
　４　産業・技術分野講師団

分野 小分類 氏名
(雅号・ペンネームなど）

指導内容 活動歴 ＰＲ事項 指導対象 指導人数
指導可能
曜日・時間

活動希望
区域

1 通信・放送 産業・技術８

石郷岡
     イシゴウオカ

  純子
 ジュンコ

コミュニケーション能力向上　子供
の能力を引き出すためのコミュニ
ケーション
コミュニケーション実践
コミュニケーションを学びイキイキ
子育て
美しい話し方　すてきな笑顔　相手
の心を引きつけるコミュニケーショ
ンetc

全県のハローワークでコミュニケーション
セミナー
話し方セミナー
笑顔セミナー
いろいろな職場でセミナー、講演を開催
秋田結婚支援センター講師

よい人生を創り出すためにコ
ミュニケーションや話し方を通
して自分のためだけではなく
相手の心を満たし、よい関係
を築くことが自分の幸せにつ
ながっていく。笑顔あふれる
社会づくりに貢献いたします。

全世代 要相談 要相談 県内全域

2 運輸・交通・鉄道・観光 産業・技術７

和泉
   イズミ

　浩
ヒロシ

社会学
様々な社会問題、社会現象
まちづくり、観光、環境、男女共同
参画、メディアリテラシー、芸術、文
化、教育、格差

大学教員として秋大や看護大学での講
義、講座・講演など

全世代 要相談 県内全域

3 発明・工夫・能力開発 産業・技術１０

腰山
  コシヤマ

　豊
ユタカ

児童文化財の製作、演出、実演。
県内で絵本、紙芝居等の製作指導
等の経験あり

釜石市認定こども園、１日目は子ども、２
日目は職員研修、ボランティアとして津波
被災地を訪問

腹話術、紙芝居、人形芝居 全世代 ３人以上 要相談 県内全域

4 コンピュータ 産業・技術９

地域
チイキ

マイスターやどめ

代表
 ダイヒョウ

　佐藤
　　サトウ

  大貴
　タイキ

・地域の歴史・文化の講座の企画・
運営について（地域マイスターとし
ての養成講座）
・ボランティア活動の経験を含めた
基礎講座
・ボランティア団体など市民任意団
体の設立に関して
・パソコンの使い方

H20～ボランティア活動を高校の部活動
にて開始
H21～H22学童保育ボランティア
H22～H23秋田パイロットクラブサポー
ター・御所野育成クラブ会員
H24～地域マイスターやどめ　代表
H25～太平山三吉神社協力会会員

・地域の歴史・文化の講座の
企画・運営について（地域マ
イスターとしての養成講座）
・ボランティア活動の経験を
含めた基礎講座
・ボランティア団体など市民任
意団体の設立に関して
・パソコンの使い方
などを今までの活動の経験を
生かして、指導・情報を提供
できます。

全世代 話し合いにより決
定
指導日程を決め
る際、基本的に１
か月半から２か
月前にお話をい
ただければ、助
かります。

県内全域

5 発明・工夫・能力開発 産業・技術１０

佐藤
　　サトウ

　存
タモツ

・志授業（小中高対象）
青少年キャリア教育
学習指導
まちづくり、ひとづくり講話（終活、
勤労、コミュニティ、地域作り、国際
理解など）

・追分フェスタ　地域イベント創出、交流事
業創出
・立志塾RISE　学習指導、志授業、不登
校支援
・NPO団体はにかむ　家庭教育支援
・あきたのファミリー　ホストとして１０人の
外国人サポート
・株式会社カタリスト　終活、起業、コミュ
ニティ創出、石材販売、シェアハウスほか
・令和４年　関係人口創出事業（秋田県）
・令和元年　秋田地域振興局表彰

小中高を中心にキャリア教育
可能です。
You Tubeチャンネル「秋田
RISEちゃんねる」有
大人対象の講座も数多く開講
経験あります。

全世代 いつでも（調整必
要）

県内全域

6 通信・放送 産業・技術８

佐藤
      サトウ

  彰
   テルミ チ　

倫
  

○グラウンド・ゴルフ関係
１級普及指導員として「ルール」と
「マナー」について親切丁寧な指導
に心がけております。また、ルール
についての質問も随時電話等で受
け付けております。
○アマチュア無線関係
無線を活用した大会運営にアドバ
イスできます。また、アマチュア無
線の資格取得方法等についてアド
バイスできます。

○グラウンド・ゴルフ
地域で同スポーツのサークルを立ち上げ
実技及びルール説明会を定期的に実施
しております。
○アマチュア無線関係
アマチュア無線養成課程講師として、県
内で開催された講習会の講師を担当し
100名以上の無線技士が誕生し、無線ラ
イフを楽しんでおられます。

全世代 １～１０人 県内全域

7 コンピュータ 産業・技術９

重久
　シゲヒサ

　愛
イツミ

ヨガや健康体操、また、ＩＴに関する
ことも教えてあげられると思いま
す。
ヨガは体が硬くてもＯＫです。認知
症や集中力ＵＰ、いろいろな用途に
合わせることができます。また、メ
ディケーションやオフィスの合間で
企業様に指導も行います。

ヨガフェスタを秋田で初めて開催、ヨガを
活用した交流会、キッズヨガ、企業様向け
ヨガ、チェリッシュカフェでのママヨガ、マタ
ニティヨガ、シニアヨガ、チェリッシュカフェ
でのヨガ、アジア最大級の５万人が来るヨ
ガフェスタに出演等々

心と身体を健やかに、そして
情操教育や秋田の抱える社
会問題にフィックスして指導
することができます。まずはご
相談ください。

全世代 一ヶ月以上前に
連絡いただけると
幸いです。不規
則で決まりはあり
ません。

県内全域

8 農林・畜産 産業・技術２

菅原
　スガワラ

　冬樹
　　フユキ

・きのこ栽培指導（実習）
・きのこ食中毒防止：見分け方
・自然界におけるきのこの役割（講
話）
・きのこ観察（観察会）

・支援学校（栗田、大曲）ーきのこ栽培指
導
・きのこの見分け方講座
・きのこの原木栽培、指導
年１０回程度実施

子供から大人までわかりやす
く指導

全世代 ３０人程度まで 県内全域

9 商業・経営・簿記 産業・技術４

鈴木
   スズキ

　義則
    ヨシノリ

・会社の設立、就業規則の作成等
指導
・陸上競技を通しての人生の生き
方講演

市内企業の講演５回 ・青梅マラソン連続３４回出場
・マラソン通算３５０回出場
・講演会は好評を得ています

全世代 １０～２０人 要相談 市内および近隣
市町村

10 金属・機械・電気・電子、コン
ピュータ、発明・工夫・能力開
発

産業・技術６、９、１０

高橋　純
   タカハシ　      ジュン

１、機械関係
２、視聴覚関係

①秋田市少年少女発明クラブで指導員を
行っている。仕事で機械関係の教員を
行っていた。
②ビデオ録画およびビデオ撮影を行って
いる。

教員であったことおよび発明
クラブで指導員を行っている
ことなどを生かして講師がで
きればと考えています。

全世代 １０人くらい 午後２時間ぐらい
（ＰＭ６：００頃か
ら）

市内全域

11 農林 産業・技術２

奈良
　　ナ ラ

　一
  カズナリ

也

・花と緑の相談員・園芸入門講座
・家庭菜園講座・庭作り入門
・花壇づくり・洋ラン栽培
・観葉植物栽培
・野外料理・男の料理
・お菓子作り（洋菓子、和菓子、秋
田のお菓子）
・災害時の料理（ビニール袋炊飯、
サバイバル飯）

・初任者の園芸教室・市民農園栽培教室
・寄せ植え教室・観葉植物栽培教室
・洋ラン栽培教室・夏休み子ども理科教
室
・災害時の炊飯教室
・被災者の男の料理教室
・野外料理教室

全世代 県内全域

12 コンピュータ 産業・技術９

福井
      フクイ

   仁
ヒトシ

１回２０分程度で簡単に説明しま
す。難しい話はしません。説明より
わからない点の質問にたくさん答
えます。

・旭南小学校コンピュータクラブ講師
・あひる調剤薬局管理薬剤師。患者さん
には秋田弁でやさしくお話しします。

・ヤマビルの生態
・ジェネリック医薬品と先発医
薬品の違い
・新型コロナウイルスとは
・花火の作り方
・高血圧の薬とは、コレスト
ロールの薬とは、お得な薬の
買い方、副作用はなぜ起きる

全世代 土日は午後、木
金

県内全域

13 商業・経営・簿記 産業・技術４

武藤
　　ムトウ

  四郎
　　シロウ

（武藤
　　ムトウ

  素
     ソギョ

魚）

・人生１００年時代の心得
・或る画人の生涯を追い求めて
　－倉田松濤画伯傳の刊行－
・俳句入門講座

・秋田市内・各高齢者大学
・合川公民館
・雄和小学校・雄和中学校
・全県公民館大会

「誠実に」「正直に」「親切に」
を目標に対応します。

子ども（小学生、中
学生）、高齢者

要相談 県内全域
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