相談 

竹細工(竹トンボ、竹馬、紙鉄砲、水鉄砲

等) 

バスケットボール、野球、バレー等 

キャンプ(野外炊飯、薪を使っての炊飯は

一番得意) 

自分で遊具を作る喜びを伝えたい。 

竹細工製作を通じ正しい刃物の使い方等を教えたい。 

昔の事を子どもたちに伝えたい。 

 

51 西野 幸夫 ひたちなか市 その都度相談 竹細工 

竹細工を通して子どもたちと接し、青少年の健全育成

に努めたい。 

 

52 原口  真美江 ひたちなか市 その都度相談 
環境問題をわかりやすい劇にして伝える 

イベントのお手伝い 

ワンネス・エコ・ひたちなかの一員として環境問題を

わかりやすい劇にして公共施設等で上演しています。 

時間は 10分～2 時間でも、時間によってシナリオをか

えて対応しています。 

53 佐藤 鈴子 ひたちなか市 その都度相談 
簡単な手編み 

マクラメ小物作り 

簡単な手編みの作品づくりなどを通して、青少年の育

成に役立てれば思っています。 

54 遠藤 良子 ひたちなか市 その都度相談 
絵手紙 

イベントの手伝い 

地域の子どもたちに絵手紙を通して、電話やメールよ

りも絵と言葉で相手により気持ちが伝わることを知って

いただき楽しんでもらいたいと思います。 

そして体験や交流を深めていく中で、お互いに学習し

ながら地域社会の中での自立心や協調性などを養ってい

けたらと思います。 

55 保田 禮子 ひたちなか市 その都度相談 マジック 

マジックを通して青少年に笑いと明るさを与えたい。 
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番号 
氏  名 

団体・グループ名 

(登録人数) 

居住地 

所在地 

活動に応じやすい

曜日等 
得意とする活動分野等 地域親としての抱負 

56 仮屋  茂 鹿嶋市 その都度相談 

柔道指導 

・日常生活の中での青少年、親、大人の

生き方について 

・スポーツ活動（スポーツ文化）による

青少年、親、大人の生き方について 

・国際的視野を養成しながら、青少年、

親、大人のあり方を共に学習し、国際

交流活動の実践を行う 

・子育て支援に具体的にスポーツ文化

（柔道文化）を軸にして育成する 

・この 30～40年の日本社会の大きな変化を見極めて青少

年、大人の生き方、活動について共に学び、共に育っ

ていきたい。 

・公共心、しつけをスポーツ活動（特に武道、柔道文化）

によって育成していく。 

・国際的視野を持つ青少年育成、人づくりに貢献してい

きたい。 

・家庭、学校、地域のあり方、連携を創出する活動を目

指したい。 

57 鹿嶋語り部の会 鹿嶋市 その都度相談 
民話の語り 

紙芝居 

子どもたちと手遊びをしながら、理解しやすい話を選

んで語りをする。また、手づくりの大型民話紙芝居を通

して、目で内容を理解してもらい、先人たちの残した民

話というふる里の文化を語り継いでいきたい。 

58 

いたこおはなしの

会 

(12人) 
潮来市 その都度相談 

読み聞かせ、朗読、かたりきかせなどの

活動 

読み聞かせ、朗読、群読、かたりの会や

研修会、学習会開催のプランニングサポ

ート 

昭和 58年から「いたこおはなしの会」として活動を継

続中。現在、小、中学校を単位とする地域の読み聞かせ

活動団体の活動を支援しています。学校と地域をつなげ

ることにより、相互の顔が見える関係をつくり、青少年

育成を図っていきたいと思います。また、「読む」という

ことにより青少年に自己を見つめ育てる下地をつくる手

助けとなればと考えています。 

59 本宮 洋子 潮来市 日･土･祝祭日 

レクリエーション全般 

ソフトボール審判 

インディアカ、ターゲットバードゴルフ 

フラワーアレジメント 

手品、ネィチャーゲーム 

青少年の健全育成や地域の交流に手伝いをしたいと思

っています。 
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番号 
氏  名 

団体・グループ名 

(登録人数) 

居住地 

所在地 

活動に応じやすい

曜日等 
得意とする活動分野等 地域親としての抱負 

60 風間  奈保美 潮来市 その都度相談 

読み聞かせ、朗読、かたりきかせなどの

活動 

野外活動やレクリエーション指導 

読み聞かせ、朗読、群読、かたりの会や

研修会、学習会開催のプラニングサポー

ト 

昭和 58年から「いたこおはなしの会」として活動を継

続中。現在、小、中学校を単位とする地域の読み聞かせ

活動団体の活動を支援しています。学校と地域をつなげ

ることにより、相互の顔が見える関係をつくり、青少年

育成を図っていきたいと思います。また、「読む」という

ことにより青少年に自己を見つめ育てる下地をつくる手

助けとなればと考えています。 

61 

リカレント☆ね

っと 

(10人) 
守谷市 その都度相談 

親子でともに守谷のまちを歩くことで、

地域の歴史や自然を学び、地域を愛する

心を育む活動や、初心者でも楽しめるス

ポーツを通した世代間交流や、地域の情

報交換の場の提供など、生涯活動を切り

口にしたまちづくり活動 

 行政、学校、地域など、PTAのネットワークと地域づく

りを結びつけた活動が特色で、子どもと大人が共に楽し

める活動を主体に、今後も活動を続けて行きたいと思い

ます。 

62 山下  真由美 守谷市 
日・土曜日 

平日の午後 

親子で楽しむ活動(地域探検やその情報

をまとめた冊子作り) 

子どもから高齢者まで同じフィールドで

「ローンボウルズ」を通した世代間交流

や情報交換の場の提供など 

子どもたちとの地域探検やスポーツ大会などの様々な

活動を通し、地域を知り、地域の人々と出会うことで、

地域を愛する心を育む活動を続けて行きたいと思いま

す。 

 

 

63 

おはなしの会 

「かわせみ」 

(10人) 
常陸大宮市 その都度相談 

幼稚園・保育園・小学校等での読み聞か

せ 

子どもと一緒に楽しみながら、子どもの成長の助けと

なるような活動をしたい。 

 

64 
茶の湯愛好会 

(9人) 
常陸大宮市 その都度相談 

茶道教室の手伝い 

初歩的な茶道に関することの実技・指

導 

各種行事への参加(呈茶席) 

・自分の好きなことを通して、地域の子どもたちと交流

を図り、子どもたちの健全な育成の一助になれれば嬉し

いです。 

・日常を離れて静かな時を体験し、また、伝統文化が生

活に役立つことを伝えたい。 



 - 12 - 

番号 
氏  名 

団体・グループ名 

(登録人数) 

居住地 

所在地 

活動に応じやすい

曜日等 
得意とする活動分野等 地域親としての抱負 

65 諸澤 信子 常陸大宮市 
日･月曜日 

火曜日の午前 

土曜日の午後 

読み聞かせ 

茶の湯指導 

青少年に自分自身と向き合う静かな時間を作ってあげ

たいと思っています。 

 

66 小野 朋子 常陸大宮市 その都度相談 
茶道教室 

料理 

伝統文化が生活に役立つことを伝えたい。 

 

 

67 関澤 泰子 常陸大宮市 その都度相談 

書道 

気功 

茶道 

静かな心を体験する時間を作ってあげたい。 

 

 

68 大森 有子 常陸大宮市 その都度相談 
茶道 

料理 

伝統ある文化に接して、自分の糧として欲しいです。 

 

 

69 石﨑 紀子 常陸大宮市 
月曜日の午後 

火曜日 

茶の湯 

七宝焼 

・茶道の良さ、楽しさを伝えるとともに美しい所作も身

につけられたらいいと思います。 

・つくるおもしろさを体験してもらえたら嬉しいです。 

70 堀江 幸子 常陸大宮市 

月･木･金曜日 

火曜日の午後 

水曜日の午前 

縫い物 

茶道 

料理 

七宝焼 

古くから伝わる日本の文化の一つである茶道を子ども

たちに体験させたいと思います。また、自分も一緒に勉

強したいと思います。 

71 菊地  弘 常陸大宮市 その都度相談 
陶芸工作 

茶道 

土を通じて創作の喜び(自分を作り出す）を体験させた

いと思います。 
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番号 
氏  名 

団体・グループ名 

(登録人数) 

居住地 

所在地 

活動に応じやすい

曜日等 
得意とする活動分野等 地域親としての抱負 

72 福地 久美子 那珂市 その都度相談 
乳幼児の食についてお話 

親子料理教室 

子どもの時期から望ましい食習慣や食行動を身につけ

てほしいと願っています。子どもや子どもを取り巻く

方々の現状や悩みを一緒に考え、何かしら支援ができれ

ばと考えています。 

73 寺門 美子 那珂市 水曜日 

生花のアレンジメント。 

木の実、ツル等を使ってリース作り 

草花の寄せ植え(ガーデニング) 

自然のふれあいを通してコミュニケーションを図り、

個性をいかせたらと思います。 

地域の中学生の職場体験等を毎年受け入れています。 

形式にこだわらず、自然に共にふれあって感じてくだ

さればと思っています。 

74 飯田 栄一 筑西市 その都度相談 

子どもたちの自然体験への指導(特に農

林業分野) 

魚釣り体験指導 

子どもたちに野外自然体験を通して、幅広い人間性を

養うための教育、同時に気力・体力づくりに役立ちたい。 

 

75 川味 一誠 筑西市 
月・火・水曜日の午

後 

読み聞かせ 

郷土の昔話 

筑西地区観光ボランティア 

正しい郷土の歴史を青少年に伝えていかなければなり

ません。 

地域活性化を主眼とした二宮尊徳の教えなどを伝えて

いきたいと考えています。 

76 諏訪 正子 坂東市 その都度相談 

朗読 

読み聞かせ 

紙芝居 

朗読、読み聞かせを始めてから 12年になります。 

現在、学童保育所へボランティアとして月 2 回のペー

スで読み聞かせを行なっています。教室から離れての子

どもたちの生き生きした表情を目の当たりにして学校と

いう場所を離れたところでの活動こそ、今の子どもたち

に必要なのではないかと実感します。子ども会での読み

聞かせも同感です。 

77 羽鳥  稔 坂東市 その都度相談 

自然観察全般(特にバードウォッチング) 

野草や樹木の観察会、ハイキング同行 

CONE自然体験活動リーダー 

(財)日本野鳥の会々員 

近年、屋外で遊んだり生活することの少なくなった子

どもたちに、実物に触ったり匂いをかいだりと、五感を

使って自然の仕組みを感じてもらい、自然の神秘さ、素

晴らしさ・大切さを体験を通して認識してほしい。ひい

ては、身近な自然から自分たちが住むこの地球の環境に

まで目を向けるきっかけづくりになれば幸いです。 
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番号 
氏  名 

団体・グループ名 

(登録人数) 

居住地 

所在地 

活動に応じやすい

曜日等 
得意とする活動分野等 地域親としての抱負 

78 松原 緑子 坂東市 その都度相談 

食生活に関する調理、栄養指導 

教育相談 

昔語り、子どもの昔遊び 

読み聞かせ 

子守唄指導 

皆さんと一緒に歌を歌ったり、子どもたちと歌や演劇

を通して古い昔話などの分野も共有したい。 

79 
太子囃子獅子舞 

保存会 

かすみがう

ら市 
その都度相談 獅子舞披露 

子どもたちに伝統文化の保存と継承をしたい。 

80 斉藤  健 
かすみがう

ら市 
その都度相談 太子囃子獅子舞指導 

多くの子どもたちに獅子舞の素晴らしさを伝えたい。 

81 足立 美紀 桜川市 日・土曜日 

ゲーム 

音楽 

料理 

地域の行事、研修会に参加し、自分のできることを通

して青少年と交流を深めたいです。また、たくさんの人々

と交流することによって、自分のできることや物事に対

する視野を広げたいと思っています。 

82 羽成 忠一 行方市 その都度相談 

ニュースポーツ(12 種目)指導 

（輪投げ、シャフルボード、ユニカール、

ローンボール、バッコー、オーバルボー

ル、ペタンク、ニチレクボール、デスコ

ン、フライディングゴルフ、バードゴル

フ、グランドゴルフ） 

地域コミュニケーション、三世代交流軽スポーツ､高齢

者の健康づくり、ニュースポーツ指導など、ふれ合いを

通して健康づくりに取り組んでいます。 

83 宮﨑 聡史 行方市 その都度相談 あいさつ・声かけ運動の推進等 
あいさつ・声かけなどを通して、青少年とコミュニケ

ーションを深めていきたい。 

84 箕輪 光成 行方市 日・土曜日 

①障害者に対する理解、障害者スポーツ 

②介護のやり方や環境 

③３つのＫ 感動、感謝、共感 

④救助ボランティア 

⑤障害者、高齢者との交流実践、講座 

⑥子どもを取り巻くアソシエーション 

⑦福祉講話、ボランティア関連 

⑧命の重さ“生きるということ” 

地元小・中学校でＰＴＡ会長を行ったとき、子どもを

取り巻く環境を学び、親教育、メディア教育など、家庭、

学校、地域とはどうあるべきか考えさせられた。 

施設の仕事を通し、福祉の心を小さな頃から学び、障

害者や高齢者との関われる環境作りを通して、豊かな人

間形成を育み、将来の道しるべの機会となることを期待

したい。 
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番号 
氏  名 

団体・グループ名 

(登録人数) 

居住地 

所在地 

活動に応じやすい

曜日等 
得意とする活動分野等 地域親としての抱負 

85 

岩井ネイチャーゲ

ームの会 

(７人) 
つくばみらい市 その都度相談 ネイチャーゲーム 

ネイチャーゲームを通して自然や環境について学んで

ほしい。 

86 中村 康宏 つくばみらい市 その都度相談 

少年野球、サッカー指導 

「あいさつ・声かけ運動」 

交通安全立哨指導 

あいさつ運動を通して、子どもたちと親しくなり、犯

罪のない明るい地域づくりに力を注ぎたいと思っていま

す。 

87 庭川 弘子 つくばみらい市 その都度相談 

ネイチャーゲーム 

野外料理 

ハンドクラフト 

ガールスカウト活動歴 34年になります。子どもたちと

一緒に遊び、物を作る（ハンドクラフト）ことや野外料

理等。ネイチャーゲームのリーダー資格とコーディネー

ターを生かし、自然の美しさ面白さを伝えていきたいと

思います。 

88 
工房「すばる」 

(４人) 
東海村 その都度相談 

創造性工作：竹細工、紙細工、プラスチ

ックトンボ等創造性を引き出す。一寸ア

イディア工作 

科学実験：各種発電実験、水質調査、物

理実験など 

児童の創造性(考える力)を重視、工作でも「自分はこ

うする」という主張(オリジナリティ)を大切にする。 

グループ工作を通し、協調性や文殊の知恵重視。 

道具の使い方、整理、挨拶などしつけの重視。 

89 

東海村青少年育

成アドバイザー

の会 

(20人) 

東海村 その都度相談 

地域各行事への参加 

(昔がたり、紙芝居、折り紙) 

その他野外活動キャンプ 

「出来る人が、出来る時に、無理なく楽しく！」をモ

ットーに地域で子どもたちを見守り、｢地域親｣として地

域の行事に参加していくことで自分たちに出来る子ども

たちと関わりを基本に活動し、取り組んでいきたい。 

90 吉成 智枝子 東海村 その都度相談 

昔語り 

絵本の読み聞かせ 

紙芝居 

うちわシアター、おりがみ 

イベントの補助 

昔話や紙芝居には、青少年を育むための教えがこめら

れ、子どもたちと読み手、語り手が心を通わせるひと時

でもある。これらを通して社会のルールや善悪を伝えた

いと願っている。 
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番号 
氏  名 

団体・グループ名 

(登録人数) 

居住地 

所在地 

活動に応じやすい

曜日等 
得意とする活動分野等 地域親としての抱負 

91 高橋  美智子 東海村 
日曜日 

土曜日の午後 

手芸品などにビーズを使った作品づくり

指導 

自然や動植物とのふれあいなどの活動 

親子料理教室の手伝い 

子どもについて悩みがある人の相談相手になってみ

たいと思っています。 

92 藤田 久枝 東海村 その都度相談 

牛乳パック、どんぐり、松かさなど自然の

ものを使ったクラフト指導 

お手玉遊び、スポーツのサポート(ソフト

ボール) 

折り紙 

自分の得意とすることを生かして、地域の子どもと一

緒に活動することに喜びを感じ、子どもと共に学びたい

と思っています。 

子どもの居場所づくりと地域活動に奉仕したい。 

93 福地 正文 東海村 その都度相談 
紙芝居、昔語り 

野外活動 

子どもの意思を尊重した活動を行っていきたいと思っ

ています。 

94 梅津 秀雄 東海村 火･木曜日 

創造性工作、竹細工、紙トンボ・ブー

メラン、風船カー、プロペラカ－（空

気やゴムの力で走る車）、炭電池、太

陽電池によるモーター回転実験 

（発明協会々員） 

・児童の創造性（考える力）を重視し、できるだけ自ら工

夫、失敗を経験して工作させる発明への誘導重視 

・個人単位の製作、グループによる工作など協調性重視 

・開始、終了、掃除（後片付け）などしつけの重視 

などを取り入れた活動を行っていきたいと思います。 

95 梅津 裕美 東海村 日･水･金曜日 

パソコン指導 

読み聞かせ 

紙芝居、手遊び 

パソコンは必需品であり、小学生対象にカードづくり

や絵の取り込み法など楽しみながらやってみたいと思い

ます。 

96 棚井 篤史 東海村 日曜日 ネィチャ－ゲーム 

子どもたちと一緒に活動したいと思っています。 
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番号 
氏  名 

団体・グループ名 

(登録人数) 

居住地 

所在地 

活動に応じやすい

曜日等 
得意とする活動分野等 地域親としての抱負 

97 小田 敬子 東海村 その都度相談 
読み聞かせ(絵本) 

手作りおもちゃ・工作 

子どもが自然に自分の思っていることや持っている才

能をポロポロと出すことができる手作りの工作教室やサ

ークルができたらと思っています。 

自由にのびのびと！ 

98 根本 利隆 東海村 その都度相談 青少年と楽しく遊ぶこと 

青少年の心身をつくる 

青少年のともだちづくり 

青少年の礼儀作法 

99 石川 暢子 東海村 
日･土曜日 

火・木曜日の午後 

童謡指導 

イベント手伝い 

子育て支援 

明るく楽しく住みよい地域をつくるために、自分がで

きる範囲でお手伝いをしたいと思います。自分のために

も生涯学習の場と考えています。 

次代を担う子どもたちの育成のために活動していきた

いと思います。 

100 和田  俊一 東海村 土曜日の午後 イベント手伝い 

子どもたちと関わりをもって、共に楽しみながら子ど

もたちを育成していきたいと思います。 

101 小林  豊 東海村 土曜日の午前 
昔遊び、創作遊び 

竹細工、紙飛行機作り等 

心優しく思いやりが有り、自ら進んで物事の出来る子

どもたちに育てたいと思います。 

102 加納 里美 東海村 火・金曜日 

手芸 

料理、 

折り紙 

イベント手伝い 

子どもが大好きで、子どもたちと関わりをもち続けた

いと思っています。 

103 萩谷 弘子 東海村 日曜日 昔遊び 

青少年育成活動のお手伝いしながら、自分も何か特技

を身につけて青少年育成に役立ちたいと思います。 
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番号 
氏  名 

団体・グループ名 

(登録人数) 

居住地 

所在地 

活動に応じやすい

曜日等 
得意とする活動分野等 地域親としての抱負 

104 秋山 まゆみ 八千代町 その都度相談 

体験プログラム企画、活動支援 

レクリエーション指導 

野外活動指導 

子守唄指導 

子どもの笑顔とふれあえる機会を楽しみたい。 

105 大城  菜穂子 境 町 火曜日 ネイチャーゲーム 

自然と触れ合うことが少なくなってきている最近の子

どもたちに、自然の中で遊ぶことの楽しさを体験させた

いと思います。 

106 宮澤 正江 つくば市 その都度相談 
おはなし会(素話)の企画・指導 

プレーバックシアター(指導) 

老若男女、特に子どもたちには、生の声で語る昔話を

耳で味わうおはなしの世界を楽しんでほしい。 

プレーバックシアターとは、湧いてきた感情や気持ち

を語り、他者に身体表現してもらって客観的に見ること

で自分の気持ちを受入れ、行動をコントロールできる。 

気持ちの整理をしたり、共感的理解を促すのに有効な

手法。日常の何気ない話が、人を感動させ、新しい気付き

をもたらし、人と人がつながっていきます。 

107 丹生 直子 つくば市 土・日曜日 
英語通訳 

シンガポールの国の紹介 

教員として、持っている能力を地域の活動に活かした

い。 

108 談  文傑 つくば市 その都度相談 

シンガポールの国の紹介 

極真空手指導 

子ども体操指導 

通訳(英語、北京語、福建語、広東語) 

シンガポールは、英語、北京語、マレー語、タミール語

を公用語とする国である。日本と同じアジアにあるシン

ガポールの国を紹介すると共に、地域の行事や人と関わ

りをもって日本のことを知りたい。 

 


