
津山市生涯学習人材バンク登録者リスト（個人・団体・企業/分野別）

（個）→「登録者台帳 個人」 （団）（企）→「登録者台帳 団体・企業」 をご覧ください。

項目 登録分野 登録内容の概要
登録者名

（個人・団体・企業）

学び・教育一般 生涯学習一般 脳科学に基づいた創造活

動

青山 利通（個）

手品（マジック）、皿回し、

バルーンショー

池上 尚見（個）

色、美、香り、コミュニケー

ション

石井 香里（個）

ウォーキング、アンガーマ

ネジメント

稲田 勝信（個）

アンガーマネジメント、コミ

ュニケーションスキル

稲田 尚久（個）

ヨーガ 今井 啓子（個）

コミュニケーション、お香 恵喜名 由子（個）

身体を楽器として捉えた

歌の指導

大島 良子（個）

親子ヨガ 太田 舞（個）

和太鼓演奏・指導 鶴山桜太鼓（団）

工作教室、店舗見学 株式会社 ナンバ（企）

随想の体験談・実践 河島 和子（個）

アロマ・アートセラピー 河本 倫子（個）

臨床美術 神田紀子(個)

子育て、アンガーマネジメ

ント

木下 裕美（個）

アロマ、ハンドマッサージ 久門田 栄子（個）

遺言、相続 河本 幸江（個）

著作権、遺言 近藤 雅文（個）

フラワーアレンジメント、花

育

斉藤 多恵子（個）

色育、色彩心理 佐藤 珠代（個）

子育て、能力開発 柴田 美智子（個）

終活 終アド はれっと岡山（団）

絵本コンサート、声楽・オ

ペラ・器楽アンサンブル

Chou＊Chou（団）

相続税、贈与税 税理士法人 J･PLUS（企）

講演＋サックス演奏「講演

奏」

高林 ひろし（個）



学び・教育一般 生涯学習一般 大道芸、マジック、バルー

ンアート

大道芸人 チャーリー（個）

フラワーアレンジメント 谷口 加余子（個）

生涯学習セミナー 津山モラロジー事務所

（団）

会社見学・体験 デジタル総合印刷 株式

会社（企）

童謡・唱歌・わらべうた 童謡ひろば～うたわらべ

（団）

ことば、国際理解、薬、糖

尿病

中川 敦子（個）

パフォーマンス学、マナー 中川 真弓（個）

片付け、整理収納 中桐 真希子（個）

押し花、グラスアート山の

幸染め

中里 真由美（個）

お金の話 西 純子（個）

ポーセラーツ、スワロフス

キーデコ

西尾 紀子（個）

話し方・マナー、ボイストレ

ーニング

日本ボイスマネジメント協

会 高橋れい（団）

茶道 濃野 榮子（個）

極低温体験 原田 寛治（個）

ワークショップ 日置 三津子（個）

アロマ教室、絞切り、終

活、お香講座

久永 あゆ美（個）

ことば、国際理解 ヒッポファミリークラブ津山

（団）

フラワーアレンジメント 平井 ミキ（個）

環境、営業 藤本 晴男（個）

子育て、カウンセリング 本城 稔（個）

音楽レクレーション 前原 美砂子（個）

障がい者理解 美作福祉部隊 リカイヒロ

メタインジャー（団）

アンガーマネジメント、自

分史

村田 敏美（個）

障がい者福祉 薬師寺 明子（個）

短歌 矢野 康史（個）

粘土細工 山口 伊都子（個）

コーチング、キャリア教

育、ビジネススキル

山田 邦明（個）

子育て、遊び ゆめさく（安東 篤志）（企）



学び・教育一般 生涯学習一般 読み聞かせ 読み聞かせの会 うりぼう

（団）

ほめる達人 渡邉 祐貴子（個）

家庭教育 読み聞かせ、わらべうた 赤松 百合子（個）

アンガーマネジメント、コミ

ュニケーションスキル

稲田 尚久（個）

子育て、アンガーマネジメ

ント

菊岡 美和（個）

子育て、アンガーマネジメ

ント

木下 裕美（個）

ノルディックウォーク、ポー

ルウォーク

小林 洋栄（個）

子育て、能力開発 柴田 美智子（個）

わらべ歌、集団遊び、絵本

コンサート、読み聞かせ

鈴木 雪絵（個）

事業所見学、実験 津山ガス株式会社（企）

生涯学習セミナー 津山モラロジー事務所

（団）

童謡・唱歌・わらべうた 童謡ひろば～うたわらべ

（団）

子育て 長江 真理子（個）

子育て、レクリエーション、

健康体操

楢本 真弓（個）

子育て、親育ち 原 公美子（個）

子育て、カウンセリング 本城 稔（個）

アンガーマネジメント、自

分史

村田 敏美（個）

整理・収納・清掃 森本 真歩（個）

コーチング、キャリア教

育、ビジネススキル

山田 邦明（個）

食育 箸の持ち方 大林 秀子（個）

押し花、米粉を使った料理

教室

岡田 成子（個）

薬膳講師 久保 敦子（個）

親子活動、家計簿 津山友の会（団）

とうふ教室 早瀬 久善（個）

アロマ教室、絞切り、終

活、お香講座

久永 あゆ美（個）

子育て 渡邉 文子（個）

人権教育 アンガーマネジメント、コミ

ュニケーションスキル

稲田 尚久（個）



学び・教育一般 人権教育 クラリネット演奏、紙芝居

語り

高見 省一（個）

LGBT、自己肯定感 竹内 清文（個）

『つやま先人のあゆみ』、

郷土史

津山市人権尊重の教育推

進協議会『つやま先人の

あゆみ』執筆者（団）

パフォーマンス学、マナー 中川 真弓（個）

子育て、カウンセリング 本城 稔（個）

男女共同参画 アンガーマネジメント、コミ

ュニケーションスキル

稲田 尚久（個）

コミュニケーション、お香 恵喜名 由子（個）

『つやま先人のあゆみ』、

郷土史

津山市人権尊重の教育推

進協議会『つやま先人の

あゆみ』執筆者（団）

お金の話 西 純子（個）

話し方・マナー、ボイストレ

ーニング

日本ボイスマネジメント協

会 高橋れい（団）

子育て、カウンセリング 本城 稔（個）

障がい者理解 生涯学習セミナー 津山モラロジー事務所

（団）

子育て、カウンセリング 本城 稔（個）

介護保険、成年後見制

度、メンタルヘルス、レクリ

エーション

真木 佐江子（個）

障がい者理解 美作福祉部隊 リカイヒロ

メタインジャー（団）

障がい者福祉 薬師寺 明子（個）

IT･パソコン ロボット、語学 加納 尚行（個）

会社見学・体験 デジタル総合印刷 株式

会社（企）

生涯学習各種コーディネ

ート

子育て、アンガーマネジメ

ント

菊岡 美和（個）

事業所見学、実験 津山ガス株式会社（企）

ポーセラーツ、スワロフス

キーデコ

西尾 紀子（個）

話し方・マナー、ボイストレ

ーニング

日本ボイスマネジメント協

会 高橋れい（団）

その他 箸の持ち方 大林 秀子（個）

学術一般 人文・社会科学 津山の歴史 尾島 治（個）

中国語、中国文化 杉山 明（個）

新規事業・リーダーシップ

育成

杉山 慎策（個）



学術一般 人文・社会科学 明治大正昭和初期の津山

町

首藤 ゆきえ（個）

『つやま先人のあゆみ』、

郷土史

津山市人権尊重の教育推

進協議会『つやま先人の

あゆみ』執筆者（団）

津山の近世（鮎や産物） 東 昇（個）

岡山県、美作地域の中世

史

前原 茂雄（個）

歴史 森元 純一（個）

岡山県の近代史（産業） 森元 辰昭（個）

郷土史、和綴本作成 山下 香織（個）

日本史（江戸時代以降） 山下 洋（個）

原始、古代の考古学 行田 裕美（個）

自然科学 陶芸体験、小学校理科の

自由研究

奥田 福泰（個）

野鳥観察 金本 調作（個）

パワーストーン 田中 由紀（個）

極低温体験 原田 寛治（個）

ことば、国際理解 ヒッポファミリークラブ津山

（団）

津山の洋学と近代科学、

化学全般

廣木 一亮（個）

気象関係 古園 勝啓（個）

その他 ロボット、語学 加納 尚行（個）

遺言、相続 河本 幸江（個）

著作権、遺言 近藤 雅文（個）

スポーツ・レクリエーション スポーツ 体操指導 笠原 緑（個）

スポーツ障害、筋肉トレー

ニング

城戸 秀昭（個）

運動遊び、ストレッチ 小西 千恵子（個）

ノルディックウォーク、ポー

ルウォーク

小林 洋栄（個）

大道芸、マジック、バルー

ンアート

大道芸人 チャーリー（個）

西アフリカの生活、文化、

芸能

武鑓 夏美（個）

話し方・マナー、ボイストレ

ーニング

日本ボイスマネジメント協

会 高橋れい（団）

親子ふれあい教室、健康

体操

野村 恵子（個）

エアロビクス、親子体操 松井 奏子（個）



スポーツ・レクリエーション レクリエーション 手品（マジック）、皿回し、

バルーンショー

池上 尚見（個）

親子あそび、健康体操 居原田 洋子（個）

音楽療法、童謡唱歌 内田 京子（個）

レクリエーション、切り絵 梅田 直人（個）

親子ヨガ 太田 舞（個）

体操指導 笠原 緑（個）

スポーツ障害、筋肉トレー

ニング

城戸 秀昭（個）

笑いヨガ、レクリエーショ

ン、交通安全指導、子育て

直原 一美（個）

音楽療法、音楽体験 せと音楽工房（幸重洋平）

（企）

大道芸、マジック、バルー

ンアート

大道芸人 チャーリー（個）

西アフリカの生活、文化、

芸能

武鑓 夏美（個）

レクリエーション、野外活

動

津山市子ども会連合会

（団）

子育て、レクリエーション、

健康体操

楢本 真弓（個）

野外活動、ボーイスカウト

運動

日本ボーイスカウト 津山

第１団（団）

フォークダンス、歌を歌う

活動、手話ソング

フォークダンスとレクの会

（団）

子育て、遊び ゆめさく（安東 篤志）（企）

野外活動 笑いヨガ、レクリエーショ

ン、交通安全指導、子育て

直原 一美（個）

大道芸、マジック、バルー

ンアート

大道芸人 チャーリー（個）

レクリエーション、野外活

動

津山市子ども会連合会

（団）

野外活動、ボーイスカウト

運動

日本ボーイスカウト 津山

第１団（団）

くらし 家庭生活一般 色、美、香り、コミュニケー

ション

石井 香里（個）

アンガーマネジメント、コミ

ュニケーションスキル

稲田 尚久（個）

工作教室、店舗見学 株式会社 ナンバ（企）

アロマ、ハンドマッサージ 久門田 栄子（個）

LGBT、自己肯定感 竹内 清文（個）

親子活動、家計簿 津山友の会（団）



くらし 家庭生活一般 生涯学習セミナー 津山モラロジー事務所

（団）

パフォーマンス学、マナー 中川 真弓（個）

片付け、整理収納 中桐 真希子（個）

お金の話 西 純子（個）

ワークショップ 日置 三津子（個）

心とからだのつながり、子

育て、日常生活

宮野 友紀（個）

整理・収納・清掃 森本 真歩（個）

子育て 渡邉 文子（個）

ほめる達人 渡邉 祐貴子（個）

子育て 読み聞かせ、わらべうた 赤松 百合子（個）

ウォーキング、アンガーマ

ネジメント

稲田 勝信（個）

アンガーマネジメント、コミ

ュニケーションスキル

稲田 尚久（個）

親子あそび、健康体操 居原田 洋子（個）

レクリエーション、切り絵 梅田 直人（個）

親子ヨガ 太田 舞（個）

子育て、アンガーマネジメ

ント

木下 裕美（個）

運動遊び、ストレッチ 小西 千恵子（個）

ノルディックウォーク、ポー

ルウォーク

小林 洋栄（個）

色育、色彩心理 佐藤 珠代（個）

笑いヨガ、レクリエーショ

ン、交通安全指導、子育て

直原 一美（個）

子育て、能力開発 柴田 美智子（個）

絵本・紙しばい読みきかせ しばらくの会（団）

絵本コンサート、声楽・オ

ペラ・器楽アンサンブル

Chou＊Chou（団）

わらべ歌、集団遊び、絵本

コンサート、読み聞かせ

鈴木 雪絵（個）

大道芸、マジック、バルー

ンアート

大道芸人 チャーリー（個）

親子活動、家計簿 津山友の会（団）

生涯学習セミナー 津山モラロジー事務所

（団）

童謡・唱歌・わらべうた 童謡ひろば～うたわらべ

（団）

子育て 長江 真理子（個）



くらし 子育て ことば、国際理解、薬、糖

尿病

中川 敦子（個）

パフォーマンス学、マナー 中川 真弓（個）

子育て、レクリエーション、

健康体操

楢本 真弓（個）

野外活動、ボーイスカウト

運動

日本ボーイスカウト 津山

第１団（団）

子育て、親育ち 原 公美子（個）

ことば、国際理解 ヒッポファミリークラブ津山

（団）

心とからだのつながり、子

育て、日常生活

宮野 友紀（個）

子育て、遊び ゆめさく（安東 篤志）（企）

整理・収納・清掃 森本 真歩（個）

子育て 渡邉 文子（個）

ほめる達人 渡邉 祐貴子（個）

余暇活動・レジャー・趣味

一般

工作教室、店舗見学 株式会社 ナンバ（企）

臨床美術 神田紀子(個)

アロマ、ハンドマッサージ 久門田 栄子（個）

パワーストーン 田中 由紀（個）

フラワーアレンジメント 谷口 加余子（個）

ポーセラーツ、スワロフス

キーデコ

西尾 紀子（個）

短歌 矢野 康史（個）

フルート演奏、歌 山﨑運子（個）

家庭医学・健康 色、美、香り、コミュニケー

ション

石井 香里（個）

ウォーキング、アンガーマ

ネジメント

稲田 勝信（個）

医療、看護、病院見学 医療法人 平野同仁会

総合病院 津山第一病院

（企）

薬物乱用防止、薬 小川 壮寛（個）

アロマ・アートセラピー 河本 倫子（個）

子育て、社会福祉活動 北村 道男（個）

スポーツ障害、筋肉トレー

ニング

城戸 秀昭（個）

薬膳講師 久保 敦子（個）

笑いヨガ、レクリエーショ

ン、交通安全指導、子育て

直原 一美（個）

足の話、フットケア 爲石 眞理子（個）



くらし 家庭医学・健康 ことば、国際理解、薬、糖

尿病

中川 敦子（個）

話し方・マナー、ボイストレ

ーニング

日本ボイスマネジメント協

会 高橋れい（団）

アロマ教室、絞切り、終

活、お香講座

久永 あゆ美（個）

親子ふれあい教室、健康

体操

野村 恵子（個）

音楽レクレーション 前原 美砂子（個）

心とからだのつながり、子

育て、日常生活

宮野 友紀（個）

介護・福祉 介護全般、介護予防運動 池上 民子（個）

アンガーマネジメント、コミ

ュニケーションスキル

稲田 尚久（個）

親子あそび、健康体操 居原田 洋子（個）

医療、看護、病院見学 医療法人 平野同仁会

総合病院 津山第一病院

（企）

音楽療法、童謡唱歌 内田 京子（個）

笑いヨガ、レクリエーショ

ン、交通安全指導、子育て

直原 一美（個）

終活 終アド はれっと岡山（団）

音楽療法、音楽体験 せと音楽工房（幸重洋平）

（企）

大道芸、マジック、バルー

ンアート

大道芸人 チャーリー（個）

ポーセラーツ、スワロフス

キーデコ

西尾 紀子（個）

話し方・マナー、ボイストレ

ーニング

日本ボイスマネジメント協

会 高橋れい（団）

介護保険、成年後見制

度、メンタルヘルス、レクリ

エーション

真木 佐江子（個）

その他 農業 廣本 慎太郎（個）

文化・芸術 文化・芸術一般 手描友禅 赤松 梢（個）

着付け（自装、他装） 岩野 智香子（個）

レクリエーション、切り絵 梅田 直人（個）

菊栽培 遠藤 孝昌（個）

身体を楽器として捉えた

歌の指導

大島 良子（個）

現代水墨画 太田 善隆（個）



文化・芸術 文化・芸術一般 水墨画 大谷 南椛（個）

吹奏楽による演奏、楽器

体験

津山シティーブラス（団）

ブラスバンドによる演奏、

楽器体験

津山ジュニアブラス（団）

押し花、米粉を使った料理

教室

岡田 成子（個）

陶芸体験、小学校理科の

自由研究

奥田 福泰（個）

バルーンアート教室、装飾 株式会社ＦｕｗａＦｕｗａ 野

村昌子（企）

随想の体験談・実践 河島 和子（個）

アロマ・アートセラピー 河本 倫子（個）

臨床美術 神田紀子(個)

コンサート、合唱・歌唱指

導

神田 遥（個）

絵本コンサート、声楽・オ

ペラ・器楽アンサンブル

Chou＊Chou（団）

雄杉焼 勝北陶芸の里 雄杉会

（団）

大正琴の演奏 鈴木 純子（個）

明治大正昭和初期の津山

町

首藤 ゆきえ（個）

押花教室 関 幹枝（個）

嵯峨御流生け花、こけ玉

づくり、フラワーアレンジ

髙木 さと子（個）

民話、昔ばなし、紙芝居 高森 行代（個）

山野草教室、木版画教室 高柳 泰雄（個）

大道芸、マジック、バルー

ンアート

大道芸人 チャーリー（個）

パワーストーン 田中 由紀（個）

フラワーアレンジメント 谷口 加余子（個）

読み聞かせ、むかし話 津山語りの会 いろりばた

田村洋子（団）

ポーセラーツ、スワロフス

キーデコ

西尾 紀子（個）

茶道 濃野 榮子（個）

アロマ教室、絞切り、終

活、お香講座

久永 あゆ美（個）

作州絣について、綿の歴

史

日名川 茂美（個）



文化・芸術 文化・芸術一般 作州絣の誕生について、

綿の歴史

日名川 茂（個）

美作天神人形、絵付け体

験、百々人形の制作体験

福井正（個）

津山の鉄道遺産と公共交

通、世界ののりものの博

物館

松田 信也（個）

水墨画指導 吉門 佳子（個）

芸能 手品（マジック）、皿回し、

バルーンショー

池上 尚見（個）

和太鼓演奏・指導 鶴山桜太鼓（団）

大道芸、マジック、バルー

ンアート

大道芸人 チャーリー（個）

読み聞かせ、むかし話 津山語りの会 いろりばた

田村洋子（団）

話し方・マナー、ボイストレ

ーニング

日本ボイスマネジメント協

会 高橋れい（団）

箏演奏 松野 雅美（個）

フォークダンス、歌を歌う

活動、手話ソング

フォークダンスとレクの会

（団）

画像・映像・音楽 身体を楽器として捉えた

歌の指導

大島 良子（個）

コンサート、合唱・歌唱指

導

神田 遥（個）

わらべ歌、集団遊び、絵本

コンサート、読み聞かせ

鈴木 雪絵（個）

音楽療法、音楽体験 せと音楽工房（幸重洋平）

（企）

講演＋サックス演奏「講演

奏」

高林 ひろし（個）

クラリネット演奏、紙芝居

語り

高見 省一（個）

西アフリカの生活、文化、

芸能

武鑓 夏美（個）

吹奏楽による演奏、楽器

体験

津山シティーブラス（団）

ブラスバンドによる演奏、

楽器体験

津山ジュニアブラス（団）

話し方・マナー、ボイストレ

ーニング

日本ボイスマネジメント協

会 高橋れい（団）

音楽レクレーション 前原 美砂子（個）

文学・芸術 読み聞かせ、わらべうた 赤松 百合子（個）



文化・芸術 文学・芸術 民話、昔ばなし、紙芝居 高森 行代（個）

読み聞かせ、むかし話 津山語りの会 いろりばた

田村洋子（団）

アンガーマネジメント、自

分史

村田 敏美（個）

短歌 矢野 康史（個）

その他 ロボット、語学 加納 尚行（個）

社会・産業 交通・観光 大道芸、マジック、バルー

ンアート

大道芸人 チャーリー（個）

津山の鉄道遺産と公共交

通、世界ののりものの博

物館

松田 信也（個）

商業・経営 アンガーマネジメント、コミ

ュニケーションスキル

稲田 尚久（個）

新規事業・リーダーシップ

育成

杉山 慎策（個）

話し方・マナー、ボイストレ

ーニング

日本ボイスマネジメント協

会 高橋れい（団）

環境、営業 藤本 晴男（個）

コーチング、キャリア教

育、ビジネススキル

山田 邦明（個）

その他 農業 廣本 慎太郎（個）

環境 環境一般 ワークショップ 日置 三津子（個）

事業所見学、実験 津山ガス株式会社（企）

津山の洋学と近代科学、

化学全般

廣木 一亮（個）

環境、営業 藤本 晴男（個）

その他 民俗・習慣 西アフリカの生活、文化、

芸能

武鑓 夏美（個）

話し方・マナー、ボイストレ

ーニング

日本ボイスマネジメント協

会 高橋れい（団）

津山の近世（鮎や産物） 東 昇（個）

能力・キャリア開発 コミュニケーション、お香 恵喜名 由子（個）

新規事業・リーダーシップ

育成

杉山 慎策（個）

パフォーマンス学、マナー 中川 真弓（個）

話し方・マナー、ボイストレ

ーニング

日本ボイスマネジメント協

会 高橋れい（団）

アンガーマネジメント、自

分史

村田 敏美（個）

コーチング、キャリア教

育、ビジネススキル

山田 邦明（個）



その他 国際理解・協力 ロボット、語学 加納 尚行（個）

新規事業・リーダーシップ

育成

杉山 慎策（個）

西アフリカの生活、文化、

芸能

武鑓 夏美（個）

ことば、国際理解、薬、糖

尿病

中川 敦子（個）

ことば、国際理解 ヒッポファミリークラブ津山

（団）

社会貢献活動・メセナ 子育て、社会福祉活動 北村 道男（個）

新規事業・リーダーシップ

育成

杉山 慎策（個）

文化財 津山の民俗・歴史 赤坂健太郎(個)

津山の近世（鮎や産物） 東 昇（個）

作州絣について、綿の歴

史

日名川 茂美（個）

作州絣の誕生について、

綿の歴史

日名川 茂（個）


