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「まちの達人」とは… 

「まちの達人」とは、人生で培ってきた豊かな経験や貴重な知識、得意分

野などを活かし、地域住民のニーズにこたえ地域で活動する高齢者のことで

す。 

愛知県では、活動意欲のある概ね 60 歳以上の方を対象に、地域活動やボラ

ンティア活動の基礎知識、企画や調整の仕方などを学ぶ養成研修や現場体験

を行い、平成 18 年度～20 年度の 3年間で、252 名の「まちの達人」を養成し

ました。 

 この事業は、高齢者がそれぞれの持つ技能や得意分野を地域で発揮し、社

会の活力と高齢者の生きがいを高めることを目指しています。 

 

 ＊冊子「まちの達人衆」には、「まちの達人」の顔写真やプロフィール（原

則として研修修了時点）や地域で「お手伝いできること」を掲載しています。

利用方法は１ページをご覧ください。 



「まちの達人衆」（平成20年度発行） 

「まちの達人衆」を利用するには 

 

 

 

 

利用いただける方   次のいずれの条件も満たす個人、団体等です。 

■ 県内に居住または活動拠点を有する団体、ｸﾞﾙｰﾌﾟ、施設、地域住民 

■ 営利、宗教、政治活動を目的としない催し等での活動 

 

ご利用方法 

■ 「まちの達人」の紹介をご希望の方は 

①ご希望の「まちの達人」 ②派遣希望日時 ③派遣場所 ④ご依頼内容 

⑤連絡先  などについて、下記の問合わせ・申込先へご連絡ください。 

 

■ 「まちの達人」が活動了解の場合、「達人」側から紹介希望者にご連絡するか、又は県や市町村か

ら「達人」の電話番号等をお知らせしますので、紹介希望者から「達人」に直接連絡をしてくだ

さい。 

■「まちの達人」の活動は基本的にはボランティア活動になりますが、交通費、材料費等は利用者と

「まちの達人」でご相談ください。 

 

お問い合わせ・申込み先 

 この冊子を設置している市町村役場の窓口   

または 

 愛知県健康福祉部高齢福祉課生きがいグループ 

      電 話  ０５２－９５４－６２８５（ダイヤルイン） 

 F AX  ０５２－９５４－６９１９ 

 Email    korei@pref.aichi.lg.jp 

 郵 便    ４６０－８５０１（所在地記載不要） 

 
 

「まちの達人」活用の例です！ 

  

 

 

 

 

児童館の靴箱の製作 

子ども会での野球指導 

施設でのハーモニカ演奏や

俳句づくりの指導 

などなど・・・

学校での絵本の読み聞かせ 

お手玉などの伝承遊びの

実演や指導 
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「まちの達人衆」索引（地区別） 

期別
修了証
書番号

氏名 地区 頁 期別
修了証
書番号

氏名 地区 頁

1期 7 大鹿　高弘 西区 15

3期 59 牧野千寿子 東区 5 1期 8 福原　孝夫 西区 16

3期 60 牧野　日吉 東区 5 1期 30 松本　哲明 名東区 16

3期 25 熊崎　英右 北区 5

3期 39 高橋　国光 北区 5 3期 33 坂本　敏雄 中川区 16

3期 46 土井　幸子 北区 6 3期 40 高橋　裕子 中川区 16

3期 62 水谷ヨシ子 北区 6 3期 43 津島　義勝 中川区 17

3期 11 大塚　博子 守山区 6 2期 6 伊藤　福子 熱田区 17

2期 19 川島　年子 東区 6 2期 3 浅井　博子 中川区 17

2期 21 木村　英夫 北区 7 2期 11 岡田　栄子 中川区 17

2期 32 今野　晴雄 北区 7 2期 65 堀　嘉住子 中川区 18

2期 83 山田　裕規 北区 7 2期 69 水谷　梅子 中川区 18

2期 85 結城ゆうこ 北区 7 2期 1 會田　幸子 港区 18

2期 2 秋野　昌子 守山区 8 2期 22 久野　弥生 港区 18

2期 29 小林　秀明 守山区 8 2期 34 佐藤　隆之 港区 19

2期 89 吉住　康一 守山区 8 1期 15 土屋　多美子 熱田区 19

1期 1 西脇　久修 東区 8 1期 16 山田　一慧 中川区 19

1期 2 棚橋　恭治 北区 9 1期 17 青木　葵 港区 19

1期 3 内藤　明 北区 9 1期 18 若山　光儀 港区 20

1期 20 近藤　旭 守山区 9

1期 21 佐貫　やす子 守山区 9 3期 14 小川　司郎 昭和区 20

1期 22 仲川　利子 守山区 10 3期 15 奥田　有佐 昭和区 20

3期 5 泉地　信良 瑞穂区 20

3期 41 谷　カオル 千種区 10 3期 22 神田千枝子 瑞穂区 21

3期 44 鶴岡　直子 千種区 10 3期 4 石田　絢子 天白区 21

3期 63 水野　茂樹 千種区 10 3期 8 伊藤　嘉明 天白区 21

3期 27 郡山　純武 中区 11 3期 42 谷口　綾子 天白区 21

3期 51 中川　建彦 中村区 11 3期 74 渡邉　アイ 天白区 22

3期 1 浅井　克彦 西区 11 2期 4 荒川　巌 昭和区 22

3期 2 安藤　博政 西区 11 2期 20 木造　澄子 昭和区 22

3期 30 酒井　とみ子 西区 12 2期 31 近藤　裕 瑞穂区 22

3期 66 村上加代子 西区 12 2期 59 成田　孝 瑞穂区 23

3期 71 山田　高 西区 12 2期 9 榎本愛一郎 天白区 23

2期 36 佐野　元子 千種区 12 2期 23 久保田　治 天白区 23

2期 33 坂下　安郎 西区 13 2期 30 古山　勝 天白区 23

2期 51 田中　耕司 西区 13 2期 39 篠田　宏明 天白区 24

2期 14 柿元　敬子 名東区 13 1期 12 黒川　節 昭和区 24

2期 43 杉田　頼子 名東区 13 1期 13 西川　昌孝 昭和区 24

2期 44 杉原　紀子 名東区 14 1期 14 佐橋　勇 瑞穂区 24

2期 58 中野　道宏 名東区 14

1期 11 大野　智恵子 中区 14 3期 16 小野　碩鳳 緑区 25

1期 9 北村　希久 中村区 14 3期 17 小野登喜男 緑区 25

1期 10 松田　之紀 中村区 15 3期 31 酒井　浩朗 緑区 25

1期 5 伊藤　恵三子 西区 15 3期 56 福田　京子 緑区 25

1期 6 伊藤　正弘 西区 15 2期 13 小野田英子 南区 26

名古屋Ａ地区

名古屋Ｃ地区

名古屋Ｄ地区

名古屋Ｂ地区

名古屋Ｅ地区
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「まちの達人衆」索引（地区別） 

平成18～20年度「まちの達人衆」 

期別
修了証
書番号

氏名 地区 頁 期別
修了証
書番号

氏名 地区 頁

2期 37 沢田障次郎 南区 26 1期 47 高澤　健二 稲沢市 37

2期 82 山田　秀男 南区 26 1期 54 石田　宏 丹羽郡扶桑町 37

2期 50 竹中恵美子 緑区 26 1期 55 渡邉　進吾 丹羽郡扶桑町 37

2期 61 服部　定子 緑区 27 1期 56 渡邉　幸子 丹羽郡扶桑町 38

2期 66 前川　啓子 緑区 27

2期 75 森江　立夫 緑区 27 3期 9 牛田　一正 愛西市 38

2期 80 山口　英子 緑区 27 3期 28 小島　弘美 愛西市 38

2期 84 山中　正光 緑区 28 3期 21 神田　君子 海部郡蟹江町 38

1期 19 岡田　博 南区 28 2期 24 久米理一郎 清須市 39

1期 23 飯田　豊 緑区 28 2期 88 横井　久恵 清須市 39

1期 24 鈴木　鐵雄 緑区 28 2期 76 森　敏仁 愛西市 39

1期 25 竹下　勝 緑区 29 2期 5 飯田　正司 海部郡七宝町 39

1期 26 富田　美代子 緑区 29 2期 49 武田　章 海部郡甚目寺町 40

1期 27 藤枝　クニコ 緑区 29 2期 54 寺西　基樹 海部郡甚目寺町 40

2期 26 小久保　稔 海部郡大治町 40

3期 10 江坂　保彦 一宮市 29 1期 43 八尾　勇 津島市 40

3期 24 桐山　正人 一宮市 30 1期 51 三枝　豊明 愛西市 41

3期 45 寺本　忠司 一宮市 30 1期 52 坂田　敏美 愛西市 41

3期 55 平松　京子 一宮市 30 1期 53 伊藤　英昭 弥富市 41

3期 57 本多　伴子 一宮市 30 1期 57 徳竹　信廣 海部郡美和町 41

3期 58 牧田　良伸 一宮市 31

3期 64 三田　浩 一宮市 31 3期 61 三浦　朝見 瀬戸市 42

3期 67 村山　豊 一宮市 31 3期 65 三宅佐喜子 春日井市 42

3期 37 髙木　政子 犬山市 31 3期 49 外山　登 豊明市 42

3期 13 大野　徹 稲沢市 32 3期 54 林　陽三 日進市 42

3期 3 猪飼　静哉 江南市 32 3期 20 加藤　良行 愛知郡長久手町 43

3期 32 酒井　靖雄 江南市 32 2期 57 中野　和子 瀬戸市 43

3期 26 倉知　好一 岩倉市 32 2期 71 水野　壽子 瀬戸市 43

3期 75 渡辺　光子 丹羽郡大口町 33 2期 47 竹市　年伸 春日井市 43

2期 7 岩田　信男 一宮市 33 2期 60 布目　　子 春日井市 44

2期 8 上野　雄 一宮市 33 2期 63 林　京子 春日井市 44

2期 35 佐藤　忠悟 一宮市 33 2期 42 杉浦喜美子 豊明市 44

2期 38 澤田　康孝 一宮市 34 2期 28 後藤　繁雄 日進市 44

2期 56 長岡　聰江 一宮市 34 2期 87 横井　鈴子 日進市 45

2期 73 光田　惠一 一宮市 34 2期 15 片岡　芳明 愛知郡東郷町 45

2期 74 村田　耕一 一宮市 34 2期 86 横井　昭典 愛知郡東郷町 45

2期 79 山内　和子 一宮市 35 1期 38 久保田　秀穂 瀬戸市 45

2期 81 山田せつ子 一宮市 35 1期 39 西尾　務 瀬戸市 46

2期 90 和田　卓夫 犬山市 35 1期 40 丸山　好雄 瀬戸市 46

2期 67 松井　繁子 稲沢市 35 1期 42 加藤　とよみ 春日井市 46

1期 33 北本　清之 一宮市 36 1期 50 石井　サワ子 豊明市 46

1期 34 草田　守人 一宮市 36

1期 35 佐藤　久子 一宮市 36 3期 70 山川　信興 半田市 47

1期 37 村部　君子 一宮市 36 3期 23 木村　守男 東海市 47

1期 44 永島　誉三 犬山市 37 3期 19 加藤　弘人 大府市 47

知　多

尾張西部地区

尾張北部地区

尾張東部地区
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期別
修了証
書番号

氏名 地区 頁 期別
修了証
書番号

氏名 地区 頁

3期 38 高梨　伊三夫 知多郡東浦町 47 1期 74 柴田　義昭 刈谷市 56

3期 48 戸田　和光 知多郡東浦町 48 1期 75 棚田　貴 刈谷市 56

3期 68 森　文男 知多郡武豊町 48 1期 77 森田　忠志 豊田市 56

2期 17 加藤　勝 大府市 48 1期 78 旭　梧郎 安城市 57

2期 52 辻川　政子 知多市 48 1期 79 草苅　吉秀 安城市 57

2期 55 冨田　和宏 知多市 49 1期 80 草苅　玲子 安城市 57

2期 78 矢野　寿宏 知多市 49 1期 81 古居　敬子 安城市 57

2期 45 高井　正七 知多郡東浦町 49 1期 83 佐藤　竹男 知立市 58

2期 53 津田　正和 知多郡東浦町 49 1期 84 杉原　元司 知立市 58

2期 41 芝川　光政 知多郡武豊町 50

1期 41 今村　みよ子 半田市 50 3期 6 伊藤　正蔵 豊橋市 58

1期 45 伊奈　健吉 常滑市 50 3期 35 鈴木　武久 豊橋市 58

1期 46 松井　博 常滑市 50 3期 47 遠山　清美 豊橋市 59

1期 48 辻川　勝利 知多市 51 3期 52 西澤　幸彦 豊橋市 59

3期 72 山田　久雄 豊橋市 59

3期 12 大手加代子 岡崎市 51 3期 53 橋本　昭子 豊川市 59

3期 18 加藤　一男 岡崎市 51 3期 76 渡辺八重子 豊川市 60

3期 29 許斐　哲夫 岡崎市 51 3期 36 鈴木　敏道 蒲郡市 60

3期 69 森　光廣 岡崎市 52 3期 7 伊藤　寿子 宝飯郡小坂井町 60

3期 50 鳥居　明 西尾市 52 2期 10 大林　幸代 豊橋市 60

3期 73 吉川　康守 知立市 52 2期 16 片岸　初江 豊橋市 61

3期 34 佐宗　正行 西加茂郡三好町 52 2期 25 古久根秀之 豊橋市 61

2期 46 高橋　一夫 岡崎市 53 2期 70 水谷十三朗 豊橋市 61

2期 62 花井陽光（本名：暁） 岡崎市 53 2期 77 矢所　茂三 豊橋市 61

2期 18 河合　要 豊田市 53 2期 72 三谷　トミ 豊川市 62

2期 48 竹内寿美子 豊田市 53 2期 40 篠原　美知子 宝飯郡小坂井町 62

2期 64 伴在慶一郎 豊田市 54 1期 59 朝倉　茂夫 豊橋市 62

2期 68 丸林　晃 豊田市 54 1期 60 石黒　朋子 豊橋市 62

2期 12 岡田　正弘 知立市 54 1期 62 岩瀬　美子 豊橋市 63

1期 66 伊藤　榮一 岡崎市 54 1期 63 高野　耕一 豊橋市 63

1期 67 栗田　員余 岡崎市 55 1期 64 竹本　久男 豊橋市 63

1期 68 島田　義久 岡崎市 55 1期 65 松下　駿 豊橋市 63

1期 69 竹本　暢子 岡崎市 55 1期 72 鈴木　照雄 豊川市 64

1期 71 平松　はやみ 岡崎市 55 1期 82 尾崎　明子 蒲郡市 64

1期 73 岡本　ひろ 刈谷市 56 1期 86 藤　保人 宝飯郡小坂井町 64

■ 地域の皆様にお近くのまちの達人衆をご紹介するために、ここでは、地域ごとに分けています。

■ 「地区別」については、まちの達人が居住地を中心に県内11地区に分かれ、情報交換などを行って

いる任意の区割りです。

■ 50音順の索引は、65頁からに掲載しています。

東三河

西三河

「まちの達人衆」索引（地区別） 
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名古屋Ａ地区 平成18～20年度「まちの達人衆」 

牧野
ま き の

千寿子
ち ず こ

 

 

名古屋 A(東区) 

　1937 年生まれ。定年まで小学校教員を務めました。図書館教育に長い間携わ
り、読み聞かせなどをしてきました。それに関連して視覚障害者への音読も少し
ばかり体験しました。自分が老年となり、お世話を掛けるようになる前に何か出
来る事をしておきたいと思うようになりました。老人方と共に歌ったり箏を演奏
したり、本を読んであげたり、お話し相手になったり出来れば幸いと思います。
加えて、健康管理士、食育指導士の認定も取得しています。

【お手伝いできること】
・老人会や福祉施設などで、お話し相手や手作業、箏の演奏、歌唱、散歩、
食事の世話（調理、配食）等、できればと思います。

高橋
たかはし

国光
くにみつ

 

名古屋 A(北区) 

　1945 年生まれ。約40 年勤務した会社を2005 年1 月に定年退職後、市民
リサイクラー、ばすちかお助けボランティア、小牧青年の家教室、名古屋シティ
マラソン、大曽根みこしかつぎボランティアなど、現在も活動中です。
様々なボランティア活動の経験を活かして、人の役に立つボランティアを目指
しています。

【お手伝いできること】
・ゴミの減量と共に、資源回収を行う、リユース、リサイクル活動のお手伝い

牧野
ま き の

日吉
ひ よ し

 

 

名古屋 A(東区) 

　19３2 年10 月、新潟県生まれ。1955 年3 月、新潟大学工学部卒業。
1958年10 月、三菱重工㏍入社。名古屋航空機製作所に配属され、各種航空機
や人工衛星打ち上げ用ロケットの品質管理業務に従事。1988 年10 月、退職。
以後、ボランティア活動として庭師やキコリ、高齢者福祉を経験。そのために、
それぞれの機関の教育訓練を受ける。2000 年3 月から2 年間、日本ＮＰＯ学
会会員。2004 年1 月から1 年間、名古屋市環境審議会専門委員。

【お手伝いできること】
・庭師やキコリ
・高齢者福祉
・なごや環境大学の①企画・運営、②講師。
分野は①エネルギーと温暖化、②食糧と水、③都市、④人口
・上記分野について、小・中学生の教育も可能

名古屋 A(北区) 

　現役時代は産業機械の設計から工場建設の土方まで経験。退職後民生委員を引
き受け3 期目となる。主に高齢者とのふれあいと、ヘルパーとしての入浴介助体
験もある。人間が好き。でも、テーマのない話題は苦手で、物を作っていること
が好き。
“菊賞でて訥弁の夫語りだし”が、今の思いです。

【お手伝いできること】
・“カッパ摺り”手法による版画で年賀状づくり。
・展示に使用する大道具・小道具づくり

熊崎
くまざき

英右
えいすけ
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名古屋Ａ地区 平成18～20年度「まちの達人衆」 

大塚
おおつか

博子
ひ ろ こ

名古屋 A(守山区) 

　1936 年に生を受け、3 人の子育てをしながら教職に約10 年間、主人の転勤
に伴い退職。その後、福祉施設法人に10 年。精神・一般の相談に20 年体験を
し、社会福祉主事の資格を取得しました。現在カウンセラーをする一方、地域で
苦慮しながらいきいきサロンを立ち上げ8 年が過ぎました。また、まちの達人受
講中に皆様の支援を得て、共生・お元気サロンを始動しました。一人でも多くの
人に地域福祉に関心を持ってもらい、気持ちを動かし、共に行動してもらうこと
を願っています。点から線へさらに面へと繋がっていきたいと思います。

【お手伝いできること】
・コミュニティサロンコーディネーター
・まちおこしコーディネーター
・傾聴研修、精神サポーター研修

川島
かわしま

年子
と し こ

 

名古屋 A(東区) 

　1941年生まれ。名古屋市鯱城学園17期卒業。ASC17期在学中、民生委員
として地域ボランティア活動へ携わり、独居老人の訪問、子供たちに愛の一声運
動、鉄太鼓による福祉施設への慰問など、町内が明るくなればと思い活動してい
ます。
　“毎日楽しく”が私のモットーです。日々勉強、視野を広げていきたいと考え
ています。
　趣味は、旅行、俳句、陶芸です。

【お手伝いできること】
　銭太鼓によるイベント参加。福祉施設の慰問。

土井
ど い

幸子
ゆ き こ

 

名古屋 A(北区) 

　団塊世代生まれ。１９９６年フェア・トレードの店、風’s（ふ～ず）を始め、
店と同時に市民団体「GAIA の会」を立ち上げて、「共に生きる」をテーマに、
フェア・トレードの講演会・勉強会・コンサート・映画・国際理解教育・バザー
などを開催してきました。
地域の人とつながりながら、足元の生活を見直し、世界と繋がって生きていく
ことを願います。団塊の世代が力を集め、環境問題・人権問題に取り組んでいっ
たなら、一人ひとりの命が輝く世界を託すことができるのではないかと思ってい
ます。

【お手伝いできること】
・フェア・トレードの話や、簡単なワークショップなど。学校(小～大学)、生涯
学習センター、女性センター等講演経験あり。

水谷
みずたに

ヨシ子
よ し こ

 

 

名古屋 A(北区) 

　1935 年生まれ。
銀行、貿易会社他で38 年経理や総務担当。退職後高年大学鯱城学園17 期卒
業。愛･地球博でボランティア。傾聴ボランティア養成講座終了。幼稚園、保育
園のボランティアや身体障害者、老人介護施設で傾聴をしています。

【お手伝いできること】
・傾聴ボランティア
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名古屋Ａ地区 平成18～20年度「まちの達人衆」 

木村
き む ら

英夫
ひ で お

 

 

名古屋 A(北区) 

　1938年生まれ。自治会長を勤めた経験を活かし、現在、老人クラブ会長を勤
めています。
　名古屋市災害ボランティア養成講座を修了。ボラコなごや役員、名古屋きた災
害ボランティア副代表、県災害まちづくりアドバイザー、県防災カレッジリーダ
ー会会員を勤めるなど、災害に関しては知識豊富です。
学区老人クラブニュースポーツ係代表、ニュースポーツ指導員など、スポーツ
分野も得意です。

【お手伝いできること】
　日曜大工。

山田
や ま だ

裕規
ひ ろ み

 

名古屋 A(北区) 

　1939年生まれ。約40年間在籍した会社を定年退職、その後、いろいろな会
に参加しました。
　地元自治会副会長、自主防災会避難誘導班班長、老人クラブ会計を勤めるなど、
地元に貢献中です。
　災害ボランティアとしても様々な講座を修了しています。趣味はグラウンドゴ
ルフです。

【お手伝いできること】
　グラウンドゴルフの指導。

結城
ゆ う き

ゆうこ 

 

名古屋 A(北区) 

　1939年生まれ。
夫の転勤に伴い、日本各地を移動、その土地の習慣・人柄に触れ、楽しみも苦
しみも充分味わいました。電力会社コンサルタント、税理士事務所等に勤務しま
した。
　その時に培った経験を活かせるチャンスがあれば幸いです。

【お手伝いできること】
　お話し相手、散歩・買い物の同行、サークライン・電球の取り替え、小器具の
修理、身だしなみのお手伝い、簡単なパソコン。

今野
こ ん の

晴雄
は る お

 

 

名古屋 A(北区) 

　1929年生まれ。福祉団体「アクチーブ・シルバー・サポートクラブ」主宰。
平成18年度から「COMBi本陣」に拠点を移し、地域との交流ボランティア活
動を行っています。平成18年度団塊世代提案型地域づくりモデル事業に「アク
チーブ・シルバー・ボランティア塾」を提案し県と協働運営。
　平成18年度愛知県コミュニティビジネス優良事業者の認定を受けました。
　これからの高齢者像を一新させるような生き甲斐のある活動を展開すべく、現
在の西、北のほかに近い将来、東、南を加え、市内4拠点を設ける構想で進めて
います。

【お手伝いできること】
　高齢者支援、青少年育成アドバイス、物づくり伝承、環境保全。
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吉住
よしずみ

康一
こういち

名古屋 A(守山区) 

　1948年生まれ。36年間音楽普及関連の財団法人に勤務し、教育企画運営及
び各種コンサート、コンクールのプロデュース業務を担当。
　特技は、全日本剣道連盟及び全日本居合道連盟、居合道錬士六段、杖道四段、
剣道三段等。平成17年まで10年間程、神奈川県の町道場にて居合道師範代。
　今後、自由な時間を活用し、地域の活動に幅広く参加して行こうと思います。

【お手伝いできること】
　青少年の武道・体育系サークル、クラブ活動のお手伝い、地域の各種行事・イ
ベント活動のお手伝い、これらを含め体を動かす仕事に参加したいです。

西脇
にしわき

久修
ひさのぶ

 

名古屋 A(東区) 

　1934年名古屋市生まれ。
　父の事業を受け継いで、貿易の仕事に入りました。最初は陶磁器の加工完成を
25年位して、販売。その間にドルショック、10年前より中国が力を付けた為、
日本製品が高くなって、輸出量が年々減少してきました。
　名古屋市高年大学に2年間、あいちシルバーカレッジ（ＡＳＣ）に1年在学し
まして、今日に至ります。
　現在は地元の町内会の役員をしており、「まちの達人」養成講座に参加しまし
た。その経験を今後に生かしたいと思います。

小林
こばやし

秀明
しゅうめい

 

名古屋 A(守山区) 

　1944年生まれ。電気主任技術者、電気工事施工管理技士、管工事施工管理技
士の資格を持つなど、電気工事分野が得意です。
　今までの社会経験を活かした地域貢献に意欲があります。特に環境問題に興味
を持っています。

【お手伝いできること】
　環境問題に興味があり、自分の啓発も含め、子どもや孫達に住み良い環境を残
すため、関心のある方々と一緒に考え、出来ることから実行していきたいと思っ
ています。

名古屋 A(守山区) 

　1942年生まれ。「そよかぜ届け隊」を運営。約30名の会員とともに、月数
回福祉施設にて、音楽・舞踊・口上等を披露したり、高齢者向けパソコン教室を
開催。また、腹話術人形づくりの指導といった様々な活動に楽しみながら取り組
んでいます。

【お手伝いできること】
　福祉施設で表現活動を希望している人達のグループのコーディネートをする
ボランティア。

秋野
あ き の

昌子
ま さ こ
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名古屋Ａ地区 平成18～20年度「まちの達人衆」 

棚橋
たなはし

恭治
きょうじ

 

 

名古屋 A(北区) 

　1929年名古屋市生まれ。
郵政省に勤務。郵便局長を経て、定年退職。以降、ハーモニカを通じて、愛知県
下の六ヶ所で指導を行なっています。
「まちの達人」養成講座で学んだことを生かしていきたいと思っております。

近藤
こんどう

旭
あきら

 

名古屋 A(守山区)

　名古屋市出身。会社生活50年。その後、あいちシルバーカレッジ及び名古屋
市高年大学に学ぶ。趣味で調理師免許を取得。「まちの達人」養成講座に参加。
今後は自分の経験や知識を生かして、出会った仲間と一緒に、地域に役立つ活動
をしたい。
　現在は守山鯱城会の中で、地域の中に在る学園の花壇管理ボランティアに参加
して、楽しみながら活動をしている。

【お手伝いできること】
・街の美化、地域内の清掃
・花苗の育成と植栽

佐貫
さ ぬ き

やす子
こ

 

 

名古屋 A(守山区)

　1935年生まれ。静岡県焼津市出身。
　守山区で15年間、自転車に乗って、老人給食の配達をしております。
名古屋市地域女性会苗代学区で書記として頑張っています。また世話焼きおばさ
んとして生徒の登校時の交通整理をお手伝いしています。学区では、年4回、お
年寄りの一日給食（100食分）を作る給食ボランティアとして頑張っています。
地域の行事には率先して参加し、大勢の皆様との出会いを楽しんでおります。

【お手伝いできること】
・地域の福祉活動のお手伝い
・自分にも何かボランティアで人と人との繋がりができるようなお手伝い

内藤
ないとう

明
あきら

 

名古屋 A(北区)

　1931年生まれ。
　鉄鋼加工会社に38年、設備工事会社に12年、公共団体に5年勤務。2006年
3月に退職しました。現在は無職です。
　学生時代から陸上競技をしていました。その影響か、今も走ったり、歩いたり
しています。
　趣味はスポーツと旅行です。

【お手伝いできること】
・「寝たきり老人」にならないよう、ウォーキング、ジョギングなど35年間の
経験を活かして、地域で健康づくりのお手伝いをしたいと思います。
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鶴岡
つるおか

直子
な お こ

名古屋 B(千種区) 

　10 年以上工房きらら屋をやっていた頃、お年寄りのポンチョなどを作ってい
ました。このポンチョは、袖がなく、防災の役目が出来るとのことから、一人の
お年寄りの注文が広がっていって注文が増えていきました。以来、着物から洋服
の仕立ても受け、中高年の洋服づくりに専念できました。時にはホテルの一室を
借り、ミニファッションショーを開いたり、展示会や販売会等を通じて皆さんの
明るい活力を頂きました。それをバネに少しでもボランティアの中でやれるなら
と考えています。

【お手伝いできること】
・おしゃべりサロンや高齢者の洋服のアドバイス、困っている人のタンスの中の
整理など。その時はかわいいおしゃべり人形を抱えていきたい。

水野
み ず の

茂樹
し げ き

 

名古屋 B(千種区) 

　1937 年生まれ。長年技術者として会社勤務。のち鯱城学園、あいちシルバー
カレッジ卒業。現在ASC のＯＢ会で活動中。同好会（絵画クラブ）を立ち上
げ、現在も継続中。
その他、地元鯱城会でも役職についており、趣味の作品展、他行事活動を担当。
市土木科依頼の地区公園、清掃活動に参加。地元自治会会長を務める。

【お手伝いできること】
・元気のある高年層の参加、活動を目的として趣味の教室、同好会の結成・生き
がい作りを目指して参加、運営に努めたい。
また各種イベント、街づくり活性化に応援、参加出来ればと思っている。

谷
たに

カオル
か お る

 

名古屋 B(千種区) 

　高年大学鯱城学園を卒業し、あいちシルバーカレッジをやっと卒業。
　以前デパートに勤めていたので、ショッピングが好き。
　子育ての傍ら、東京地方に転勤していたこともある。

【お手伝いできること】
・買物の手伝い。
・傾聴の勉強をして役に立ちたい。
・小さな子どもたちの遊び相手

名古屋 A(守山区) 

　健康だけがトリエかな！の私です。今、八竜市民緑地ボランティアを志してい
ます。私個人は微々たるものでも、元気いっぱいのシニアの力を束ねると、すご
い力になるのではと思っております。
　60歳を越えて、やっと居場所（自分勝手に）を見つけたようで楽しい楽しい
ひとときです。私はＮＰＯやボランティアって「どんな些細なことでも、役に
立つことをやらせていただくという謙虚な気持ちが大切」と思います。

【お手伝いできること】
今、私たち美女３人･･･！？で、Ｏ老人ホームにてお話し相手やクラブ活動のお
手伝いをさせていただいております。

仲川
なかがわ

利子
と し こ



名古屋B地区 平成18～20年度「まちの達人衆」 

郡山
こおりやま

純武
すみたけ

 

 

名古屋 B(中区) 

　健康状態良好/好奇心旺盛/趣味は読書とパソコン
今の世の中何か萎縮している。これを打開するものは？笑いでは？それも芸人
の押し付けがましいものでなく、自然に頬が緩むような健康な笑いが。それには
親切と思いやりで！地域に“笑顔”と“ありがとう”をあふれさせたい。
まずは町内会・老人会・商店街にアピール。空き家・空き店舗を借り受け拠点
の設置、ここをサロン化して高齢者を家から引っ張り出し、体を動かすこと。人
と接し喋ることでストレス発散。大切なのは、高齢者が人とのつながりなどの経
験から会得した利点をうまく引き出し次につなげ、活動の場を広げてゆくこと。

【お手伝いできること】
・パソコンを遊ぶこと。
・アイデアを具現化するためにプランニングをすること。

浅井
あ さ い

克彦
かつひこ

 

名古屋 B(西区)

　1947 年生まれ。おおよそ40 年間の大学職員勤務を退職後地域に戻り、在職
中に学んだことを活かして、地域にある問題に関わっていきたい。また、3 人の
子供に恵まれたので、地域の子どもたちを引率し、河川敷や公園で遊ばせ、多く
の仲間と遊ぶことの必要性を教えたい。また、日本語のわからない外国人留学生
のホストファミリーとして数年間経験していることから、異文化交流の意義につ
いても理解していると思う。

【お手伝いできること】
・文化センターで、料理教室に通っていたので、簡単な調理可能。
・軽い症状の方の介護（ヘルパー2 級の資格あり）
・外国人留学生のホストファミリーの経験から、簡単な英会話

１１

安藤
あんどう

博政
ひろまさ

 

 

名古屋 B(西区)

　1932 年生まれ。1948 年町の棟梁に入門。以来60 年大工仕事一筋に過ご
してきました。純和風の仕事が得意で、手がけた中の、下呂水明館旧館にある茶
室、湯の山温泉グリーンホテルの別館数寄屋造りなどは30 数年経た今も使われ
ています。
趣味は唄。特に懐メロ、抒情歌、童謡、小学唱歌などを歌ったり聞いたりして
楽しんでいます。岡晴夫を偲ぶ会では役員も務めています。

【お手伝いできること】
・日曜大工の指導、大工仕事のお手伝い。
・懐メロ・抒情歌などを歌う仲間に入れてもらうこと

中川
なかがわ

建彦
たてひこ

 

名古屋 B(中村区)

　7年前55 歳で退職後、病気の連続で入院12 回、手術5 回経験。昨年は退職
後初めて一度も入院せずにすんだ。その間高齢者福祉のNPO を目指し、居住区
の中村区で高齢者の憩いの場『大正サロン』を町内の仲間と開設。3 年前には
NPO 法人『ライフステーション』を設立。愛知県の、団塊世代の活動を基本に
した『柳原通商店街活性化』のモデル事業受託。現在は名古屋市の委託事業とし
て『若者サポートサロン・なごや』を運営。また、近隣地域の高齢者及び障害者
のサポート『たすけあい事業』と訪問介護事業及び障害者自立支援法の事業運営
を継続中。今後は市民福祉団体全国協議会の『福祉長屋』に取り組んでいきます。

【お手伝いできること】
・若者の就労に至るまでの居場所提供・いらない物の撤去作業
・高齢者のパソコン教室、コミュニケーション
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山田
や ま だ

高
たかし

名古屋 B(西区) 

　1943 年生まれ。あいちエコカレッジネット（環境学習養成講座）受講。日本
自然保護協会（自然観察指導員研修）終了。
現在、環境保全等を育む会に所属して、ボランティア活動に参加している。
今後、今までの体験を活かして、身近なところから環境保全の大切さ等を伝え
るとともに、地域社会に少しでも貢献できればと思っている。
趣味はウォーキング、園芸、史跡探索、旅行等。

【お手伝いできること】
・エコライフ推進活動、環境学習協力など、より良い環境を次世代に確実に譲渡
すために、できることから実行していきたいと考えている。

佐野
さ の

元子
も と こ

 

名古屋 B(千種区) 

　1933年生まれ。愛知県社会福祉協議会相談員として勤務、秋からは名古屋市
内の高齢者向け福祉電話のボランティア相談員をしています。
　NHK学園専攻科コミュ二ティスクール(福祉)9月まで在学。秘書検定3級、
名古屋市認定ヘルパー3級。
　定年退職後、複数のボランティア相談員を経験しました。今後は自分の経験を
生かし、対象者と共栄できるようなボランティア活動をしてみたいです。特に、
高齢社会での健康と自立に関心があります。

【お手伝いできること】
　相談業務。

村上
むらかみ

加代子
か よ こ

 

名古屋 B(西区) 

　名古屋市西区在住。今まで保育園に勤めていて、毎日楽しく過ごすことが出来
ました。子どもが小さい頃は、子ども会を通して大勢の人と交流がありましたが、
現在ではほとんど交流がありません。退職してさあ何をしようかと考えた時、自
分の趣味のハーモニカを吹いてみんなと一緒に楽しめたら、自分の生きがいにも
なりさぞかし楽しいだろうなあと思っています。

【お手伝いできること】
・ハーモニカを吹いて童謡等を一緒に楽しめたらいいな。
・40 年間保育園生活をしてきたので、子育ての悩み、遊び方の相談に乗ったり、
本を読んだり、折り紙を折って遊んだりしたい。
・いろいろな会の司会等

名古屋 B(西区) 

　私は、高年大学鯱城学園、あいちシルバーカレッジを卒業しました。卒業して
から趣味の輪を広げて、クラスの人たちと習い事を始めました。
自分に出来ることで地域に役立ち、人に喜んでもらえるボランティア活動、そ
して、地域との交流ができればと考えています。

【お手伝いできること】
・福祉施設のボランティア（銭太鼓、マジック等）

酒井
さ か い

とみ子
こ
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坂下
さかした

安郎
や す お

 

 

名古屋 B(西区) 

　1940 年生まれ。愛・地球博のボランティアから、トワイライトスクールの運
動指導員を経て、現在シルバー運動遊具の研究・開発に携わっています。地域で
の区政協力委員としても奉仕しました。
　高齢社会の健康長寿に関心があり、今後は運動福祉分野で活躍していきたいと
考えています。目下のところ、楽しみながら体力を向上させるシルバー運動遊具
を開発中で、将来的には、協働者の方と普及を目指しています。

【お手伝いできること】
　室内レクリエーションの開催で、考案した運動道具で高齢者と子どものコミュ
ニケーション交流を楽しむ会の企画。

柿元
かきもと

敬子
け い こ

 

名古屋 B(名東区)

　1934 年生まれ。若い頃、幼児教育に携わった経験があります。高年大学美術
学科を卒業、現在はシルバーカレッジで学ぶなど、向学心旺盛です。
　趣味は音楽、太極拳、美術、グランドゴルフ、カラオケ、旅行と幅広いですが、
中でも音楽が一番好きです。
　多彩な趣味を生かし、地域に役立っていけるようがんばりたいと思っていま
す。

【お手伝いできること】
　キーボードの伴奏。お手玉・あやとりなどの子どもの遊び。軽作業等。
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杉田
す ぎ た

頼子
よ り こ

 

 

名古屋 B(名東区)

　1946 年生まれ。平成18 年、長年勤めた会社を退職。直後、高齢者就業支援
センターの子育て支援講座を受講し、現在支援活動中です。
簿記2 級、運行管理者、毒劇物取扱者、危険物取扱者、衛生管理者、珠算1
級の各種資格を所有しています。
　趣味は、パソコン、園芸（種からとか挿し木で育てること）、編物、りぼんフ
ラワー等、多彩です。
　今後は、趣味や知識を生かした地域での活躍を目指しています。

【お手伝いできること】
　趣味のパソコンを活かした同世代の方々との交流、小学生等のそろばん指導。

田中
た な か

耕司
こ う じ

 

名古屋 B(西区)

　1940 年生まれ。名古屋っ子。サラリーマン生活39 年間、営業畑一筋に日本
国内を回りました。主に地方特約店との役所関係への商品PR 活動をし、61 歳
で退職。2 年弱遊び、愛知万博・ボランティアに参加し、愛・地球博ボランティ
アセンター会員に。
　名古屋市災害ボランティアコーディネーター平成16 年度養成講座修了、普通
救命講習修了、愛知県高齢者交通安全フレンドシップ講座にて交通安全リーダー
研修修了。
　色んなことを学び、自分にできる事を考えて地域に少しでもお手伝いできれば
と思います。

【お手伝いできること】
　災害ボランティアコーディネーター。
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お お の ち え こ

名古屋 B(中区) 

　やっている活動は、演劇・図書館や児童館での本の読み聞かせ。学習している
ことは、合唱・オカリナ・百人一首・古文書・名古屋市内の町、村の歴史。百人
一首遊びが好きなので、みんなと遊びたいです。子供達にも普及して、楽しさを
味わってもらいたいと思います。ボランティアで子供達に絵本を読んであげてい
ます。本をよく読む人になってもらいたいと願っています。お手玉やまりつき、
おはじき等、昔の遊びの楽しさもわかってほしいと思います。

【お手伝いできること】
・朗読、紙芝居、絵本の読み聞かせ、オカリナ演奏、お話し相手、買い物のお手
伝い

北村
きたむら

希久
まれひさ

 

名古屋 B(中村区) 

　1942 年石川県生まれ。『なごやか塾』（まちの達人名古屋B 地区）世話人。
元気な高齢者のためのボランティアグループ『ひまわりの会』で活動中。
ホームヘルパー、ガイドヘルパーを修了して、介護施設等のイベントに参加。
趣味はギター、オカリナ、ピアニカ… そのうちボランティア活動に生かしたい
と思っています。ウォーキング、水泳も好きです。
　自分の周りの地域の少子高齢化が急速に進行してきており、楽しい老後を過ご
すためにも元気な今、地域のために自分たちで出来ることから一つでも積み上げ
ていきたいと思っています。

【お手伝いできること】
・障害者、高齢者支援、福祉施設イベント参加、初級パソコン指導

中野
な か の

道宏

大野智恵子

みちひろ

 

名古屋 B(名東区) 

　1936 年生まれ。サイエンスボランティアとして科学関連のものづくりを指導
し、名東区緑地公園ガイド、愛・地球博ボランティアなど、様々なボランティア
活動の経験があります。（特）オカリーナ・Wave にも所属しています。
　特定の組織に囚われず、幅広い地域で行う“まちのアイデアマン”的な活動を
目指しています。
　特に、ペットボトルなどの廃品資源を活用する3R について、大人も子供も楽
しみながら考える場を作りたいと思っています。
　人にやさしい、環境に優しい、地球にやさしい、“楽しいものづくり”グルー
プを各地域に作ってみたいです。

【お手伝いできること】
　子ども会・シルバー会など、NPO・任意団体・小グループへの指導

名古屋 B(名東区) 

　1945 年生まれ。24 年間、3 人の子育ての傍ら数国英教室を経営。実際の勤
務経験はないものの幼稚園教諭免許も所持しており、子どもの扱いにはかなり慣
れています。
　塾の仕事を通し、様々な人の手助けを受けた感謝の気持ちを、今度は自分が社
会に貢献したいと考えています。
　「子どもさえ見てもらえたらもっと子どもを生みたい」という若い人たちの子
育て支援をしたいと思っています。

【お手伝いできること】
　若い人たちの子育て支援。

杉原
すぎはら

紀子
の り こ
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松田
ま つ だ

之紀
ゆきのり

 

 

名古屋 B(中村区) 

　スポーツ好きの私はフットワークに自信ありです。卓球は高校時代から続けて
おります。その他、足腰は今のところ丈夫ですので草取り、畑おこしもやれます。
フットワークが良いと自負しておりますので、よく動けます。2008 年3 月よ
りフルタイムでの就職が決まり、現在元気に働いています。

【お手伝いできること】
・男性の方の話し相手、送り迎え（現在６輪番勤務なので、決まった曜日にお手
伝いできるとは限りませんが、ホームヘルパー2 級の資格を持っております）

伊藤
い と う

正弘
まさひろ

 

名古屋 B(西区)

1943 年名古屋市で出生。以後63 年、郷関を遠く離れることなく、20 年間を
教育機関で、14 年間を福祉施設で働きました。3 年疲れ休みとして前職にパー
トで通いながら、し残した山歩きや、親しい人達との旅行に日を送っています。
趣味・特技は、自動車整備（3 級整備士）、自転車再生、写真撮影、大型自動車
運転、家畜人工授精士。腰痛持ちで、重い荷物は持てませんが、至って身体強健。
3 人の孫を見るにつけ、安心安全な地域で元気に育ってもらいたいと願うこと切
で、地域の子供達の見守り活動でも、と考えています。

【お手伝いできること】
・公園遊具整備等、子ども達の成育環境をよくする為の仕事。
・自転車修理
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大鹿
おおしか

高弘
たかひろ

 

 

名古屋 B(西区)

1936 年生まれ。東京都出身。1960 年食品メーカーに入社し、製造、本社営
業部、関東営業部、関西営業部、再び関東営業部と勤務。単身赴任生活を楽しみ、
有意義な生活を送る。1999 年4 月63 歳で定年退職後、6 月より監査役に。
2007 年6 月で任期満了予定。退職後、名古屋市のＮＰＯ研修講座を受講し、
初めてＮＰＯを知る。又、同時に高齢者就業支援センターにて2 級ヘルパー受講。
初めて介護の講義を受ける。2003 年よりボランティア活動を始め、現在も続行
中。今後は従来から継続中のスポーツボランティアをマイペースで無理の無い様
に続けます。体力、気力、積極性を前面に出し、地域に役立つお手伝いを出来る
ことから順次行なう予定です。

【お手伝いできること】
・介護・スポーツ（バレーボール、卓球、野球）

伊藤
い と う

恵三子
え み こ

 

名古屋 B(西区)

1947 年生まれ。
フルタイムで仕事をしながら、3 人の娘を出産、子育て。
51 歳で退職し、瀬戸窯業専門校へ1 年通う。
現在は、老健で陶芸のお手伝いをして4 年。
子育ての中で、地域の方々に有形無形のお世話になってきました。今度は、私が
何かお役に立てることがあればと思っています。

【お手伝いできること】
・子ども達が健やかに育っていく為にできる事があれば、お手伝いしたいと思っ
ています。
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さかもと と し お

名古屋 C(中川区) 

 1942 年生まれ。実家の建築業を手伝い、今に至る。現在は学童保育の指導員
を手伝っています。他に何か出来ることで社会のお手伝いをしたいと思い、健康
な限り多くの子どもたちと一緒に、ゲームを通して遊びの楽しさを伝えて、自分
自身も学んでいきたいと思います。

【お手伝いできること】
・建築関係で災害の救助
・建築・大工のお手伝い
・学童のお手伝い
・木工のゲーム作り、工作等

高橋
たかはし

裕子
ゆ う こ

 

名古屋 C(中川区) 

　あいちシルバーカレッジ、名古屋の高年大学鯱城学園を卒業後、今年は「まち
の達人」を受講しました。今年は私の“ボランティア元年”です。いろいろ経験
を積んで、楽しく、無理をせず、自分を活かせる活動を捜したい。

【お手伝いできること】
・銭太鼓同好会に入って練習しています。時々老人ホームなどで活動を見ていた
だいています。ボランティア経験が浅く、なんでも挑戦したいと思っています。

松本
まつもと

哲明

坂本敏雄

てつあき

 

名古屋 B(名東区) 

1．先ず実践すること
自然環境の守り人。
福祉事業への助っ人。（介助、移送、ガイド）
挑戦意欲で前向きに取組む。（マルチパーパス）
2．極めたこと
車企業で30 年（人づくり、物づくり）（サービス、開発、営業）

【お手伝いできること】
・庭園管理（日本庭園、公園）
・重度障害者介助（身体、知的）（名古屋市認定を授かる）

名古屋 B(西区) 

　1935 年名古屋市西区に生まれて以来、同所に在住。「愛・地球博」のイベン
ト等にボランティアとして参加し、人と人との交流に非常に大きな感動を覚え
た。現在も引き続きNPO 法人「愛・地球博ボランティアセンター」の会員とし
て参加している。名古屋鯱城学園、シルバーカレッジを卒業し、以後各同好会等
に参画し、またまちづくりについても人の輪にはいる。
　もう一つの側面として、まちの地域づくりについて、お互いに意志が通じ合う
人々との出会いを求め、前向きに進めたいと思っている。

【お手伝いできること】
・防犯ボランティアリーダー養成を行う

福原
ふくはら

孝夫
た か お
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浅井
あ さ い

博子
ひ ろ こ

 

名古屋 C(中川区)

　1940 年生まれ。主婦経験を活かし、着物で日傘や布ぞうりなどの物づくりを
するのが得意です。
　物づくりを通して、物を大切にする心を養っていきたいと考えています。
　自分が出来る地域への貢献、地域への参加に意欲があります。

【お手伝いできること】
　日傘作り（古着物地）、小物作り。
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岡田
お か だ

栄子
え い こ

 

 

名古屋 C(中川区)

　1936 年生まれ。福祉センター等でコーラスを楽しんでおります。
今後は老人ホームで歌ったり、子供たちと一緒に楽しんでいきたいと考えてい
ます。
　人の役に立つボランティア活動を目指していきたいです。

【お手伝いできること】
　平成１９年１２月に市民公開講座認知症を地域で支える、養成講座を受講し、
地域の認知症の人を支える話し相手のお手伝いができます。

津島
つ し ま

義勝
よしかつ

 

 

名古屋 C(中川区) 

　1936 年生まれ。4 年間大工の道の修行に励み、年期を終える。伊勢湾台風災
害復旧のため来名する。のち、阪神淡路大震災の復興に努め、2000 年には横浜
の総持寺の耐震･修繕工事に参加しました。特技は彫刃（ちょうな）「はつり」。
趣味はカラオケ。好きな歌手は北島三郎。

【お手伝いできること】
・古民家の修繕等、大工工事にかかわる仕事いろいろ。

伊藤
い と う

福子
ふ く こ

 

名古屋 C(熱田区)

　1937 年生まれ。ホームヘルパー2 級、労災ケアセンター、保健・家庭科中学
校教諭、2 級免許、社会福祉主事等の各種資格を所持しています。
　現在、各資格能力を活かすべく、地域での活躍を目指しています。特に、老人
ホームの入所者の心のケアに少しでも役立ちたいと考えています。

【お手伝いできること】
　老人ホームでのケアサポートなど。
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あ い だ さ ち こ

名古屋 C(港区) 

　1939 年生まれ。高年大学太極拳同好会、シルバーカレッジのマジックの同好
会に在籍。介護施設で太極拳やマジックを披露し、パフォーマンスで楽しんでい
ただけるように目指しています。
　2 級ヘルパーの資格。趣味は川柳。
　現在、九番団地日本語教室で外国人、主にブラジルの方たちと日常会話からの
勉強会に参加しています。

【お手伝いできること】
　福祉施設の慰問等

久野
く の

弥生
や よ い

 

名古屋 C(港区) 

　まちの達人衆2 期生としての学びの中から、2007 年11 月日に高齢者を対
象とした認知症予防の為の脳トレーニング教室を立ち上げました。（1 年を経て
NPO 希望・あすなろと改名）その後、まちの達人衆の中からスタッフとしての
協力者も出来て内容が充実し、今、名古屋市内に４会場（北区＝ライフステーシ
ョンあいち・東区＝ウイルあいち・港区＝成章コミセン・南区＝希望あすなろ荘）
で定期的に開催しています。また高齢者向けの健康体操も取り入れて、地域に根
ざす高齢者の生き甲斐づくりを目指しています。

【お手伝いできること】
　認知症予防の脳トレーニング楽習の出張教室開講。

水谷
みずたに

梅子

會田幸子

う め こ

 

名古屋 C(中川区) 

　1949 年生まれ。2 年間に亘る愛・地球博「市民プロジェクト創作」での市民
パビリオン、海上広場ワークショップ参加は、ボランティア活動の原点です。ま
た、ボランティアリーダーとして名古屋の主要駅でインフォメーション係を担当
し、平成18 年にはエコパルなごやで親子向け講座を企画開催しました。
現在、名古屋市なかがわ災害ボランティアコーディネーターとして活動中で
す。
　これまでの活動の収穫は、出会いです。地域のつながり、コミュニケーション
の大切さ、助け合いの必要性を実感し、取り組みたい課題はまだまだ多いです。
将来は「傾聴ボランティア」として活動の場を広げるのが夢です。
　趣味は寺社巡り、読書です。

【お手伝いできること】
　イベント受付、事務作業、工作教室補助係、防災、減災への普及活動。

名古屋 C(中川区) 

　1944 年生まれ。町内会保健委員を4 年間勤めた経験があります。
　人のお役に立つようなお手伝いをさせていただきながら、自分自身もいきいき
とした生活を送りたいと考えています。

【お手伝いできること】
　地域の交流を深め，皆さんのお話を聞かせていただきたいと思います。

堀
ほり

嘉住子
か ず こ
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山田
や ま だ

一慧
か ず え

 

名古屋 C(中川区)

　子供の頃から好奇心旺盛のおてんば娘。学生時代には様々免許を取った。子育
ての間は一人四役をしつつも家でじっと出来ず、趣味を兼ね専門学校入学。講師
として楽しい時を過ごす。子供が独立し、ゆとりの人生設計をした矢先、主人が
生死を分ける手術をした。ミスか？下半身麻痺となり生活が180°変化。全て
を捨て介護に専念。幸い赤十字看護婦経験、友人の助けもあり、主人を看ること
が出来たが、2005 年主人は他界。12 年間の介護の日々、今は空白になってい
る。悲しみ、痛みは、趣味で持った教室で生徒さんに癒され、幸せに過ごしてい
る。が、長年の介護に疲れが出たか？年のせいか？体に不調が出る前に、継続し
て出来ることがないか、この空白の時間を満たすものを模索中の私です。

【お手伝いできること】
・手編み・手芸一般

１９

青木
あ お き

葵
まもる

 

 

名古屋 C(港区)

　1945 年名古屋市生まれ。20 年前から勤務先の近藤産興(株)で、葵博、未来
博、デザイン博、花フェスタ等の博覧会を担当した。企業のファミリー祭の企画
と運営、市町村のまちづくり、商店街の活性化イベントをお手伝い、2000 年か
ら始まった介護保険では、福祉用具のレンタル・販売などケアの裏方として、お
手伝いをした。2008 年4 月から東邦大学経済学部経営ビジネス学科スポーツ
マネジメントコース教授に転職。

【お手伝いできること】
・転職したての新人で仕事に忙殺されているため、思うようにお手伝いが出来な
い状況ですが、健康づくりのお話や伝承遊び、スポーツ輪投げ「クロリティー」
等の福祉レクレーションのお手伝いをしています。

佐藤
さ と う

隆之
たかゆき

 

 

名古屋 C(港区) 

　1942 年生まれ。在職時はホテル勤務をしており、行事の企画などを手がけ、
企画力には自信があります。
　また、手作業も好きで、大工道具を使ったこまかな修繕はお手のものです。パ
ソコンの取扱も得意です。
　3 年前名古屋に引っ越し、これから地域で活動をしたい、とはりきっています。
活動の仲間を作り、退職後の生活をより楽しいものにしていきたいです。

【お手伝いできること】
　これからパソコンを始めようとする方への「初めの一歩」のサポート。

土屋
つ ち や

多美子
た み こ

 

名古屋 C(熱田区)

　1934 年5 月生まれ。子供がたくさん生まれる時代に一人っ子として生まれ、
みんなに貰いっ子とからかわれました。兄弟姉妹のいる家庭がとても羨ましかっ
たです。現在は夫と死別して一人の生活ですが、子供の頃から慣れているせいか、
あまり淋しさはありません。
さて現在、主人の仕事が少々ありますが、あとは自由な時間がありますので、病
院のお見舞いに日々過ごして元気にしていられることを喜んでいます。

【お手伝いできること】
・毎日の様に鬱の人やその他の人の話し相手として出かけています。30 分から
1 時間、2 時間のこともあります。皆さんとても喜んでくれてます。
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お く だ ゆうすけ

名古屋 D(昭和区) 

1936 年生まれ。定年後に「人材育成研鑽所」を定め、人間科学（生理・心理）
とＱＣ活動を通じて「人の育成とは何か」を課題に育成改善の仕組み、方法の考
案をする。定年前の育成経験から、「中小企業と個人」を選定し、現場でのソフ
ト改善と指導の支援を図りました。現在の社会現象を視て、心の減退を予防する
と共に視覚管理技法で、人の育成は現実データに基づく指導を図り、視野と視点
から複合の併せ技で視覚を向上させて、人の脳による快感神経で活動内容に刺激
と効果を与え、結果を得る。

【お手伝いできること】
・人は宝（財産）であり、人の育成方法と改善ポイントを関係者に提示して、支
援の話し合いを図り、脳内機能の利点を生かし、要求水準の向上を図るため、仕
組み（心の改善）から追求する活動テーマと改善成果の構築を考慮します。

泉地
いずみち

信良
のぶよし

 

名古屋 D(瑞穂区) 

現役時代は、戦後の後遺症とも言うべき「外貨獲得」が国を挙げてのうたい文句
であった。当然、会社の方針も輸出振興にあり、自分も1 ドルでも多くの輸出を
する事に仕事の生きがいを感じたものである。65 歳以降の生活も、仕事から離
れたものの、ボランティアで外国人を案内するという仕事に没頭している。「定
年後は自分の好きなことをする」ことを目指しているが、これは好き勝手なこと
をすればよいというのではなく、人に好まれる、喜ばれることでなくてはならな
い。日本の文化・歴史などを紹介することは、人に喜ばれることであるものの、
自分自身のためになることでもある。「精進すべし」と思っている。

【お手伝いできること】
・外国語（主として英語）を必要とすることのお手伝いをします。

小川
お が わ

司郎

奥田有佐

し ろ う

 

名古屋 D(昭和区) 

　1944 年生まれ。管理栄養士の資格を持ち、愛知県職員として地域住民の食生
活改善の指導を行なったり、病院においては、入院患者（心身障害者等）に対す
る治療食の給食及び食事相談を行なってきた。平成17 年3 月で定年退職。

【お手伝いできること】
・地域住民に対して、食を通して健康づくりのお手伝い（栄養講話等）
・一人住まいの方々の弁当作りや食事作りのお手伝い
・その他、各種イベントの手伝い

名古屋 C(港区) 

　私は学校を卒業し、家畜飼料の販売に従事。環境保全が厳しくなり、お客さん
が郡部に転出されて、売り上げ不振となったので、転職を余儀なくされました。
そこで喫茶店経営に転業。しかし喫茶店経営も人口減少という大波にあい、閉店
を考慮中に名古屋市高年大学国際学科に抽選にて当選。喫茶店も閉店し、サラリ
ーマン諸氏と同じく、目出度く定年退職しました。
　鯱城学園に2 年、あいちシルバーカレッジに1 年学びました。この後は本当の
浪人となりました。その後、私のできる範囲のボランティアに少しずつ参加して、
現在に至っております。

【お手伝いできること】
・パソコンにてWord・Excel・写真の加工等のお手伝いが少々できます。

若山
わかやま

光儀
みつよし
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伊藤
い と う

嘉明

綾子

よしあき

 

名古屋 D(天白区)

　1943 年柔道を習い始める。学生時代は選手として全国大会に連続出場。日米
対抗国際大会において最優秀選手賞受賞。以後、実業団で指導者を務める。柔道
によって鍛えられた、何物にも挫けない精神力と強靭な肉体を、次世代の子ども
に伝えたいと望んでいる。天白区ジュニア柔道クラブを立ち上げて5 年目をむか
え、毎週柔道着を着用し青少年と共に汗を流して楽しんでいる。『継続は力なり』
いつまでも情熱を失わず、許す限りの時間を恩返しとして費やしたい。

【お手伝いできること】
・青少年に『柔道』の興味と魅力を知らせ、実践して正しい柔道の理解に寄与し
たい。柔道を通じて現代社会に不足気味の「礼節」と「基礎体力の向上で逞しい
体づくり」並びに「何事にも挫けない精神力」の養成を目標に努めたい。

２１

谷口
たにぐち あ や こ

 

名古屋 D(天白区)

　４～5 年前からディサービスセンターに重点を置いてボランティア活動をして
おります。老人たちと目に見えない糸を感じながら、私も数年経てばそちら側に
移動するだろうと感じています。最近フラダンスを踊るのが好きになりつつあ
り、心と体の健康を祈り、感謝しています。

【お手伝いできること】
・社会福祉協議会より、コミュニティセンターのボランティアのお話を頂戴して
おります。ご期待に添うようにお手伝いしていきたいと思います。

神田
か ん だ

千枝子
ち え こ

 

 

名古屋 D(瑞穂区) 

1933 年12 月17 日、現在の愛西市に生まれる。津島高校（4 回生）卒業後3
年ほど地元の会社に勤める。1963 年頃から18 年間デパートに勤める。主人が
定年後8 月に脳出血で倒れ、失語症も出て、社会福祉協議会のヘルパー講習を受
ける（以前はなごやかスタッフと言いました）。シルバー人材と両方で活動。28
年介護した主人が亡くなり泊りがけも出来るようになったので、新聞で知った
「まちの達人」研修で勉強しようと思いました。現在もシルバー人材で仕事をし
ています。

【お手伝いできること】
・今まで実際にやってきたヘルパーの仕事や福祉関係、園芸・畑仕事なども好き
なのでそういった関係のお手伝いができたらと思っています。

石田
い し だ

絢子
あ や こ

 

名古屋 D(天白区)

　結婚3年半で夫と死別、2歳の娘を抱え生き抜くために必死で働く人生でした。
趣味は仕事、特技もなし。後半期の人生は、健康で輝いた生き方がしたいと思い、
高年大学鯱城学園、あいちシルバーカレッジに入学、卒業。多くの出会い、発見
もありましたが、健康で快適な生活をするには先ず運動と考え、鯱城学園OB を
対象に体操教室を立ち上げました。また、高齢者健康づくりリーダー養成講座を
終了。平成20 年度あいち健康カレッジ「続けられる、地域での運動」教室で現
在、昭和区内において活躍しています。

【お手伝いできること】
・運動で体力を鍛え「元気配達人」として、快適な生活が出来る体力づくりのお
手伝いがしたいと思います。
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きづくり す み こ

名古屋 D(昭和区) 

1936 年生まれ。シルバーカレッジ健康福祉科修了。
名古屋市昭和区の保健委員。認知症サポーター研修講座を受講し、オレンジリ
ングを取得しました。
特別養護老人ホームで抹茶やコーヒーを振舞うボランティアを行っており、
「福祉を学ぶ会」で勉強しています。
自分に出来る小さなボランティアを一歩一歩進めていきたいと思っています。

【お手伝いできること】
車イスの方の外出介助、独居の方で不安になったときなど病院や買い物の付き
添いや話し相手。

近藤
こんどう

裕
ゆたか

 

名古屋 D(瑞穂区) 

　1942 年生まれ。名古屋市なごやか農学校、シルバーカレッジ卒業。
愛知県エコカレッジネット（環境学習指導者研修）受講。名古屋港水族館、東
山植物園、愛地球博にてボランティアとして活動しました。
　鯱城大学で学び、さらなる知識の獲得を目指しています。
　県指定ヘルパー2 級の資格を持ち、パソコンも得意です。自分の能力を活かし、
少しでも地域の人々や子供達のために活躍したいです。

【お手伝いできること】
　環境関連の種々の調査、環境学習指導等。名港水族館の案内(幼小児)。初心者
対象のパソコン指導。

荒川
あらかわ

巌

木造澄子

いわお

 

名古屋 D(昭和区) 

　1923 年生まれ。エンジニアリングコンサルタントを勤める傍ら、特技である
絵画、陶芸の指導にいそしんでおります。
　現在は町内の高齢者施設及び小学生に陶芸を指導していますが、小学生、高齢
者、身体障害者の方々への絵画の指導や陶芸の普及を目指しています。昭和区作
家協会会員。

【お手伝いできること】
陶芸指導、絵画指導。

名古屋 D(天白区) 

　1934 年生まれ。独居老人の気楽さと、健康に恵まれていますが、近頃は老い
てゆくことの難しさを実感しています。国、県、市、社協、ＮＰＯ、民生委員、
街づくりなど広い分野において、ボランティア、助成金申請、助言等の手助けを
しています。地域で存在感のある老人を目指しています。

【お手伝いできること】
・多世代の方からの助言、相談などを専門家にもつないでいます。電話での相談
相手にもなります。

渡邉
わたなべ

アイ
あ い
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久保田
く ぼ た

治

勝

おさむ

 

名古屋 D(天白区)

　1940 年7 月兵庫県生まれ。(財)日本野鳥の会会員、(財)日本自然保護協会会
員、白玉星草と八丁トンボを守る島田湿地の会会員、名古屋市の東山植物園ガイ
ドボランティア、名東区の自然散策サポーター。
　名古屋市高年大学鯱城学園園芸学科、あいちシルバーカレッジ健康福祉学科卒
業。あいちエコカレッジネット環境学習指導者養成講座、NPO 法人エコワーク
ス主催の東海シニア自然大学基礎講座部修了。
　49 歳の時自律神経失調症となる。54 歳で早期退職。趣味はバードウォッチ
ング・囲碁・俳句・健康太極拳。

【お手伝いできること】
　自然散策やバードウォッチングのサポーター。

２３

古山
こ や ま まさる

 

名古屋 D(天白区)

　1946 年生まれ。町内会の防犯委員を勤めるなど、元々地域の活動には関心を
持っていましたが、定年を機に、活動を通してさらに地域のことを知りたいと思
っています。

【お手伝いできること】
　災害時ボランティア、地域福祉活動、防犯活動、交通安全活動への参加・参画
等何でもOK です。

成田
な り た

孝
たかし

 

名古屋 D(瑞穂区) 

　1933 年生まれ。会社経営。名古屋市なごやか農楽校、海上の森の間伐ボラン
ティア参加を始め、家庭菜園を持つなど庭仕事にも精通しており、庭師でもあり
ます。
　趣味は陶芸、煎茶、茶道、表装、ゴルフ、カラオケと幅広いです。
　あいちシルバーカレッジを修了し、まちの達人として新しい発見をしていきた
いと楽しみにしています。

【お手伝いできること】
　家庭菜園、果樹について実体験に基づく栽培法のコツ。太陽光発電1 年間の実
績と考え方。資産運用の虎の巻｢お金は銀行に預けるな｣。

榎本
えのもと

愛一郎
あいいちろう

 

名古屋 D(天白区)

　1943 年生まれ。2 種4 類危険物取扱者免状保有しています。
平成18年9月に化学会社を定年退職。今後は地域で何か役立つことをしたい、
と意欲を燃やしています。

【お手伝いできること】
　障がい者・高齢者の移動介助。
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にしかわ まさたか

名古屋 D(昭和区) 

　1937 年生まれ。
40 年間、建設会社に勤務し、2000 年に定年退職、その後、生きがい財団の
「健康・生きがいづくりアドバイザー」。2002 年愛知県の「人にやさしい街
づくりアドバイザー」。2003 年には、名古屋市昭和区社会福祉活動計画策定
作業(部会長)。また、2004 年は愛知県あいち防災リーダー等受講し、登録済み
です。少しでも地域の活動に役立てたいと考えております。

【お手伝いできること】
・お困り時の情報提供

佐橋
さ は し

勇
いさむ

 

名古屋 D(瑞穂区) 

　1930 年愛知県生まれ。商社勤務後、名古屋鯱城学園、あいちシルバーカレッ
ジ卒業。2002 年第15 回ねんりんピック福島大会のマラソンに名古屋市選手で
参加。加齢につれて落ちる体力の維持と筋肉の強化、そして健康づくりの専門知
識実技体得のため、財団法人愛知県健康づくりリーダー研修登録。名市大のH19
年度高齢者健康づくりリーダー養成セミナー終了。
　現在、高齢者健康づくり・虚弱高齢者の生活機能向上を目指す介護予防体操を、
地域のディサービスセンター、ケアハウス、総合リハビリセンター、コミセンな
どで行っている。一人でも多い笑い声、そして破顔・爆笑を･･･！

【お手伝いできること】
・健康づくり運動・体操、介護予防体操の指導

黒川
くろかわ

節

西川昌孝

せつ

 

名古屋 D(昭和区) 

　1928 年三重県生まれ。結婚を機に京都市に住む。夫の転勤に伴って、現在は
名古屋市に在住。高年大学やシルバーカレッジで友達づくり。ねんりんピック愛
知ファッション部門入賞。1987 年まで、県の青少年育成事業の一環である心の
電話ボランティア相談員として活動。現在、名古屋市緑の協会ランの館ボランテ
ィア。百聞は一見に如かずをモットーに、海外旅行では異文化に触れ、色々な人
との出会いもあり、自分を見つめなおす良い機会となっている。アジアに於いて
はバングラデッシュにも足を運び、現状を把握して以来、子供達の教育の為の支
援を続けている。変化を余儀なくされる昨今、グローバルな視野のもと、更に自
分自身も磨いていきたいと願っております。

【お手伝いできること】
・現在携わっているボランティア活動を続行したいと思っています。

名古屋 D(天白区) 

　1940 年生まれ。NPO 法人たすけあい名古屋にてケアドライバーや健康体操
教室のスタッフとして活動中です。平成19 年度ホームヘルパー、ガイドヘルパ
ー資格取得の他、「心身機能活性運動」の指導者研修を受け、専門性のある活動
を目指しています。
　在職時は広告会社に勤務し、企画・広報分野にも強いです。
　今後は認知予防などの介護分野を中心に、地域に働きかけていきたいです。実
践を大事にしたボランティア活動を心掛けています。

【お手伝いできること】
　高齢者の介護予防を目指した健康体操（心身機能活性運動）の指導・紹介。

篠田
し の だ

宏明
ひろあき

名古屋Ａ地区名古屋Ａ地区名古屋Ａ地区名古屋Ａ地区名古屋D地区
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さ か い

京子

ひ ろ お

 

名古屋 E(緑区)

　高校で数学を教えていましたが、退職して今は障害福祉サービス（ＮＰＯ）の
手伝いをしています。12 月から介護保険事業も始めました。
　他に、環境にかかわる活動にも参加しています。
　趣味として、今こだわっているのは、旧街道歩き（または自転車）です。中で
も鎌倉時代の東海道を探しながら歩くのが面白い。一緒に愛知県内を歩くメンバ
ーを探しています。

【お手伝いできること】
・授業についていけない子や外国から来た子に算数を教える。
・中高年にパソコンを教える。（ワード・エクセル・ＪＷ-Cad の基本）
・福祉サービスの相談

２５

福田
ふ く だ きょうこ

 

名古屋 E(緑区)

　1944 年生まれ。
　現在しているボランティアは、タイの子どもの里親、（特）日本レスキュー協
会（犬）のサポーター会員、また、地域での資源ゴミの分別等。4 月から電話で
の地域ボランティアをします。
　好きなことは、手芸・手編み・洋裁・料理・インターネットでの株取引等。
体操とコーラスのグループに所属。小さなことでも、お役に立て、より楽しく時
間を過ごしていけたらと思います。

【お手伝いできること】
・犬が大好きなので、犬に関することでのお手伝い。
・その他出来ることがあれば。

小野
お の

碩鳳
せきほう

 

名古屋 E(緑区) 

　私は、「まちの達人」の講座を受講し以下の達人を目指してデビューします。
Ⅰ．気軽にできる「まちの達人」として、「さくらの達人」「拍手の達人」「質
問の達人」「盛り上げの達人」「納得・賛成の達人」
Ⅱ．過去の経験も「まちの達人」に活かそう、「福祉の達人」「民生委員の経験
からの達人」「少年補導委員の経験を活かす達人」「社会福祉法人関係の達人」
「地域福祉関係の達人」
Ⅲ．まちの達人講座から目指す達人、「司会の達人」「居場所作りの達人」「余
興の達人」「パソコンの達人」「企画・アイデアの達人」等々

【お手伝いできること】
・１％の可能性を求めて挑戦しますので、上記の達人を基にお手伝いします。気
力でやってみる、駄目で「もともと」(しょせん素人)と思えばやれる精神、裃を
脱いだ田舎のおっちゃん。

小野
お の

登喜男

酒井浩朗

と き お

 

名古屋 E(緑区)

　1937 年生まれ。あいちシルバーカレッジ14 期卒業。ASC14 期OB 会副会
長。高年大学鯱城学園21 期卒業。緑区戸笠学区保健委員会会長として、献血、
市民健診、資源ゴミ分別推進等に携わっており、健康で明るく、綺麗なまちづく
りに寄与すべく、地域活動に励んでおります。
　座右の銘：「和を以って尊しとなす」
　趣味：詩吟、短歌、史跡探訪、読書

【お手伝いできること】
・詩吟を6 年間学び、日本詩吟学院練成会認可準師範を取得しました。
　!!詩吟を一緒に学びませんか!!
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や ま だ ひ で お

名古屋 E(南区) 

　1935 年生まれ。愛知県シルバーカレッジ修了。名古屋高年大学にも在学。
シルバーカレッジに入学し、交友関係が広がり、より多彩な人間関係を広げた
いと考えています。

【お手伝いできること】
名古屋市16 区の歴史を訪問して歩こう会の仲間づくり。　

竹中
たけなか

恵美子
え み こ

 

名古屋 E(緑区) 

　1936 年生まれ。平成7 年郵便局を定年退職し、現在、退職者東海事務局長、
同共助会理事、同愛知県幹事です。
　退職後は、着物着付教室、自分史教室、パソコン教室、日常英会話教室へ通い、
あいちシルバー大学へ入学するなど、現在も意欲旺盛に活動中です。
　今後も引き続き、勉強を続けていきたいと思っています。

【お手伝いできること】
　しばらくの間はシルバー大学の勉強と退職者等の役員業務で余裕がないかも
しれませんが、時間ができたら健康で身体を動かして出来るお手伝いをしたいで
す。

沢田
さ わ だ

障次郎

山田秀男

し ょ う じ ろ う

 

名古屋 E(南区) 

　1939 年生まれ。園芸管理士、樹木樹医博士。日本教育振興協会園芸技能学習
指導員としての経験もあります。
　樹木等に関する資格を生かしたボランティア活動を生きがいにしたい、と意気
込みは強いです。

【お手伝いできること】
　子ども達の居場所づくり、学校支援ボランティア、学校、家庭、地域の協働等。

名古屋 E(南区) 

　1931 年生まれ。70 歳を過ぎて、高年大学、シルバーカレッジ等で色々なこ
とを学び、学園祭、修学旅行等若い頃体験できなかった学生気分を満喫し楽しく
過ごしました。
　現在、名古屋市教育委員会スポーツ振興課ボランティア、NPＯ団体でのボラ
ンティア、高年大学OＧとして地域活動に参加し、私なりにボランティア活動を
続けています。年をとっても色々なことに挑戦させてもらえる世の中で、一人で
も多くの人と接し、優しく楽しくお互いが過ごせるように今後ともボランティア
活動を続けていこうと思っています。

【お手伝いできること】
　私に出来ることがあれば何でもお手伝いします。

小野田
お の だ

英子
ひ で こ

名古屋Ａ地区名古屋Ａ地区名古屋Ａ地区名古屋Ａ地区名古屋E地区
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も り え

英子

た つ お

 

名古屋 E(緑区)

　1946 年生まれ。町内会役員を務め、もともと地域の活動には関わってきまし
たが、今後さらなる活躍を目指し、奮闘中です。
　定年後の人生の生きがいとなるような、実りあるボランティア活動を模索して
いきたいです。
　剣道、柔道初段を保有。

【お手伝いできること】
イベントの手伝い、老人や障害者の手伝い。

２７

山口
やまぐち ひ で こ

 

名古屋 E(緑区)

　1940 年生まれ。伝統を守り、これからもしめなわをつくり続けたいと思って
います。
　田を作り、種を播き、刈り取りをして、ともう一度土にふれて原点を思い出し
たいです。こうした中から交流関係を広げ、助け合いの輪を広げ、共に活動した
いと思います。

【お手伝いできること】
　家庭菜園の手伝い。

服部
はっとり

定子
さ だ こ

 

名古屋 E(緑区) 

　1945 年生まれ。介護の経験を生かし、地域に貢献したいと考えています。

【お手伝いできること】
　高齢者との交流、環境美化。

前川
まえかわ

啓子

森江立夫

け い こ

 

名古屋 E(緑区)

　1941 年生まれ。ひまわり文庫、トワイライトスクールや朗読活動のボランテ
ィアとして参加しています。
　現在は、子供達に焦点をあてた朗読活動で「おはなしおばさん」を目指してい
ますが、絵本、おはなしを子供達だけのものではなく、高齢者とのジョイントを
してみたいという夢を持っています。
　人の「輪」と「和」を目指して、活動の輪を少しづつ広げることが目標で、人
の「輪」と「和」を通し皆が協力して共に生きる地域を目指しています。

【お手伝いできること】
　文庫活動。読み聞かせ、朗読.。イベントのスタッフ。



２８

平成18～20年度「まちの達人衆」 

い い だ ゆたか

名古屋 E(緑区) 

　1935 年生まれ。名古屋市緑区在住。現在は家庭で園芸、読書、油絵を楽しん
でいます。自動車部品製造会社を退職後、あいちシルバーカレッジ文化学科を
1996 年卒業。同窓会”ＡＳＣ六期会”を結成。2000 年名古屋市高年大学鯱
城学園武術学科を卒業。同窓会”一三美会”を結成。見学・研修と旅行・懇親等
の諸行事の世話人をしています。2001 年ホームヘルパー2 級取得。養護老人ホ
ームの車押しボランティアを3 ヵ年努めましたが、家庭の事情により現在はして
いません。趣味や資格を生かして、地道な活動を進めたいと準備中です。

【お手伝いできること】
・自家用福祉車両（車椅子付き）を持っていますので、通院・買物・遊楽等々に
ご一緒できます

鈴木
す ず き

鐵雄
て つ お

 

名古屋 E(緑区) 

　「人は孤独である。孤独が故に悩み苦しむ。」
　ある人が私に言った言葉ですが「間違いでもいい。電話がかかってほしい」と。
こういう人の手助けになれば良いと思っている。
　福祉も大事な仕事。同様に、心に悩みを持った人達に勇気を与え、明日の喜び
を持たせる様なことをしたい。

【お手伝いできること】
・過去の経験（テレビ･ラジオ番組企画、翻訳･デザイン･印刷会社運営、経営コ
ンサルタント業務等）を生かして、高齢者の支援活動を行いたい。

岡田
お か だ

博

飯田 豊

ひろし

 

名古屋 E(南区) 

　1942 年名古屋市出身。４年前、鉄鋼関係の会社を定年退職した。以後、同僚
ＯＢと同好会を作り、旅行・懇親等を深め、継続中。その間、2003 年公民会会
長、2004 年あいちシルバーカレッジ卒。名古屋高年大学にも在籍。色々な境遇
の人々との出会いがあり、人生に幅が広がった。今後更に、ボランティア活動を
したく、その手法を「まちの達人」養成講座で受講。将来は町内の高齢者を対象
とした、医療施設への車による移動が出来ればと思っている。

【お手伝いできること】
・地域活動への活性化運動
・各種イベント等の会場準備・後片付け
・公園、神社のゴミ回収及び除草
・グランドゴルフの指導等

名古屋 E(緑区) 

　1949 年生まれ。15 年前から少年野球のコーチを勤め、現役です。
　今後の人生の生きがい作りとして、人の役に立ちたいとやる気は十分です。

【お手伝いできること】
　野球指導、子どもの体力向上と学年を超えた“輪”づくりの場の提供、親子の
ふれあいをスポーツを通じて、より強めてもらうための場を提供したいです。
※料理が好きです。趣味で調理師免許を取りました。

山中
やまなか

正光
まさみつ

名古屋Ａ地区名古屋Ａ地区名古屋Ａ地区名古屋Ａ地区名古屋E地区
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ふじえだ

保彦

く に こ

 

名古屋 E(緑区)

　1939 年山梨県勝沼町に生まれる。
　1947 年ガールスカウト68 団を発団する。緑区文化協会副会長、緑美会実行
委員長、現代美術家協会会員となり、活躍中。児童画教室を開き、子供達よりエ
ネルギーをもらっている。1998 年ヘルパー2 級を取得して人材センターに所属
し、高齢者を介護しながら、生きがいと充実感を直に教えていただいている。ま
た、社会福祉協議会を通してグループを作り、地域の小中学校を訪問して、高齢
者疑似体験をさせている。

【お手伝いできること】
・体力モリモリ、何でもお手伝いに出かけます。一度声をかけてください。

２９

江坂
え さ か やすひこ

 

尾張北部(一宮市)

　戦後の学制改革による混乱期のどさくさ紛れに高等学校工業課程機械科を卒
業した、自動車整備工のＯＢです。60 の手習いならぬ70 からの手仕事、竹細
工のトンボの造形と出会ってから５年余り。自分なりに工夫を加えて進化させた
風車・モビール等、見ていただいた皆様の、“作ってみたい”との制作意欲を掻
き立てることができれば幸いと思っています。

【お手伝いできること】
・竹細工のトンボの造形、手作り玩具、折り紙ヒコーキ、切り紙ヒコーキ等。
竹細工、手作り玩具は若干の準備期間が必要ですが、折り紙、切り紙ヒコーキは
即応じられます。できるならば、親御さんも参加して頂きたいものです。

竹下
たけした

勝
まさる

 

名古屋 E(緑区) 

　1933 年生まれ。
　愛知県ASC 卒業。名古屋なごやか農学会第１期卒、名古屋鯱城学園21 期卒。
現在、鯱城民謡同好会所属。川崎瀧山社中所属。
　趣味は、囲碁、唄、習字、日曜大工、植木剪定。

【お手伝いできること】
・福祉施設等の慰問(民謡にて)

富田
と み た

美代子

藤枝クニコ

み よ こ

 

名古屋 E(緑区)

　名古屋市緑区に在住。
1993 年名古屋市社会福祉協議会、なごやかスタッフ。ヘルパー2 級
1994 年名古屋市身体障害者福祉連合会、盲人ガイドヘルパー。
2003 年上記の活動を中止。
2004 年愛知県防災ボランティアコーディネーター。愛知県防災カレッジ防災リ
ーダー。名古屋みどり災害ネットワーク会員。
200６年まちの達人自主結成グループ「おてまりの会」会員。
あいちシルバーカレッジ14 期生、名古屋鯱城学園23 期生

【お手伝いできること】
・地震や台風などの大規模災害に備え、「防災出前講座」

名古屋Ａ地区名古屋Ａ地区名古屋Ａ地区名古屋Ａ地区名古屋E地区 名古屋Ａ地区名古屋Ａ地区名古屋Ａ地区名古屋Ａ地区尾張北部地区
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ひらまつ きょうこ

尾張北部(一宮市) 

　1947 年生まれ。3 人の子育てをしながら洋裁の教室をし、今に至っています。
この間にもシニアライフアドバイザーの資格、子育て支援の養成講座を修了、趣
味として伊勢型紙を18 年続けています。
　地域の様々な人たちの手助けを受けたことに対する感謝の気持ちの恩返しの
つもりで、小物作りを通じて、子育ての支援をしたいと思っています。

【お手伝いできること】
・小物作り
・若い人たちの子育て支援
・話し相手

本多
ほ ん だ

伴子
と も こ

 

尾張北部(一宮市) 

　自営業（画材小売）を6 年前にリタイア。気功を15 年ほど前に始め、今はそ
れに筋トレとストレッチを加えて、健康づくりを地域の人たちと楽しんでいる。
その他に、環境問題を中心に勉強会を続けている仲間と、食生活改善に関心を持
って活動している仲間がいる。

【お手伝いできること】
・気功を中心とした健康づくり（中高年対象）
・“子どもたちの目に輝きを”を目標に、子どもたちに達成感や感動の機会を作
るお手伝いができたらうれしい。

寺本
てらもと

忠司

平松京子

た だ し

 

尾張北部(一宮市) 

　1937 年生まれ。愛知県に勤務し、平成10 年3 月に退職。その後3 年間、
特別養護老人ホームに勤務。入所者と話し合いをしたことが一番印象に残ってい
る。

【お手伝いできること】
・高齢者の移動介助
・施設入所者の話し相手

尾張北部(一宮市) 

　現在交通安全教育を仕事にしております。地域活動では、防災リーダーをし、
青少年活動では、ボーイスカウトのボーイ隊隊長、親子工作教室をやっておりま
す。
　体力の続く限り地域活動を通じ、青少年の健全育成を目標としております。

【お手伝いできること】
・青少年活動、特に自然のものや、自然にやさしいリサイクル工作を通じての、
良き親子関係を作る手助けとして、出張工作教室や交通安全講話

桐山
きりやま

正人
ま さ と
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むらやま

政子

ゆたか

 

尾張北部(一宮市)

　1941 年生まれ。クレーン士、2 級ボイラ技士、危険物乙4 類の資格があり
ます。自然豊かな環境で育ち、生物に親しんできました。趣味は花栽培、盆栽、
山野草、家庭菜園です。目下合理的な森林、都市の中の災害防止林づくりが必要
と思っています。

【お手伝いできること】
・花栽培、庭木の手入れ、家庭菜園、果樹、植樹

３１

髙木
た か ぎ ま さ こ

 

尾張北部(犬山市)

　1934 年生まれ。1956 年3 月愛知学芸大数学部卒業(現愛教大)。同年4 月
小学校へ赴任。1996 年3 月定年退職。その後地区の児童館でボランティア活
動に参加。現在地域のクリーンキーパーに加わり、環境(ゴミ分別、除草等)応援
ボランティアの活動中。太極拳、詩吟の趣味を活かし人との係わり合いを大切に
しており、今後もこの様な活動を通して地域の健康づくりの環が広がっていくこ
とを願っています。住みよい町、環境づくりに知恵を出し合って、「ゴミ拾う」
「捨てない」を合言葉にしたいです。

【お手伝いできること】
・地域における健康づくり等行事のお手伝い。
・子どもたちの登下校時の挨拶運動
・福祉施設慰問

牧田
ま き だ

良伸
よしのぶ

 

尾張北部(一宮市) 

　1936 年生まれ。地場の繊維産業に30 数余年携わり、その後老人福祉施設で
生活相談員として15 年余勤め終える。
　傾聴ボランティア講座など受講し、傾聴ボランティア活動中。駅前環境整備事
業（一宮市地域ふれあい課委嘱）に従事中。社会福祉法人の監事、一宮ＶＧＬの
会員。一宮市民活動支援センターのスタッフとしてボランティア活動へ一歩踏み
出した。

【お手伝いできること】
・介護保険制度など、複雑な制度のもと、困っている多くの人々に分かり易く説
明して手助けをする。
・高齢化した地域社会の活性化、他地域との交流を推進し、生きがいある「まち
づくり」に一助したい。

三田
み た

浩

村山 豊

ひろし

 

尾張北部(一宮市)

　1938 年台湾台北市で生まれる。6 歳の時台北市が空爆を受け、この世の地獄
を見るような戦災の悲惨さを身をもって体験。終戦後岡山県に引き揚げる。品物
不足、食糧難の中で育ててくれた両親の姿が目に浮かぶ。40 余年のサラリーマ
ン生活を終え、子どもたちもそれぞれ独立し、夫婦でのんびりと生活中。
　戦争の悲惨さ、平和の有難さを子どもや後輩に折にふれ話してきたが、組織だ
った活動はしていない。本来の目的を忘れ「主義。主張」の議論に走ることは好
まない。長年の勤務生活が終わったので、何か社会のためになることが出来ない
かと考え始めている。

【お手伝いできること】
・同年輩の皆様とのパソコン同好会の運営
・長年の計画・企画業務の経験から簡単なイベントの計画・企画のお手伝い
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さ か い や す お

尾張北部(江南市) 

　１９５４年３月、名古屋市西区の既製服工場に入社。1987 年２月、青森県田
舎館村へ単身赴任。そこでスーツ・ジャケット・パンツ・コート等の製造。
2000年に1 年間、中国青島、　天工場へ生産管理兼技術指導に行く。
　2002 年から2007 年まで青森県の洋服技能検定委員(国家試験)に任命される。
2008 年１月１５日で退職。

【お手伝いできること】
・洋服等の修理、寸法直し
・そのほかステッチワーク等で多少のアレンジ

倉知
く ら ち

好一
よしかず

 

尾張北部(岩倉市) 

　1948 年生まれ。旅行業に42 年間勤務。営業をはじめ、マーケティング・店
舗開発・新規事業開発・人事総務などを経験、2008 年3 月退職しました。
　これといった取り柄はありませんが、街の活性化などに参画できれば、これま
での経験が生かせるかと思っています。

【お手伝いできること】
・街の振興など街づくりの企画に参加
・障害者の就職支援活動・高齢者支援活動
・中高生に社会の仕組みや一般常識について講義
・青少年へ就職支援アドバイス（専門学校で非常勤講師の経験あり）

猪飼
い か い

静哉

酒井靖雄

し ず や

 

尾張北部(江南市) 

　1939 年、愛知県生まれ。53 年間、木工職人として勤務。２級建具技能士。
江南市ボランティア、ゴミ分別指導員養成講座終了、認定。その経験を活かして
お手伝いできればと思っています。

【お手伝いできること】
・木工仕事、ドア等の修理、金物の取り換え
・子どもたちの工作教室、物づくり等のお手伝い

尾張北部(稲沢市) 

　現役時代は仕事の多忙さに負けて社会奉仕がほとんどできませんでした。還暦
を過ぎ、町内会活動に参加するようになり、区長、お宮、お寺、老人クラブ等の
役員を歴任するようになり、団体の運営には一定の規則がある事に気づきまし
た。今回の学習を十分活かして今後の活動をしようと考えています。
　新しい組織を立ち上げることは無理と考えますので、既存の団体の一員となり
発展させようと思います。

【お手伝いできること】
・自分の出来る範囲でお手伝いしたいと思っています。

大野
お お の

徹
とおる
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う え の

忠悟

たけし

 

尾張北部(一宮市)

　1936 年生まれ。ボランティア活動として、①防災コーディネーター(社協)、
②尾西図書館ボランティア、③傾聴ボランティア、④VGL 会員、⑤氏子総代、
⑥木曽川町健康づくり推進員と多くの活動を意欲的に行っています。
　後の活動をより新鮮なものにするため、様々な視点から活動を見直すよう心
がけています。

【お手伝いできること】
　独居老人の傾聴活動をしたいが、それには複数（3 人以上）の人や、また近く
の方の協力も必要なため、協力者をさがしたいと思っています。

３３

佐藤
さ と う ちゅうご

 

尾張北部(一宮市)

　1938 年生まれ。愛知防災リーダー講習修了。現在は防災士として一宮リーダ
ー会に所属し、地域の防災活動に取り組んでいます。
　現在、視覚・聴覚・肢体障害者向けパソコン講習のサポートやボランティアコ
ーディネーターとしても活動しています。
　在職時に得た土木の知識を生かすべく、今後も防災ボランティアコーディネー
ターとして地域防災に積極的に取り組みたいと考えています。特に、自主防災組
織活性化の技術を身に付けたいと思っています。

【お手伝いできること】
災害活動ボランティアコーディネーター。

渡辺
わたなべ

光子
み つ こ

 

尾張北部(大口町) 

　高齢者、障がい者の外出支援、介護のお手伝いから始まったボランティア。今
では輪、和が広がり防災へと。楽しみながら、長続きのする活動を目標にしてい
ます。
　一人一人の思いを大切にし、人との関わりの中でお互いに育ち合える関係作り
を築いていきたいと考えています。

【お手伝いできること】
・高齢者の介護、視覚障害者の方の外出支援のお手伝い

岩田
い わ た

信男

上野 雄

の ぶ お

 

尾張北部(一宮市)

　1948 年生まれ。10 年以上前から身障者ボランティアとして地元で活動し、
現在は岩倉市NPO 法人「イキイキライフの会」で移動サービス担当員としての
活動も行っています。将来的には、身障者・お年寄りの移動サービス・家屋の修
繕やさらには地域活動に貢献したいと考えています。
　日商珠算1 級、同簿記3 級、第2 種電気工事士、小型船舶操縦免許(2 級5 ト
ン特定)電話級無線技士・日曜大工関係と多岐にわたる資格を保有。
　シニアライフを元気に、有意義に過ごしていきたいと思っています。

【お手伝いできること】
　身障者・お年寄りの方々の移動サービス。
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み つ だ けいいち

尾張北部(一宮市)

　1939 年生まれ。6 年間の民生委員を経験し非公式ではありますが、各種イベ
ントの事務局に勤務しました。
　組織をまとめる能力は人一倍。パソコン操作にも詳しく、インターネットを使
った交流は数多いです。
　ASＣ、一宮文化学科17 期生に在籍。学ぶ意欲も旺盛です。熟年後も充実した
生活を送りたいと思っています。

【お手伝いできること】
　パソコン操作、デジタルカメラ。

村田
む ら た

耕一
こういち

 

尾張北部(一宮市)

　1941 年生まれ。障害者対象パソコン学習支援団体、ありんこ所属。
　パソコン能力を活かし、なごや福祉用具プラザ等で障害者のパソコン活用を支
援。また、一宮市ボランティアグループリーダーの会（VGL）で4 年間事務局
を務めました。
　防災面での関心もあり、愛知県防災カレッジを終了後、町内での自主防災会活
動を設立中、その展開方法を模索しています。
　今後は、新しいボランティア活動分野も開拓したいと意気込んでいます。

【お手伝いできること】
障害者パソコン学習支援。

長岡
ながおか

聰江

光田惠一

さ と え

 

尾張北部(一宮市)

　1942 年生まれ。ホームヘルパー2 級。認知症キャラバンメイト。公立病院の
外来ボランティア、高齢者施設での傾聴ボランティア、シニアピアカウンセラー、
精神保健福祉ボランティアとして勉強中です。
　16 年に及ぶ病院外来のボランティアでは、様々な病状、障害を持つ人々に対
し、いかに良いサポートができるかを考えておりました。
　病院ボランティアが70 歳定年のため、今後は自分なりにできることを見つけ、
生きがいにしていきたいと考えております。

【お手伝いできること】
　シニア・ピア・カウンセリングの学びを生かして、ご高齢の皆様のお話をお聴
きし、「心の不安」に寄り添って差し上げられればと思います。

尾張北部(一宮市) 

　1941 年生まれ。通算35 年総務、経理の業務に従事しました。特に経理、税
務に精通しており、簿記検定2 級を所持しています。
　少年野球、子供会の指導、育成を通して地域に関わった経験があります。
　平成19 年8 月、再就職先を退職しました。
　今後はこれまでの経験を生かしたボランティア活動に取り組みたいと考えて
います。

【お手伝いできること】
　特別な技能はありませんが、気軽にお誘いしてください。ご一緒に活動したい
と思います。

澤田
さ わ だ

康孝
やすたか
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わ だ

繁子

た く お

 

尾張北部(犬山市)

　1935 年生まれ。戸数600 戸の町内会長、防災会長。
　専攻は機械工学、特に生産技術です。会社リタイア前は技術生産担当として海
外指導、環境、安全を総括していました。
　イラスト、パソコンに興味を持って努力をしており、毎年、イラストグループ
展に出品しています。
　高齢化した町内会の活性化、地域とも交流を推進するにあたって他地域の実
際、研究の動向を取り入れたいと思います。

【お手伝いできること】
まちづくりの企画、生産技術指導（中小企業）。

３５

松井
ま つ い し げ こ

 

尾張北部(稲沢市)

　1938 年生まれ。稲沢市社会福祉協議会ボランティア、一宮市社会福祉法人慈
雲福祉会傾聴ボランティアの経験があります。
　ノッポの会傾聴ボランティア講座、あいちホスピス研究会、シルバーカレッジ
修了。福祉分野でのボランティア活動に積極的に参加しています。
　また、その他にも万博ボランティア、ウェルカムなごやサポーターとして活躍。
名古屋を訪れる人々をもてなす心を大切にボランティア活動にまい進していま
す。

【お手伝いできること】
小物作りのお手伝い。

山内
やまうち

和子
か ず こ

 

尾張北部(一宮市) 

　1938 年生まれ。シルバーカレッジ修了。
　健康体操、貯筋教室等に参加し、現在「健康日本21 いちのみや計画」に基づ
く健康づくり養成講座を受講するなど、健康への関心は高いです。
　勇気を出してボランティア活動への一歩を踏み出し、市民活動支援センターに
参加中です。
　「保母資格」を更新し、立派な保育士証をもらいました。初心に返りたい、と
自己研鑽中。

【お手伝いできること】
　地域の高齢者や子どもたちが健康で元気に活動できるようお手伝いしたい。

山田
や ま だ

せつ子

和田卓夫

こ

 

尾張北部(一宮市)

　1940 年生まれ。今の私はボランティアと趣味（写真）で毎日結構忙しいです。
一宮観光ボランティアガイド、一宮市違反簡易広告物除去活動員、エコウォーク
会員、一宮市国際交流協会員などです。
　趣味は写真で、旅の思い出をクラブの先輩達とギャラリーや病院で、患者さん
の癒しの一助に、休憩に来た人の目の保養に、と毎月各所に展示しています。
　キッカケは身体的に市内活動が不可能になった時、隣組で出来ることを勉強
し、高齢社会におじさんとおばさんが一つの目的を持ち、和、笑、談で輪をつく
る居場所があると良いかと思いまして、参加しました。

【お手伝いできること】
　まちの美化。自分のやりたいこと。ご近所さんとエコウォーク。
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さ と う ひ さ こ

尾張北部(一宮市)

　1944 年愛知県名古屋市生まれ。現在、一宮市在住。医療と福祉関連会社に、
30 年勤務。介護保険制度の発足に伴い、診療所・介護施設等の事務管理業務の
アドバイザー的な役割に従事。又、患者・利用者に対し、医療及び介護、公的助
成制度、税制等なんでも相談室員としても従事。複雑な制度のもと、多くの困っ
ている人々に遭遇し、分かりやすく説明して、手助けをする仕事がしたいと考え
る。2006 年あいちシルバーカレッジ卒業。同好会「十二支作り」の講師として、
趣味の木目込を生かし、１０数人と開催中。
　趣味は旅行、ドライブ、木目込作り、手芸等。

【お手伝いできること】
・医療と介護に関する説明・相談
・独居老人とのコミュニティ（話し相手）

村部
む ら べ

君子
き み こ

 

尾張北部(一宮市)

　鹿児島空港の近く、湧水町生まれ。
　電話が恐くて何回も「タワケ」と言われた新入社員時代。寮生活、残業、日曜
出勤。知人とてない地域で一生懸命働いてきた。子供の独立。義母を引き取り、
看終えて今日に至る。市の「女性の生き方教室」の講座がボランティアの出発点。
「音訳」を経て、現在は「家族の会」で介護者のサポートをしている。団地での
スポーツクラブの補佐。会食や行楽を楽しんでいる。団地も高齢化が進み、「共
助」の時代が来る。頭の痛い問題です。

【お手伝いできること】
・介護体験談、介護者の支援、認知症の方のサポート、地域活動の支援

草田
く さ だ

守人

佐藤久子

も り と

 

尾張北部(一宮市)

　1939 年一宮市生まれ。
　退職後、町内会長・町会長会の会長（連区長）を務め、自治会活動をする。日
本防災士、県防災リーダー（一期生）の資格を取得し、地震防災の啓蒙運動をす
る。一宮観光ガイドボランティアに参加し、一豊公のゆかりの地をガイドする。
さらに、ウォーキングクラブの要請により史蹟等のガイドをする。又、博物館主
導の文化財ガイドとなり、毎土日曜日に隣接する寺院のガイドをする。
今後共、史蹟歴史文化を研鑽し、地域の文化振興の一助になればと思う。

【お手伝いできること】
・一宮博物館の文化財ガイド

尾張北部(一宮市) 

　1936 年京都府生まれ。
　一宮市民活動支援センターでボランティアグループの連携促進(援助相談)や情
報誌NPO 通信のスタッフとして活動中。
過去15 年間、趣味と健康づくりのために、カラオケ教室に通い、何とか独り立
ちができるようになった。最近カラオケを通して、何か世の中に少しでも貢献で
きる方法はないものかと模索していた時だけに、道が開けた思いがする。

【お手伝いできること】
・老人ホーム等、音楽慰問活動(歌唱中心)

北本
きたもと

清之
きよゆき
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い し だ

進吾

ひろし

 

尾張北部(扶桑町)

　1941 年名古屋市中区生まれ。1978 年から丹羽郡扶桑町（木曽川まで徒歩
15 分）に住む。息子達が独立し、妻と二人暮らし。電機メーカーに勤続し、
2002年に退職。あいちシルバーカレッジ13 期生。趣味は、退職後に始めた
ハーモニカ。クラブ仲間と町民音楽祭や文化祭、福祉施設等でのボランティア
演奏をしている。他の趣味はハイキングと海釣り。地域自治会書記として区民
への回覧文書やコミュニティ新聞つくりを担当中。今後は、“実直”を信条に、
「まちの達人」養成講座で学んだことや、自治会役員での体験を活かしながら、
地域に微力を注ぎたいと思っている。

【お手伝いできること】
・ハーモニカ演奏によるボランティア活動(町内及び近隣地域の老人福祉施設、学
校等でクラブのメンバーと共に合奏・独奏に行きます)

３７

渡邉
わたなべ し ん ご

 

尾張北部(扶桑町)

　建設会社に41 年余勤務。退職後地域の役員、老人会の役員にと地域の皆様と
のふれあいの機会も多くなりました。若い頃から日本古来の楽器の音色に魅力を
感じていました。尺八です。町に尺八同好会なるものがあることを妻から聞き、
参加して、現在に至っています。老人福祉施設等へボランティアに出かけたり、
町で恒例の音楽祭、文化祭が発表の場となっています。永年経験してきた建設関
係で建造物の構造調査など自分の能力を生かし「まちの達人」養成講座で学んだ
ことを参考にしながら、より一層輪を広げてボランティア活動ができることを目
指しています。

【お手伝いできること】
・尺八演奏
・古曲・民謡・童謡・歌謡・演歌

永島
ながしま

誉三
よしぞう

 

尾張北部(犬山市) 

東京生まれの犬山育ち。大手百貨店を定年退職後、植木屋となった。自然と植物
相手の毎日で充実した生活をおくっている。好きなことをやり、施主さんに喜ん
でもらい、収入が得られるということは何と幸せなことだろうと思う。3 年間の
修行は生涯現役として働く為の大変良い経験となった。趣味は海外旅行。訪問先
で植物園、公園、街並などを見るのは仕事の為にもなるし、大変楽しいものであ
る。他にはスポーツ全般。特に最近はテニス、サイクリング、ジムトレーニング
で健康を保っている。自分で自由に時間が使えるこの14 年間は楽しい毎日であ
った。これからも世のため人のために生きていきたいと思う。

【お手伝いできること】
・庭木の剪定・日曜大工程度の仕事

高澤
たかざわ

健二

石田 宏

け ん じ

 

尾張北部(稲沢市)

　1938 年愛知県稲沢市生まれ。サラリーマン時代は営業マンとして、全国各地
を飛び回る。1998 年定年退職後、7 年間程、区長や民生委員等、地域活動に専
念。サラリーマン時代に全国の名所旧跡の文化財に出合い、その素晴らしさに心
をひかれていた。地元稲沢にも素晴らしい文化財があり、それを公開できるよう
に、2003 年6 月に「文化財ボランティアガイド養成講座」が開設され、年15
回の講義を受ける。その後、2004 年、2005 年と3 年間講座を受講し、現在
は受講生と共に、「ふるさとガイドの会」会員として資料作成、ガイドの訓練等
をしている。特に城跡探索は機会があれば、どんな所でも出掛ける熱の入れ方で
ある。

【お手伝いできること】
・稲沢市文化財ボランティアガイド
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こ じ ま ひ ろ み

尾張西部(愛西市)

　印刷会社に勤務し、2007 年11 月に退職しました。「愛・地球博」にボラン
ティアとして参加。名古屋市交通局「おたすけボランティア」経験。趣味は鉄道、
ハイキング、雑学（パズル・クイズ等）です。
　今後、幅広く知識経験を深め、仲間作りをし、人とのつながりを大切にしたい
と思っています。

【お手伝いできること】
・高齢者を中心にイベントや街づくり活動に参加します。

神田
か ん だ

君子
き み こ

 

尾張西部(蟹江町)

　蟹江町須成で文具店を営業し、会社員の主人と2 人暮らしです。老後の生きが
いのため、健康生きがいづくりアドバイザー、日本レクリェーションインストラ
クター、ホームヘルパー2 級、日赤救急救命員、愛知食育ボランティア等、毎日
忙しく、生きがいを持って生活しております。

【お手伝いできること】
・施設で洋服のお直しがありましたら。
・ハンドクラフトの小物づくり
・書道、ペン習字、写経、等

牛田
う し だ

一正

小島弘美

かずまさ

 

尾張西部(愛西市)

　1925 年5 月生まれ。愛西市まちづくり市民会議委員。
若いころのマッサージの経験を活かして、老人福祉センターで、毎月の第2 と
　第4 の月曜日にマッサージのボランティアをしています。
現在朗読のグループで勉強中です。

【お手伝いできること】
・老人の方のマッサージのボランティアをさせていただいています。子供会、シ
ルバー会、任意団体、ＮＰＯに参加してお手伝いがしたいと思います。

尾張北部(扶桑町) 

　保育士として長い間かわいい子供たちに関わってきました。園ではお年寄りと
のふれあい行事もあり勉強になりました。介護保険制度ができてからは仕事やボ
ランティアで100 歳以上の方に出会い、元気をもらっています。人が好き、音
楽が好きという私はチャレンジ精神が旺盛で、若い人にも交わって地域の保存会
で神楽囃子の笛を吹いています。また、音楽療法士の認定を受け、子供から障害
者、高齢者、健常者まで音楽で心と体の癒しを提供しています。ハーモニカ演奏
では町のクラブ員と共に、老人福祉施設や保育園で活動しております。

【お手伝いできること】
・子どもから高齢者までの音楽療法
・高齢者いきいきサロン企画担当
・ハーモニカ演奏など

渡邉
わたなべ

幸子
ゆ き こ
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もり

正司

としひと

 

尾張西部(愛西市)

　1950 年生まれ。金融会社に27 年間勤務後、親の介護のため早期退職し、東
京から愛知県にU ターンしました。
　地元への愛着心は人一倍です。
　周辺地域は少子高齢化が急速に進んでおり、今から地域にできることは何か、
退職後の生きがいも見出すべく奮闘中です。
　宅地建物取引き責任者資格を保有。

【お手伝いできること】
　昔とった杵柄で資産や不動産に関する相談や書類作成などの事務作業、初歩か
らのパソコンサポートなどがお手伝いできます。

３９

飯田
い い だ ま さ し

 

尾張西部(七宝町)

　1942 年生まれ。2007 年3 月に65 歳で会社を卒業しました。
　現役時代の建築関係の継続で、地域での活躍の場を求め、まちの達人に名乗り
を上げました。
　取得資格は1 級建築士、応急危険度判定士（愛知県のボランティア活動をして
います）など。

【お手伝いできること】
　災害時に備えて、建物の応急危険度を測定。今後、海部地区の“まちの達人”
の方々と交流を図り「お手伝いできること」を増やそうと思っています。

久米
く め

理一郎
り い ち ろ う

 

尾張西部(清須市) 

1941 年生まれ。ビールメーカーで製造、営業を経験し、2003 年に退職。
退職後は、サキソホーンの特訓とジャズ理論の学習を重ね、KJC（キヨス・ジ
ャズ・クラブ）を結成し、市の催事を中心とした演奏活動でボランティア活動を
行っております。
　清須市誕生を機に、特徴のあるまちづくりの一環として、市民による演奏活動
を通して豊かなまちづくりを目指し、青少年の健全な育成及びはつらつとした高
齢者への生き方に繋げたいと考えております。

【お手伝いできること】
　ジャズＰＯＰＳの指導。

横井
よ こ い

久恵

森 敏仁

ひ さ え

 

尾張西部(清須市)

　1940 年生まれ。愛知県シルバーカレッジ修了生（16 期）。清須市給食サー
ビス（友愛給食）月1 回・65 才以上の一人暮らしの方々へ給食サービスの調理
手伝い、清須市西枇杷島町ボランティアふれあいひろば（男の料理教室）月1 回
地域高齢男性の料理教室での講師手伝い等をしています。
　私が今日まで健康に生きさせてもらったことに感謝の気持ちをこめて、何か小
さいことからお手伝いできたらと思い、勉強できる場があったらまず勉強させて
いただきたいと思いました。

【お手伝いできること】
　料理好きを活かした活動や、調理ボランティアを始めようとする他団体のお手
伝い。
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八尾
や つ お

勇
いさむ

 

尾張西部(津島市)

　小さい単位クラブの会長をやっています。今、少子高齢化が進む中、会員の死
亡者と脱退者が多く、新規加入者が少なくなっておりますので、会の存続を危惧
しております。如何にして会員を増やすか、役員一人一人が近所の方に呼びかけ
るのが良いかとも思いますが、一般住民の方に対して会の魅力が乏しいようでは
勧誘しにくい。今までの行事と内容に変化を持たせる為、役員全員で議論、討議
して来期には実行に移し、会も変わったなと地域全体に浸透させたいと思ってお
ります。その行事の内容決定方法として、今回習得したワークショップ方式を全
役員で実施したいと思っております。会全員で、元気で心豊かな長寿社会にした
いと思っています。

【お手伝いできること】
・地域の高齢者の方が、健康で趣味を生かし、この美しい環境の町に住んで良か
ったと思えるように、皆さんと協力したい。

寺西
てらにし

基樹
も と き

 

尾張西部(甚目寺町)

　1940 年生まれ。
　シルバーカレッジ卒業。趣味はウォーキングで、町内会長も勤めていました。
　今後は地域社会との関係強化を図って行きたいです。

【お手伝いできること】
　車の運転、送迎サービス、庭の手入れ、草刈りなど。

尾張西部(甚目寺町) 

　1939 年生まれ。8 年前、高齢者、身障者を対象とした住居バリアフリー事
業を立ち上げ、継続中です。
　危険物取扱、公害防止管理者、冷蔵機取扱主任、エネルギー管理士他、多く
の資格を持っています。
　「まちの達人養成研修」への参加をスタートに、今後は地域社会に役立つ活
動をしたいと意気込んでおります。

【お手伝いできること】
　現在、介護事業所を運営していますので、介護保険に関することが可能です。

武田
た け だ

章
あきら

こ く ぼ みのる

尾張西部(大治町)

　1939 年生まれ。大工として活躍した経験から、大治防災ボランティア副会長、
愛知県防災ボランティアコーディネーター会員、あいち防災リーダー会員を勤め
ています。
　趣味のハーモニカ演奏を通じたボランティア活動も、毎月8 回程度行うなど、
積極的な演奏活動を行っています。中部ハーモニカ（協会）連盟会員理事、大治
ハーモニカクラブ代表。二級建築士、耐震診断員の資格を生かし、災害時にも活
動できる木造住宅大工として地域に貢献していきたいです。

【お手伝いできること】
　災害時ボランティア、出前ハーモニカ演奏活動。

小久保稔
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い と う

信廣

ひであき

 

尾張西部(弥富市)

　1927 年生まれ。名前は「イトウヒデアキ」と申します。ヒデは英雄のエイ、
アキは昭和のショウ。従って、音読みで「エイショウ」ということになり、親し
い友達は「どうでもエイショウ」、「何でもエイショウ」と、頭を指差して、
励ましてくれています。製造元の両親としましては、さぞかし「昭和の英雄に
なれ」と名づけたものと思います。私自身は、どうせ言われるのならば、姓名と
もに「一等Ａ賞」と言われるように願っています。
　現在カタリベ小劇場の部員。男女合わせて24 名平均年齢77 歳、毎年1 回社
教センターで公演。今回8 回目に向かって練習中。内容は昔話・唱歌・伝承芸能
など。

【お手伝いできること】
・まちづくり尾張西部の会に加入し、出来る事をお手伝いしています。

４１

徳竹
とくたけ のぶひろ

 

尾張西部(美和町)

　1940 年九州福岡生まれ。
　26 歳、名古屋市南区にて鉄工所経営。（ガス会社の輸送工業配管工事）
40 歳、倒産。書籍取次業開業。（大手出版社の代理店）54 歳、廃業。名古屋
市にて便利屋開業。（トータルサービス）あらゆる仕事をしてまいりました。
65 歳、加齢のため、廃業。
　現在は、ボランティアコーディネーターとして啓発に頑張っている。また、県
の防災カレッジを受講。

【お手伝いできること】
・雑用、体を動かすことなら何でも。

三枝
さいぐさ

豊明
とよあき

 

尾張西部(愛西市) 

　私は信州松本の山里育ち。18 歳で名古屋に出稼ぎ、以来42 年間、伊勢湾周
辺の火力発電所で昼夜を分かたず働いてきました。『住みよい街づくりは、
“お互い様”の助け合いから』を、モットーに『心機一転』、地域に根ざして
頑張ります。①寝たきり居宅介護②働き方や保険・年金のこと。③地震・防災の
こと。④電気や技術のこと。⑤パソコンのことなど、とりあえず、『疑問』や
『困り事』の相談は、何でもどうぞ。

【お手伝いできること】
・防災アドバイス、防災懇談会など、防災意識の向上の活動
・まちづくり・街おこしに「リバーサイド・フラワーガーデンづくり」を一緒に
やろうよ。

坂田
さ か た

敏美

伊藤英昭

と し み

 

尾張西部(愛西市)

　1994 年から2000 年ホームヘルパーとして活動。2000 年から、ホーム
ヘルパー講師。介護福祉士、介護支援専門員も。現在、「愛西市まちづくり市民
会議」委員。「福祉・保健・医療・安全」のお年寄り部会に参加。実践の場とし
て、月一回の有償サービスによる「お楽しみ会」を始めました。お年寄りとボラ
ンティアがお互いに助け、助け合い、楽しみ、楽しむ。お年寄りの生きていかれ
る力とボランティアの生き甲斐になる集まり。こうした会を地域に拡げていきた
いと思っております。

【お手伝いできること】
・家庭介護等の相談・指導
・和服リフォームの相談・指導
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と や ま のぼる

尾張東部(豊明市)

　1935 年、豊明生まれの豊明在住。
　一期一会のお付き合いに心がけ、長い人生での健康的な趣味が数多くある。
　写真個展開催、ジョギング、マラソン、山登り、自転車遠乗り散歩、芭蕉の奥
の細道全行程マラソン走破、県内88 市町村の全庁舎を健康マラソン訪問完走、
あいちシルバーカレッジ卒業、豊明市花いっぱい運動参加、ゴミのポイ捨て防止
活動参加、生涯学習講座でのマジック教室で活動中。

【お手伝いできること】
・数多い趣味の中で、保育園児から高齢者福祉施設の皆さんまで喜んでもらえる
のがマジック。子供会、福祉施設の慰問等、妻と二人で出掛けます。

林
はやし

陽三
ようぞう

尾張東部(日進市)

　戦後の物の無い時期に育ち、様々な物の修理を覚えました。使い捨てから修理
して使う時代に変わろうとしています。おもちゃも含めて電気製品や機械等、い
ろいろな物を修理します。封入ガスは扱いませんが、その他の部分は修理します。
修理不能もあり。公共施設の設備の修理見積もりの取り方も教えます。

【お手伝いできること】
・ものの修理・木工・パソコンを使う
・ポスター(A3)の制作・ブログの作成・事務局
・経理処理・(大型)車の運転・グループワーク・W.S.

外山 登

三宅
み や け

佐喜子
さ き こ

 

尾張東部(春日井市)

　1943 年生まれ。岐阜県東濃の山深い村育ち。中学卒業と同時に親元を離れ、
他人の中で過ごす。
　43 年前、ダムで村は水没。以来、春日井市の住民となる。
定年退職して自由となった身。ハラハラ・ドキドキを求め、動き回っている。
　「まちの達人」もその一つ。

【お手伝いできること】
・障害者の相手（つきそい・遊び）
・ゴミ拾い（環境美化）
・特養利用者の相手（誘導。話し相手）
・紙芝居・朗読

尾張東部(瀬戸市) 

　私は、今のところ健康なシニアの一人です。10 数年前に両親と別れ、受け継
いだDNA の良さが、今明るく元気な生活の出来ている要因と、感謝の日々を過
ごしています。仕事人生をハッピーリタイヤ後、家事仕事にサークル活動、地域
での婦人部活動、自治会活動をしています。そして「愛・地球博」でボランティ
アを始め、その後の『おもてなしボランティア』として多くの出会いを楽しみな
がら、瀬戸を訪問の皆さんに歴史と文化を少しでも知っていただきたく、笑顔を
モットーに過ごしています。

【お手伝いできること】
・どのような小さなことでも、チャレンジしたいと思っています。

三浦
み う ら

朝見
あ さ み
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み ず の

年伸

ひ さ こ

 

尾張東部(瀬戸市)

　1934 年生まれ。短大図書館司書として立ち上げから30 年間勤務しました。
　応用心理士の資格も持っています。特に芸術療法を主にした活動に興味があ
り、本の読み聞かせ、心理相談などができます。
　3 年間、瀬戸市の「窯垣の小径」観光ボランティアを勤め、地元についての知
識も少々あり、「ＡＪＵ自立の家」でもボランティアをしています。

【お手伝いできること】
　本の読み聞かせ、心理相談、初歩の英語指導、子どもの絵画指導。

４３

竹市
たけいちとしのぶ

 

尾張東部(春日井市)

　1940 年生まれ。30 代の時、水泳指導員C 級を取得し、1 年間ぜんそくの
子供に水泳を指導しました。
　40 代後半に潜水士の資格を取得し、現在も継続中です。50 代後半の時、ダ
イビング仲間と共同で神社の奉納舞台をゆずりうけ、山荘を作った経験があり
ます。
　これらの経験から、地域で助け合うことにより、人々の人生を楽しく、豊か
にできるのではないか、助け合うことでお互いに成長できるのではないかと考
えています。

【お手伝いできること】
　子どもやお年よりの安全を守ることなど地域の防犯、防災に関心があり、私
も学んでいきたいです。

加藤
か と う

良行
よしゆき

 

尾張東部(長久手町) 

　マンション管理組合の理事長として、周辺住民のためになる自治活動を目指
し、自治会の連合会組織を立ち上げ、準備委員会のメンバーになっています。
地域の問題として周辺住民と共に、自治会活動の活性化というテーマについて行
政と共に考えたい。また、世代交流を進め、暮らし易い地域づくりを住民と共に
していきたい。

【お手伝いできること】
・説明会や連絡などの広報作成や、意見を取りまとめ、要望書や協定書を作成し、
事業者や行政と交渉すること。

中野
な か の

和子

水野壽子

か ず こ

 

尾張東部(瀬戸市)

　1938 年生まれ。ホームヘルパー2 級。愛知県、名古屋市レクリエーション修
了。
　日本赤十字社救急法受講を経て、現在は東山動物園春秋救護所開設、3B 体操、
八事日赤外来ボランティア等で活動しています。
　防災に関しても興味があり、あいち防災カレッジを修了、防災士資格を取得し
ました。愛・地球博ボランティアとしての活動経験もあります。
　人の前で話すのがあまり得意ではありませんが、積極的に取り組んでいきたい
と思っています。

【お手伝いできること】
製本、紙に対することでお手伝いできます。救急法、三角巾使用手当法
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すぎうら き み こ

尾張東部(豊明市)

　1945 年生まれ。会社を定年退職し、シルバーカレッジに通いました。
　今まで会社と家の往復だけで社会に対して無関心でした。
　定年になり時間に余裕も出来ましたし、身体もまだまだ動きますので、社会参
加できたらと思います。
　趣味は水泳、テニス、絵画、洋裁、登山。

【お手伝いできること】
　何も資格はありませんが、何でもやらせていただきます。身体は健康です。

後藤
ご と う

繁雄
し げ お

尾張東部(日進市)

　1947 年生まれ。42 年間在職した建築物メーカーを退職しました。地域貢献
し、人の役に立ちたいと考えています。
　建築物環境衛生管理技術者、東京都公害防止管理者、昇降機検査資格者、危険
物取扱者(乙種4 類)、第二種酸素欠乏危険作業主任者等、各種建築資格を保有し
ています。自衛消防技術も学び、ビルの設備管理経験も豊富です。
　建築業に携わってきた経験を活かし、住みやすい環境作りに参加したいです。
特に建物設備診断、営業経験を活かした情報収集に興味があります。

【お手伝いできること】
　公園遊具の安全点検。建物設備(機器)の情報収集。

杉浦喜美子

林
はやし

京子
きょうこ

 

尾張東部(春日井市)

　1947 年生まれ。花、水、緑、竹の会で自然と人との共同の営みを実践して
います。街路や公園の花・緑は町の人工性を和らげ、生命の営みや季節の移ろ
いを感じさせ、潤いある景観を形成しています。
　そのお世話を通じ、人の交流を活発化し感性を育む場になればうれしいです。
　今後は地域活動に参加していきたいです。

【お手伝いできること】
　花壇作り、手入れ、花植え、草取り、プレゼント作り、行事の手伝い、レク
レーション、買い物の付き添い、お話相手等、何でも出来ることはお手伝いし
ます。

尾張東部(春日井市) 

　1938 年生まれ。小学校6 年生まで全校生徒オルガン奏法を学びました。中
学生になってからも続けて現在に至ります。
　30 歳まで12 年弱幼稚園に勤めながら、ピアノその他の楽器に親しむことが
出来ました。現在、ピアノ教室を開いています。指の運動も兼ねどなたでも尋
ねてきてください。
　そのほか、人体経路治療法を学んでおり、心と体がもつれてあちこち痛む方、
声をかけてください。お役に立ちたいと思っております。

【お手伝いできること】
ピアノ指導。人体経絡治療手伝います。

布目 子
ぬ の め ひ ろ こ
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よ こ い

秀穂

あきのり

 

尾張東部(東郷町)

　1934 年生まれ。1956 年名大（経済）卒業。サラリーマン生活を送り、第
二の人生6 年間。その後、名大教育学部や中京大学で数年にわたり、臨床心理学
等や老齢心理学を学びました。
　日福大大沢総長方と地域異業種文化交流の会「よしの会」や、名市大人文社会
学部・人間文化研究科の「市民学びの会」立ち上げに市民側委員として参加。
　認知症に関心あり、共和病院河野和彦ドクターの著書を中心に勉強、傾聴ボラ
なども勉強しています。

【お手伝いできること】
　「認知症の一般知識」をお話することに多少の自信あり。

４５

久保田
く ぼ た ひ で ほ

 

尾張東部(瀬戸市)

1940 年生まれの水瓶座。電気会社の技術、営業畑で42 年間を勤め上げ、定年
7 年目を迎えた。まだまだ元気熟年男。趣味で始めた陶芸も10 年になり、これ
からも仲間と一緒に楽しみながら続けていこうと思っている。
私の夢は、この趣味を生かしながら陶器で作る「ライトオブジェ」で街並み、川
沿いを照らすプロジェクトを立ち上げること。子供達からお年寄りまで市民参加
型で、それぞれの思いの「ランプシェード」を作りあげ、油壺での「やさしい光
のゆらぎ」を作っていく。まず5 個、10 個からはじめ、500 個、1000 個の
光の通りを作るのも夢ではないと思っている。

【お手伝いできること】
・陶芸の手伝い―ロクロ、手びねり等製作の補助

横井
よ こ い

鈴子
す ず こ

 

尾張東部(日進市) 

　1941 年生まれ。日進シルバー人材センター登録、愛知県シルバーカレッジ
17 期生。日進高齢者教室在籍。
　昨年22 年間の会社員生活を退職し、第三の人生を見つけようとまちの達人研
修に参加しました。
　各方面でご活躍されている方々と出逢い、ちょっと戸惑いを感じています
が・・・
　健康に感謝し、自分なりに何かお手伝いが出来たらと思っています。

【お手伝いできること】
　お話し相手・食事作り・初歩のパソコン指導。

片岡
かたおか

芳明

横井昭典

よしあき

 

尾張東部(東郷町)

　1933 年生まれ。転勤で名古屋へ来てから50 年余り愛知県の空気を吸ってい
ます。94 年の退職を機に、人の為に活動することはないかと考え、町主催のパ
ソコン教室、生き生きシニアライフ、町大学講座、あいちシルバーカレッジ、ま
ちの達人養成研修を受講しました。
　資格は、ボイラー技師、衛生管理者、Ｘ線取扱者、危険物取扱者、防火管理者
等があります。これらが有効に活用できるかどうか分りませんが、地域のお役に
立ちたいと考えています。

【お手伝いできること】
　年金者の会に入り、貧困と格差社会を無くす力の一端となって、活動を支援し、
より多くの人々の喜びと明日への希望をつなげられる手伝いをしたい。
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か と う

尾張東部(春日井市)

　1943 年三重県生まれ。
　1999 年に銀行を退職。2006 年市の外郭団体を退職。2005 年愛知万博ボ
ランティアに参加し、楽しさを知る。広く情報・知識を得たくて「まちの達人」
養成講座を受講。「口三丁手五丁」というところ。ワード・エクセル・簿記は
少々心得あり。体力・持久力は自信あり。只今、家庭菜園に熱中。現在アンテナ
を高くして自分に何が出来るかを模索中。

【お手伝いできること】
・各種イベントのお手伝い
・パソコンを使うこと
・体を動かすこと

石井
い し い

サワ子
さ わ こ

尾張東部(豊明市)

　私は１９４５年に看護婦に、１９４８年に保健婦となりました。
保健婦として、戦後の食糧難や伝染病予防にと一所懸命働いてきました。
今は障害児施設の子どもたちと散歩のボランティアをしております。

【お手伝いできること】
・私も80 歳になりますので、今後は話し相手か近くの散歩程度になると思いま
す。

加藤とよみ

丸山
まるやま

好雄
よ し お

尾張東部(瀬戸市)

　生来の不器用で、子供の頃から何をやってもモノにならない小生だが、70 年
の人生でいつの間にか体の一部になったものが三つある。下手の横好き大工と自
然まかせの偶然園芸。そしてオンボロ・さすらいの旅がそれである。一方、「ま
ちの達人」養成講座でウーマンの素晴らしいパワーを感じ、大工と園芸の分野で
及ばずながら社会のお手伝いをするのが妥当との結論を得た。高齢者宅の段差を
なくしたり、偶然にできた草花や野菜を使ってもらうなどの分野でお役に立てれ
ば、自らの生きがいにもなり、ダブル効果が期待できそうで、早速その筋との折
衝を始めた。

【お手伝いできること】
・下手の横好き大工（棚吊り、段差解消、手すり取り付け等）
・電気器具の小修理
・省エネ手法の伝授

尾張東部(瀬戸市) 

　1933 年名古屋市生まれ。現在、瀬戸市に在住する。
　永らく勤めた勤務先を定年退職したのち、乞われて地元の老人クラブ、自治会
などの役職に各々2～3 年従事するが、この機を境に、ボランティア活動への関
心を持つ。2005 年、あいちシルバーカレッジに入学。同年、「愛・地球博」の
開催で瀬戸市が立ち上げた「おもてなしボランティア」に参加、環境問題に取組
む市民団体「ECO・にこにこ瀬戸」とともに現在も活躍中。これらの体験で、数
多くの人々との出会いと交流を深めるに至り、ボランティアやNPO 活動に一層
の関心を深めた。「まちの達人」養成講座の受講は、千載一遇のチャンスと受け
止め、さらなる実践を重ね、自身が出来る地域活動で貢献していきたい。

【お手伝いできること】
・パソコンによる各種の資料作成

西尾
に し お

務
つとむ
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４７

伊三夫高梨
たかなし い さ お

 

知多地区(東浦町)

　東京に30 年、神戸に10 年住んでいました。愛知県に住んで20 年になりま
す。工場の片隅で技術者として過ごしました。子どもの頃から物を作るのが得意
で、凧作りなど小さい工作をやります。かつて2 度入院（手術）したことがあり、
その時病室で思いました。「片手のない人は両手のない人の世話が出来る、片目
のない人は両目のない人の世話が出来る。誰でも十分ではないにしろ、誰かの世
話が出来る」と。定年退職し時間に余裕が出来ましたので、体の不自由な人の世
話をささやかながらしたいと思います。

【お手伝いできること】
・自動車での送迎� ・簡単な修繕・営繕� ・木工等小物の工作
・花壇の手入れ等の園芸� ・囲碁の相手（初段）

木村
き む ら

守男
も り お

 

知多地区(東海市) 

　名古屋市に生まれ、昭和30 年代に東海市に移り住みました。平成の年号にな
ると同時に定年退職し、ほぼ東海市の発展と共に生活してきた感を強く持ちまし
た。退職後は、何か東海市にお返しができるようなことをと、感謝と奉仕の志を
持ち続けましたが、市の細井平洲先生の講座を聴講するうちに、平成の時代こそ
先生の素志・まことの心が生かされるべき時代だと痛感するようになりました。
残る人生は、平成の平洲たるべしと決心した次第であります。

【お手伝いできること】
・細井平洲先生誕生の地、東海市を中心に、広く平洲先生の素志・まことの心を
原点に現代社会を乗り越えるための人生哲学を語ってゆきたいと思います。テー
マは、「まごころ教育は家庭から、地元から」ほか。

やまかわ のぶおき

 

知多地区(半田市)

　1937 年北海道生まれ。
　仕事一筋で進んでいたが、怪我で3 か月会社を休んで目が覚めた。定年4 年
前から地域に溶け込み、ボランティア活動開始。高齢者と子どもの交流、自然に
親しみ、自然から学ぶことに力点を置いて活動している。

【お手伝いできること】
・布ぞうり作り、竹細工、もちつき、ツルかご編み、
・キャンプ
・初心者向けパソコン等

山川信興

加藤
か と う

弘人
ひろひと

 

知多地区(大府市)

　現在、和菓子店の経営者（3 店舗）。43 年間の和菓子作りの経験があります。
和菓子で感じる四季、作る楽しさ、奥の深さ、食べる楽しみ等を多くの方に体験
していただければと思います。和菓子作りの経験を活かして一緒に和菓子を作り
たいと思います。

【お手伝いできること】
・和菓子作りの講師。和菓子作りの出来る場所を提供していただければ、材料を
用意致しますので、一緒に和菓子を作りましょう。
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か と う まさる

知多地区(大府市)

　1939 年生まれ。平成16 年度あいち健康推進リーダー研修を修了、現在はあ
いち健康プラザにて体力測定の補助をする傍ら、大府市健康づくり推進員として
の研修を受講しています。健康づくりには人一倍関心があり、自らもあいち健康
プラザで筋力トレーニングを行っています。
　地元、森岡の自治会活動、防犯パトロール、大府市男女共同参画審議会委員、
ＮＰＯ設立準備委員と退職後は地域の活動に積極的に携わっています。
　見聞を広めるべく、大府市メンズカレッジ受講中です。健康づくりと地域貢献
分野で、更なる活動の幅を広げたいと思っています。

【お手伝いできること】
　健康づくり、地域活動。

辻川
つじかわ

政子
ま さ こ

知多地区(知多市)

　194７年生まれ。現役看護師です。
　地域の役に立ち、自分らしく生きるためのヒントを得たく、様々なことに挑戦
中!！
　災害救援ボランティアコーディネーター・成年後見制度・認知症サポーター養
成の各講座等受講。
　ボランティアでは、セントレア空港での案内や、ディサービスで高齢者の話し
相手。インストラクターとして心肺蘇生＋AED 普及活動等々。

【お手伝いできること】
　災害救援ボランティアコーディネーター、高齢者の健康サポート。

加藤 勝

森
もり

文男
ふ み お

知多地区(武豊町)

　1943 年生まれ。
　ヘルパー2 級。障がい者に関わるボランティアをぼちぼちやっています。
　名古屋の施設で重度障がい者が、道具(電動車いす、トーキングエイド等)を自
在に使って活動する姿に触れ、「道具だ！」と感動。武豊地方にも普及したいと
思っています。

【お手伝いできること】
・道具がくれる笑顔・・・“チーム自助具in たけとよ”
　自助具制作チームを始動しました。

知多地区(東浦町) 

　1948 年、知多半島に生まれる。自称、「知多半島の百姓」。花卉専門の種苗
会社で花卉生産、花庭の創出。大勢の人たちと「街の花飾り」や「イベントの花
飾り」を創っているときが最高に楽しい。
　「花と緑」で楽しく暮らしましょう！

【お手伝いできること】
・花と緑を介した「花育」（幼稚園、小学校）
・花壇づくり（子ども会・コミュニティなど）
・空中花壇・街の花飾り（コンテナ・ハンギングバスケットなど）
・ふれあい広場づくり
・イベントの背景、飾り

戸田
と だ

和光
かずあき
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た か い

正和

まさひち

 

知多地区(東浦町)

　1937 年九州(大分県)生まれ。資格はフォークリフト、玉掛け、床上操作式及
び無線クレーン操作、ガス溶接、砥石取替え、産業ロボット・低電圧取扱などの
各種資格を保有しています。
　子どもが交通事故、事件、いじめ等にあわないような明るい地域社会の輪をコ
ミュニティ活動等を通じて広げたい。
　そして、これから定年を迎えられる方はもとより若年層に、このような活動が
あることをアピールしていく事も課題だと思っています。

【お手伝いできること】
　一人暮らしの方の傾聴・散歩・料理の手伝い。高齢者、外国の方などと防災
（避難経路、場所、家屋の転倒防止等々）の共助。

４９

津田
つ だ まさかず

 

知多地区(東浦町)

　1942 年生まれ。平成15 年ホームヘルパー2 級修了。平成16 年には視覚障
害者移動介護従業者養成研修修了。東浦町の社会福祉法人愛光園でボランティア
活動も行いました。
　地元で高齢化が進み、一人暮らしの老人世帯が増えてきていることから、施設
ではなく地域で集まって話し合う場所を作りたいと考えています。
　地域の中でも外でも、広い社会と関わっていきたいと思っています。

【お手伝いできること】
　高齢者の集まる場所作り。

冨田
と み た

和宏
かずひろ

 

知多地区(知多市) 

　1940 年生まれ。氏子総代、知多市ボランティア、あいち防災リーダー、防災
士、愛知県健康づくりリーダー、岡田街づくり準備会会員とボランティア経験は
様々です。
　FA(フィナンシャルアドバイザー)、FP(フィナンシャルプランナー)、教員免許、
さらにホームヘルパーの資格も持っています。
　何か地域で役立つことをしたい、と知多市のボランティアを皮切りに、現在は
多くの時間をボランティア活動に費やしています。
　地元を活性化する「まちの達人」になるのが将来の夢です。

【お手伝いできること】
　防災啓発。

矢野
や の

寿宏

高井正七

としひろ

 

知多地区(知多市)

　1941 年生まれ。現在、ＮＰＯ法人ゆいの会にて有償介護ボランティアとして
活躍中です。
　地域で助け合える介護を目指したいです。

【お手伝いできること】
　介護支援。
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い な けんきち

知多地区(常滑市)

　1941 年生まれ。青年時代ボーイスカウトの指導者をしたことから「人のお世
話をするように、人のお世話にならぬように」をモットーにしてきました。定年
退職後、企業の顧問をしながら、地域の区長、氏子総代等の役員をしましたが、
今は市長の後援会長のみです。個人としてNPO 法人心技塾ネットワークの理事
として毎月の例会活動をメンバーと一緒に楽しんでいます。

【お手伝いできること】
・企業の現場改善研修のお手伝い、コーディネーターや体を動かすこと、お世話
することなどあれば出来るだけ参加させていただきます。

松井
ま つ い

博
ひろし

知多地区(常滑市)

　名古屋城の近く、西区幅下で生まれ育ち約30 年。親の病気と経済的な理由で、
尾張大野に近い伊勢湾の海と鈴鹿連峰が見渡せる丘陵に住んで37 年になる。
　一番の転機は高校卒業後、先端の化学会社に入社し、約2 年後に仕事中、全身
火傷（薬品と油脂が爆発）をしたこと。今でも記憶に残る診察した医師の「この
3～4 日が危ない」との言葉。顔と両手にケロイドが残った。その後の青春を山
歩き、スポーツで発散し、良き先輩や人に出会い、青春～熟年時代を通過。人と
自然に癒されて、現在の私がある。「生涯学習インストラクター」、「ホームヘ
ルパー2 級」、「運動普及推進員」。県で約３年、「心の電話相談員」を経験。

【お手伝いできること】
・福祉関係で悩みなどの話し合い手。
・中部国際空港にて、小学生の社会見学でのアテンダントボランティア等

伊奈健吉

今村
いまむら

みよ子
こ

知多地区(半田市)

　みんなのサロン“茶房つぶら” 2007 年4 月19 日にオープン。
＜所在地＞知多郡武豊町道仙田２６－２ ＜電話＞０５６９－７２－７３７７
横川小学校学童ボランティア、中部国際空港施設案内ボランティア、ＪＦＥ（半
田市産業祭協賛）ボランティア。デンマークにおいて、認知症コーディネーター
認定証を取得。毎日元気で楽しく過ごすことができる居場所づくりを準備中で
す。今まで随分多くの方々にお世話になったので、今度はみんなの役に立ちたい
と思っています。特に高齢の方、障がいを持っている方、一人暮らしの方、そし
て思春期につまずいている方など大歓迎です。

【お手伝いできること】
・お話し相手、学校へ行けなくなった児童の援助
・楽しい行事を考え、元気・活力を生み出すサークル活動の手伝い

知多地区(武豊町) 

　1941 年生まれ。仕事として設計業務から営業企画販売まで幅広く経験。
2001 年60 歳で退職、以後、個人的にボランティア活動をしていたが、限界を
感じグループ活動を意識するようになる。
　現在、武豊町憩いのサロン事業に携わる。
　庭木の剪定を得意とすることから、熟年世代が集い、憩いの場として楽しめる
農園作りに興味を持っています。
　健康には自信があり、今後も充実した毎日を送っていきたいです。

【お手伝いできること】
　庭木剪定、環境保護活動。

芝川
しばかわ

光政
みつまさ
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哲夫許斐
こ の み て つ お

 

西三河地区(岡崎市)

　1930 年生まれ。あいちシルバーカレッジ10 期生卒業。45 年間在籍の会社
を定年退職後、経験を活かして電気工事関係の協同組合の福祉関連のデスクワー
クに従事。地域自治会役員。衛生清掃を媒体として町内交流活動を開始。市内全
域の防犯パトロール団体を立ち上げ、753 名の会員の監事を歴任。目下活動中。
市の南部、西部の老人福祉施設にて催事に傾聴・話し相手のボランティアに参画。
グランドゴルフ、散歩、ショッピング等施設を拠点に老人たちと楽しく活動して
いる。趣味は、ゴルフ、読書、書道、写真、ウォーキング

【お手伝いできること】
・地域の環境活動（清掃、衛生）
・老人及び障害者の傾聴、話し相手、車いす介助。
・老人施設の清掃

辻川
つじかわ

勝利
かつとし

 

知多地区(知多市) 

　1942 年生まれ。島根県出身、知多市在住。製鋼会社に1962 年就職し、定
年。関連会社を経て、2005 年11 月に母の介護の為退職。素人介護では限界を
感じ、知識、技術をと2 級ホームヘルパーを取得し、福祉に興味を抱く。会社勤
務の間は、地域のこと、老後、障害者への理解など、深く知ろうとしなかった自
分への反省として、知的障害者ガイドヘルパー、プレーリーダー、心肺蘇生イン
ストラクター、行動援護従業者養成研修、福祉ＮＰＯ就労体験プログラムを受講。
ボランティアとして、障害者の運動、移送、勉強サポート、介護施設での話し相
手、食事介助等々、一年間で貴重な体験をし、コミュニケーション力や笑顔の大
切さを痛感する。これからも学びながら地域に貢献していく。

【お手伝いできること】
・高齢者、三障害者の行動援護等サポート・簡単なマジック、回想療法等

か と う か ず お

 

西三河地区(岡崎市)

　学生時代に手品を始めて以来、子供会・婦人会等の「出演」「講習」「講演」
を行ってきました。その間にボランティア活動に関したことで、厚生大臣賞、
愛知県知事賞等を受賞し、今も楽しい“マジック”を目標に活動しています。

【お手伝いできること】
・手品の出演、手品講習会(手品教室)、講演(手品の楽しみ方、手品の種明かし)
等をお手伝いできればいいと思っています。

加藤一男

大手
お お て

加代子
か よ こ

 

西三河地区(岡崎市)

　70 歳まで材木・製材業の仕事をしていました。今は自分の習いたいことが多
くて、卓球教室、布ぞうり作り、布の小物作り等を楽しんでいます。
　また、私はマジックが大好きです。今後は、まちの達人同期生の加藤一男さん
と手品出演をしていくつもり。冬は特によく風邪をひくので、これからは無理を
せずに活動したいと思っています。

【お手伝いできること】
・マジック出演
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よしかわ やすもり

西三河地区(知立市)

　1947 年生まれ。
　趣味は芸能ボランティアとパソコンです。一宮市の「ありんこ」に所属。現在
刈谷市のNPO 法人「くるくる」で送迎ボランティアをしています。他に劇団
「かがやき」、「秋桜会」(カラオケ)のボランティアもしています。知的障害者
の送迎もしています。知的障害の子どもたちの意思表示がわかりたく、今一生
懸命勉強しています。ヘルパー2 級、調理師免許取得。自動車免許は大型第一種
取得、楽器はアコーディオンをただいま練習中。

【お手伝いできること】
・デイサービスの送迎
・芸能ボランティア。演劇、詩なども可能です。
・初歩のパソコン指導

佐宗
さ そ う

正行
まさゆき

西三河地区(三好町)

　1944 年生まれ。現役時代は転勤族で、東京、大阪、名古屋のほか、東北の盛
岡、長野県松本、石川県金沢、九州圏では北九州、宮崎で生活してきました。
三好町に居を構えて18 年、地元に密着した活動を展開しています。
　認知症の勉強をして、認知症サポーターの育成を図るボランティアの立ち上げ
に意欲を燃やしています。

【お手伝いできること】
・認知症のサポーター育成の企画・運営・支援の手助けをすること
・蒲郡地区の「古家」集いの広場立ち上げに協力する

吉川康守

鳥居
と り い

明
あきら

西三河地区(西尾市)

　1947 年生まれ。2008 年8 月退職。生産管理システムの在庫管理ノウハウ
の取得。10 アールの畑に季節野菜を耕作し、庭木選定や草花の園芸に従事。地
域では土地開発により、新興住宅が建ち、自然破壊が広がり、生活環境も変わっ
た。人とのつながりや美化など街づくりに自分の経験を活かしたい。
　趣味はスポーツ、カラオケ。機会があれば、海外ボランティアに挑戦したい。

【お手伝いできること】
・地域の環境、コミュニケーション関連のお手伝い

西三河地区(岡崎市) 

　1941 年生まれ。育ちは愛媛県西条市、現在は岡崎市。上級生活設計コンサル
タント、キャリアコンサルタント、産業カウンセラーの資格があり、中高齢者雇
用福祉協会に所属しての社会人セミナー講師(非常勤)をしている。ボランティア
では、仲間と名古屋のウィルあいちで月1 回の「求職相談会」をしている。
　趣味は、本宿にある三河窯での陶芸と昔の職友との連句。

【お手伝いできること】
・老人、病弱者、幼児のお世話や芸事でなく、加えてセミナー業務のない日であ
ればOK です。

森
もり

光廣
みつひろ
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寿美子竹内
たけうち す み こ

 

西三河地区(豊田市)

　1947 年生まれ。愛知県農林水産事務所で普及指導員として勤務。この知識を
活かした、農村女性起業支援、農産加工技術指導、農業体験交流企画支援等が得
意です。
　団塊の世代NPO 理解プロジェクト、NPO 短期派遣研修に参加し、NPO につ
いての知識もあります。
　19 年度末で定年退職を迎えることから、地域で農村振興に取り組みたいと考
えています。また、やる気のボランティア同士でネットワークを作り、活動の幅
を広げていきたいと模索中です。

【お手伝いできること】
　傾聴（目下勉強中！）、農産加工から商品の販売に関すること、元気な人・元
気な地域づくり。（Ｈ21．3月現在フルタイムで勤務中）

高橋
たかはし

一夫
か ず お

 

西三河地区(岡崎市)

　1946 年生まれ。平成18 年8 月に定年退職し、第二の人生をいかに「あま
りお金をかけないで」楽しく過ごせるかを模索しています。
　地域のボランティア活動や、好きな「古代史」「郷土史」などの歴史講演会な
どにも積極的に参加しております。
　現在は、アクティブシニアの応援塾として「学ぶ喜び」「知らせる喜び」を信
条に、いろいろな得意分野のメンバーを募っています。
　「知的好奇心」を大いに発揮して活き活きとしたセカンドライフを提唱してい
きたいと思います。

【お手伝いできること】
効果的なプレゼンやパソコン教室。

か わ い かなめ

 

西三河地区(豊田市)

　1930 年生まれ。2005 年愛知万博にて111 日間ボランティアとして関わり
ました。シルバーカレッジ、豊田市高年大学卒業。
　趣味は俳句、旅行、ウォーキングなどで、これらを活かして活動していきたい
と思っています。
　皆さん家庭に閉じこもらずに外へ出ましょう。

【お手伝いできること】
　俳句での仲間づくり、ウォーキング。

河合 要

花井
は な い

陽光
あ き ら

 

西三河地区(岡崎市)

　1949 年豊橋生まれ。（本名：花井暁）
　東京で「月刊マクロビオティック」という「食」の雑誌の編集長を13 年間勤
めました。55 歳のとき急性骨髄性白血病に罹り退職。化学療法をするも再発、
骨髄移植を行ないました。共著「このままでは地球はあと10 年で終わる」「あ
と10 年で地球を救う12 の考え方」（洋泉社）を出版。現在、創刊以来50 年
続いている、食の月刊誌「むすび」にエッセイ連載中。
　平成19 年11 月、NPO「ついのすみか研究会」を設立。大病をして移り住ん
だ岡崎市を“ついのすみか”にするために街づくりを始めました。三河の有機農
業や添加物を使用しない三河産素材の食品などの情報収集を始めています。

【お手伝いできること】
「食育」関連情報の提供、イベントの企画、本の編集、執筆、取材など。
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お か だ まさひろ

西三河地区(知立市)

　1944 年生まれ。建築士の資格を持っています。NPO 法人ファミリー・シッ
プ119 機構の理事を勤め、2 年前から地域に人々の集まる場を設ける支援活動
を行っています。知立市文化会館ボランティア「ウェーブ」企画にも参加。また、
建築士の資格を生かし、建築的なトラブルについてのボランティアコンサルタン
トを長年勤めています。
　目下、川の茅に着目し、刈り・貯えることで河川のエコ推進を図れないかと画
策しています。

【お手伝いできること】
　マンションの施設的問題のカウンセル、萱葺屋根の復旧支援サポート。　

伊藤
い と う

榮一
えいいち

西三河地区(岡崎市)

　1933 年岡崎市生まれ。
　現在、町総代（町内会長）。学区福祉委員長を務めています。特に福祉につい
ては、在宅訪問（安否確認）と、ふれあい活動として話し合いの食事会等のボラ
ンティアとしてそれぞれ貢献中です。
　趣味はグランドゴルフを健康維持のため行っております。

【お手伝いできること】
・公園・川の堤防の草刈り

岡田正弘

丸林
まるばやし

晃
あきら

西三河地区(豊田市)

　1947 年生まれ。百貨店に勤務し、平成19 年9 月に退職しました。
　名古屋駅地区振興会で街づくり活性化のため活動し、ナゴヤエキトピアまつり
の企画運営に参加しました。
　会社在籍中の経験を活かし、地域社会に貢献したいと考えています。
　今後は、カンボジア等の未開発国への支援活動に挑戦したいと思っています。

【お手伝いできること】
　イベントや街づくりについて、時間の許す限りできる範囲でお手伝いします。

西三河地区(豊田市) 

　1940 年生まれ。豊田高年大学修了後、豊田渡刈クリーンセンター環境学習施
設でeco-T インタプリターとして活動中です。
　今後のボランティアに向けて、幅広い知識経験を積むことにより、自分の能力
を向上させ、協働して運営していく能力を身に付け、ボランティア活動に活かし
ていきたいと考えています。

【お手伝いできること】
　1.豊田市エコライフ推進活動、2.地域環境委員会活動、3.交流館活動、4.俳句
を媒体とする傾聴ボランティア活動。

伴在
ばんざい

慶一郎
けいいちろう
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はやみ平松
ひらまつ

 

西三河地区(岡崎市)

　20 数年間、農家の女性の生活向上を目指す生活改善グループ活動に関わって
きました。自分は40 歳代から趣味と実益を兼ねて、手作り加工の場所を作りた
いと考えてきました。工場を立ち上げ、販売する場所が欲しくて、空き店舗を利
用。仲間達と手作り味噌や漬物を作って売る、お店の経営も経験することが出来
ました。これからは長年温めているシニアの居場所づくりに取り掛かりたいと思
っています。

【お手伝いできること】
・縁あって11 月より「りぶら」にて、「りた」のスタッフとして託児・市民活
動のお手伝いをしています。
・農産加工、イベントのお手伝い。

栗田
く り た

員余
か ず よ

 

西三河地区(岡崎市)

あいちシルバーカレッジ（ASC）に参加させていただき、仲間がたくさんでき、
楽しい日々を過ごしています。さらに私にできることで、社会参加ができ、その
輪が広げられたら・・・と思います。
現在、小学校や保育園での読み聞かせボランティアや子育て支援センター・子供
会・敬老会でのマジックなど、忙しい日々を過しています。

たけもと の ぶ こ

 

西三河地区(岡崎市)

　1941 年静岡県に生まれる。就学前、愛知県に転居。
　専門学校卒業後、幼稚園に10 年近く勤務。その後、障害児教育に従事。
　退職後、長い間、母の介護をする中で自分が介護される立場になった時のこと
を思い、ヘルパーの資格を取る。

【お手伝いできること】
・傾聴ボランティア
・老人ホーム、認知症の方の話し相手

竹本暢子

島田
し ま だ

義久
よしひさ

 

西三河地区(岡崎市)

　1939 年生まれ。岡崎市在住。会社人間40 年。その間に町内活動を数年経験。
退職後、会社時代の知識を請われ、労働条件センターアドバイザーを1 年委嘱さ
れた。特技は特に無く、資格は普通車運転免許程度。エクセル、ワード、パワー
ポイントは中級、フォトショップエレメント初級位。体力的には家庭菜園作り、
草引き作業位はできる。性格は温厚だが、頑固で凝り性と自認。趣味は特に無く、
器用貧乏を自称。ジックリ考え興味の湧く作業を探す。興味とは身の回りの疑問
解決。

【お手伝いできること】
・来日間もない外国人に日本語で日本語を教える。
� � (平成２１年２月現在日本語教室指導中)
・エクセル入力・ワード文書入力
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た な だ たかし

西三河地区(刈谷市)

　1937 年山口県生まれ。定年までは会社人間であった。1985 年度に町内会
長に選出されたので、1 年間だけ自治会活動に参加したものの、その他のことは
全て家内に任せっぱなしであった。定年後は、大学の聴講生を3 年半続けたほか、
刈谷市の各種生涯学習講座を受講したり、文科省認定の「生涯学習インストラク
ター」の資格を取得したりと自己啓発に努めた。2004～2005 年度の2 年間
は、地元公民館長に選出され、大変なエネルギーと時間の投入を余儀なくされた。
そして同時に、わが町内の自治会活動の長所短所も勉強することが出来た。
　「まちの達人」養成講座で勉強したことを、地域の自主防災ボランティア組織
づくりに活用したいと思う。

【お手伝いできること】
・公民館活動の活性化、青少年の健全な育成活動、生涯学習の組織化など。

森田
も り た

忠志
た だ し

西三河地区(豊田市)

　清掃、駐車場整理など、皆がやりたがらない縁の下の仕事が好きです。イベン
トでは参加者に楽しんでもらえるように心掛けています。大手自動車会社で30
年働いてきました。退職してからは実業の世界に入りたい。畑づくりや森林の伐
採なども大好き。物づくりという点では家で廃材を利用して車庫づくりなどをし
ています。命令したり、命令されたりはもう懲り懲りです。この仕事を任せると
いう形で世の中のためになり、充実感を味わえれば幸せです。
健康づくりにつながることも心掛けたい。外での仕事が好きです。未知の世界に
も入りたい。児童館の「おやつ買いのボランティア」は、全く知らない世界です
が楽しくやっています。

【お手伝いできること】
・学習指導（子供、日本語）、畑の耕作、草刈、イベント手伝い、ヘルパー3 級
業務

棚田 貴

柴田
し ば た

義昭
よしあき

西三河地区(刈谷市)

　1935 年生まれ。DENSO を平成7 年定年退職。デンソーハートフル、刈谷
国際交流協会所属。10 年ほど前に下咽頭ガンで声帯を失ったため、会話がこの
世から途切れてしまった。そこで「筆談」と「ジェスチャー」に「マンガ」を加
えて相手に対するコミュニケーションを取った。最初は、筆談も遅く、動作をす
ること自体が恥ずかしいので、もじもじしていたが、テレビに向かってイメージ
で話しかける訓練をし、1 年、2 年と時が経つ内に、筆談も早くなり、ところど
ころでジェスチャーも入り、マンガも描ける様になった。趣味はダンス、絵画、
自分史、海外旅行、写真。
「成せば成る。成さねば成らぬ何事も。成らぬは人の成さぬなりけり」

【お手伝いできること】
・ボランティア活動の企画・推進

西三河地区(刈谷市) 

　3 人の子供も、それぞれ結婚し、夫婦2 人だけが取り残された時、これから自
分はどう生きるのかを考えました。一念発起し、ＮＨＫ学園専攻科に学び、介護
福祉士の資格取得をめざし、なんとか60 歳にして合格しました。今はその資格
を少しでも生かしたいと思って、週1 回ボランティアで高齢者と昼食を作り、午
後は共にレクリエーションを楽しんでいます。そのレクの中で、お手玉をやって
います。高齢者に喜ばれ、大いに効用のあることも分かり、今ではすっかりとり
こになって、のめりこんでいます。

【お手伝いできること】
・昔懐かしい「おてだま」で遊ぼう。高齢者、小・中学生、障害者の皆さん、お
手玉一人1 個で誰でもどこでもいつでも楽しめます。

岡本
おかもと

ひろ
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敬子古居
ふ る い け い こ

 

西三河地区(安城市)

　1949 年愛知県生まれ。1971 年～2005 年まで33 年間幼児教育に携わる。
声大きく、体太く、とても活発。色々な人との触れ合いが大好きです(特にお子さ
ん)。頼りにされること大歓迎!! 要望に応じます。
―生き生き暮らせる町づくり―
・みんなが家族の気持ちで異世代交流を楽しむ。
・自然豊かな環境の中、ゆったり自由な時間を持つ。

【お手伝いできること】
・環境・身の回り・植物(野草)などでふれあいが出来れば最高
・体・地球にいいクッキング実施中!! （みそ・とうふ・もち・うどん・そば・
野草料理など）

旭
あさひ

梧郎
ご ろ う

 

西三河地区(安城市)

　安城市在住。
　達人にあらず、新人。
「会社人間生活の卒業を期に、何か役に立つことでも」のつもりが、状況変化で、
卒業延期となり、ささやかに妻のボランティア活動をお手伝い中。

【お手伝いできること】
　当分、「何でもやります、お手伝い」
・雑務全般、応援OK（一応技術系。物いじりや修理作業ができるかも）

くさかり れ い こ

 

西三河地区(安城市)

　1944 年生まれ。
　安城市生涯学習まちづくり企画人副代表。かつて「村の渡しの船頭さんは今年
60 のおじいさん」と歌われていました。今、超高齢化社会において60 歳は老
人ではないと実感しています。社会の中で新しいジェネレーションとして、創年
を提唱したい。安城市にて生涯学習課と協働で『創年塾』を開催。塾生の数も
180 名余となっています。60 歳から75 歳までの人が社会の人的資源として活
動できるよう、仲間とともに考え、行動しています。

【お手伝いできること】
・ワークショップ運営・防災講座企画・シニア向け講座講師など

草苅玲子

草苅
くさかり

吉秀
よしひで

 

西三河地区(安城市)

　1943 年愛知県蒲郡市生まれ。
　1971 年より安城市に住み、金属スクラップ取り扱い会社に34 年間勤務し昨
年退職。リサイクル、ゴミ処理に興味を持っている。
　趣味は海や川で拾った流木に布袋、達磨などを彫ること。他に、大工さんで出
る木っ端に絵を彫ったり、漢詩を刻むこと。水彩画や包丁研ぎ。
所属団体は安城市生涯学習まちづくり企画人。森を再生する会。

【お手伝いできること】
・我がまち安城のご案内（安城ふるさとガイドの会）
・河川の水質検査
・植樹
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い と う しょうぞう

東三河地区(豊橋市)

　私は強情頑固な公務員生活をしてきましたが、石橋をたたいて渡る性格でした
ので、事故なく今日を迎えました。今後も誠実堅固な目標を定めて一路邁進する
覚悟です。
　現在95 歳で健康です。人生を如何に暮らせば、健康で幸福に生きていかれる
か、重要なことですが案外無視され、悩み多く困っている人が多いと推察されま
す。そのような人々に私の健康管理を力説したいと思います。

【お手伝いできること】
・各市町村の地域市民館、校区市民館などで、後期高齢者に集まってもらい、健
康長寿の生き方を説明していきたい。

鈴木
す ず き

武久
たけひさ

東三河地区(豊橋市)

　私のテーマは弱者との共生。現役の時、ホームヘルパー2 級と車椅子ダンス5
級インストラクターの資格を取得、手話も少々。点字にも関心を寄せたが達成で
きず、音読奉仕を少ししたが訓練は受けていない。児童クラブのボランティアに
携わったこともある。生活協同組合に加入し“たすけあい”の協力会員として、
老人の介助で現在週３回自宅訪問をしている。福祉のボランティアは自分が如何
に誠実に生きているかという事を問われることが多く、相手への思いやりは自分
に大きく跳ね返ってくる。

【お手伝いできること】
・車椅子を押しての散歩。仲間と車椅子ダンスで施設を訪問したこともある。
・独居老人の話し相手。傾聴することを望む老人が多い。
・手紙などの代筆。

伊藤正蔵

杉原
すぎはら

元司
も と し

西三河地区(知立市)

　1934 年愛知県知立市生まれ。会社勤務の傍ら地域の青年団・消防団・会社役
員として勤務後、1990 年から2006 年迄、市議会議員・知立上重原特定土地
区画整理組合役員・知立刈谷日本中国友好協会役員等で様々な活動に参加してき
ました。

【お手伝いできること】
・今までの経験を活かした土地基盤整備事業と併せて、安全で安心して暮らせる
街を目指し、地域貢献に意欲的です。
・日本中国との交流の橋渡しを行い、中国との窓口として便宜を図っていきます。
中国関連のイベントなどの開催・各種講座・翻訳・通訳・中国語講師などを紹介
します。

西三河地区(知立市) 

1937 年奥三河生まれ。会社勤務45 年。退職後、町内活動の役員（町内会長、
公民館長、生涯学習地域推進員等）をボランティアの一つと考え、5 年間担当。
できるだけ地域の人と接触できる活動を前向きに取組んできた。しかし、会社人
間で知識幅が狭く、片寄っていることを痛感し、幅広く世間を知るために、「あ
いちシルバーカレッジ」「まちの達人」養成講座を受講した。「あいちシルバー
カレッジ」OB 会長をしているが、異なる職歴や多岐分野を経験され、師の域に
達した人達との交流から、自分の会社経験が全く役に立たないと痛感した。
今後、更に「まちの達人」養成講座を足掛りにして、会社経験、趣味の活動、日
曜大工やパソコン等の数ある得意技能も生かして、地域への貢献活動をします。

【お手伝いできること】
・シルバーグループによる高齢・身障者宅、学校・保育園等の各種営繕

佐藤
さ と う

竹男
た け お
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昭子橋本
はしもと あ き こ

 

東三河地区(豊川市)

　豊川市在住です。現在は、視覚・身体障害者にパソコンボランティアを行って
おります。また、豊橋市内でパソコンクラブの指導を週２日しています。移動は
自動車を使用。
　ホームヘルパー２級取得。ヘルパーとしてのボランティアは行っていません。

【お手伝いできること】
・パソコンボランティアまたはお話し相手を、週１回ならできると思います。

遠山
とおやま

清美
き よ み

 

東三河地区(豊橋市)

　1948 年生まれ。現在、妻と娘、息子の4 人家族。在職時は小学校に勤務し
ました。退職後、食の安全問題に関心を持ち、米と野菜の有機栽培に取り組んで
います。趣味は山野草を観察しながら、山歩きや山岳写真を楽しむことです。
今後、子どもが楽しく遊んだり、学習できるように、市内の里山の環境づくり
に取り組みたい。

【お手伝いできること】
・里山や海岸の清掃活動、山林の植樹、間伐などの環境保全
・子どもの遊び場づくり
・子どもから老人まで参加できるイベントや交流活動
・他地域の環境ボランティア団体との交流やサポート活動

や ま だ ひ さ お

 

東三河地区(豊橋市)

　製造業に40 年勤務。その間、業務に役立てるために、日商簿記、危険物乙種
4 類、品質管理推進責任者等取得。また、比較的早い時期から業務にパソコンを
使用する。
　趣味として、囲碁も数十年続け、段位を取得する。

【お手伝いできること】
・パソコンインストラクターとしてお役に立てればと考えている。主な内容は、
ワード・エクセル・インターネットで、高齢者、初心者歓迎！

山田久雄

西澤
にしざわ

幸彦
ゆきひこ

 

東三河地区(豊橋市)

　1934 年東京都神田の生まれ。現在の世相の悪さに発奮し、何か世の中のため
になることをしたいと、シルバーカレッジに入学。利害関係のない仲間に意気投
合し、その延長で、まちの達人に参加。健康が続く限り仲間と一緒にボランティ
ア活動に従事したい。まずはお金のかからない、身近なことからやりたい。
先ず仲間作りだと思う。傾聴に傾聴で相手の話を徹底して聞く。その上で自分の
思い、考えを相手にぶつけてみる。淋しい、不安な人生を送っておられる方たち
を、大きな口をあけて笑える人生に変えていきたい。そのために空き家を取得し、
少人数のホーム建設を急ぎたい。

【お手伝いできること】
・少人数のホームを複数作りたいと思っている。

名古屋Ａ地区名古屋Ａ地区名古屋Ａ地区名古屋Ａ地区東三河地区



６０

平成18～20年度「まちの達人衆」 

い と う と し こ

東三河地区(小坂井町)

　1935 年、愛知県豊橋市に生まれました。1945 年6 月19 日の夜大空襲に
あい、小坂井町に転居、現在に至る。
　22 歳でそろばん塾を開く。すべて一人で立ち上げ、生徒も少しずつ増え、生
涯現役のつもりが残念！失業。

【お手伝いできること】
・子どもたちの役に立つことを実現させたいと思っている。

大林
おおばやし

幸代
さ ち よ

東三河地区(豊橋市)

　1941 年生まれ。平成11 年から17 年まで、豊橋更生保護女性会に所属し、
ボランティア活動に参加していました。
　これからは、南京玉すだれ、江戸芸かっぽれ、日本民踊、手芸など趣味と特技
を活かし、楽しみたいと考えております。
　「出会いは人生の宝」、興味のあることから一緒に仲間づくりをし、ボランテ
ィア活動ができることを目指しています。
　現在、豊橋善意銀行の応援ボランティアの活動中。

【お手伝いできること】
各種催事の応援。お話し相手。

伊藤寿子

鈴木
す ず き

敏道
としみち

東三河地区(蒲郡市)

　1947 年生まれ。長年木工関係の仕事に携わってきました。物を大切にし、有
効活用することに努めてきました。今後は自分も楽しみ、地域で何か役立つこと
をしたいと思います。

【お手伝いできること】
・ものづくり教室の開催
・地域の観光案内
・アトリエを利用したコミュニケーションの場の提供

東三河地区(豊川市) 

　19４２年生まれ。高校卒業後会社員となる。1968 年結婚し、２児をもうけ
る。育児をしながら編み物教室を開き、趣味を生かすことができました。

【お手伝いできること】
・今までの経験を生かせるようなことなら、楽しいおしゃべりをしながら悩みご
となど、一緒に考えてあげたいと思います。

渡辺
わたなべ

八重子
や え こ

名古屋Ａ地区名古屋Ａ地区名古屋Ａ地区名古屋Ａ地区東三河地区



平成18～20年度「まちの達人衆」 

６１

茂三矢所
やところ しげぞう

 

東三河地区(豊橋市)

　1946 年生まれ。現在、民生委員・児童委員、地域の自主防犯青パト隊員、脳
の健康教室学習サポーター、豊橋善意銀行の参与と応援ボランティア、75 歳ま
で元気で歩けるよう中高年のハイキングの世話役をしています。
　また、東三河戦国愛好会会員であり、気の合った仲間達で男の料理教室を開催
しております。
　趣味は、山行スケッチ、釣り、家庭菜園等です。

【お手伝いできること】
　郷土史学習、スケッチ（水彩画）学習、釣りの指導、ハイキングの協力など。

片岸
かたぎし

初江
は つ え

 

東三河地区(豊橋市)

　1938 年生まれ。昭和62 年から行政相談委員として国や県の行政に関する相
談に応じ、現在は豊橋市行政相談委員、愛知県消費者協会東三河支部副支部長を
勤めています。趣味は書道。
　平成7 年から12 年間、地元の市民館に勤務しました。今後は地域に少しでも
貢献できたらと考えています。
　今までの経験を活かし、若いお母さんのための子育て支援をしたいです。

【お手伝いできること】
　若い母親のための子育て支援。

みずたに と み お

 

東三河地区(豊橋市)

　1933 年生まれ。愛・地球博、ボランティアリーダーとして約90 日出勤しま
した。
　現在市内外でストロー細工、竹細工、木工、からくりなどを教える一方、山や
川にて動植物、化石、鉱物を教えるなど、自然に関する知識も豊富です。
　現在も旧地球広場、モリコロパークにて工作教室を開校し、子どもたちに自然
素材を使った物づくりの楽しさを伝えています。

【お手伝いできること】
　物づくり教室の開催。

水谷十三郎

古久根
こ く ね

秀之
ひでゆき

 

東三河地区(豊橋市)

　1936 年生まれ。愛知県代務員として三河港務所勤務。町内会副総代、監事と
して地域活動に貢献しました。
危険物乙4 種、フォークリフト、鋳鉄鋳物工指導員、同1 級技能士等の資格
を持っています。趣味は日本全国一周を心掛けています。
これまでの経験を活かし、災害地などのボランティアや豊橋の名所等を勉強し
てガイドをしたいです。

【お手伝いできること】
災害ボランティア、豊橋の案内ガイド。
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あさくら し げ お

東三河地区(豊橋市)

　1940 年愛知県豊橋市生まれ。定年退職後の第二の人生で、何か自分に出来る
ことをしてみたいという思いがあった。たまたま趣味の盆栽の手入れから、職業
訓練校の造園科（3 ヶ年）に入校。造園に関する基礎知識・技能を学ぶ。卒業後、
木材に関する知識も必要と木材工芸科で木材加工方法の基礎技能を習得。その
後、造園の手伝いをする内に樹木の美しさに魅了され、庭園観賞に興味を持つ様
になる。最近は、お寺巡りをして樹木の剪定の仕方や竹垣の作りを見るのが楽し
み。現在は自主的に親戚・友人宅の庭木の手入れや竹垣作りのボランティア活動
を行なっている。今後は、同じ思いを持った方々と、地域のグリーン活動に役立
てたらと思っている。

【お手伝いできること】
・高齢者家庭で庭木の手入れに困っているお宅の樹木の剪定・草取り等の手伝い

石黒
いしぐろ

朋子
と も こ

東三河地区(豊橋市)

1941 年愛知県生まれ。
現在、豊橋に在住。
私が59 歳の時、主人は64 歳にて他界。
同居家族は娘夫婦、孫2 人（男子）の5 人暮らし。
生活の為、看護一筋38 年間。退職後、主人の看護を少々、孫の育児と家事一切
を？今は健康に恵まれ、毎日晴れ晴れ。時間的余裕もあり、旅行は船で地球一周
をして、私なりに世界の見方も変わりました。スキー、ウォーキング、ボーリン
グ、花道、観劇楽しみ、ピアノ、パソコン等を少々勉強、友達作りの一環として
童謡の会も創立して楽しんでいます。

朝倉茂夫

篠原
しのはら

美知子
み ち こ

東三河地区(小坂井町)

　1938 年生まれ。シルバーカレッジ修了。簿記、珠算、パソコンと事務作業を
得意とする一方、検定婦人服仕立1 級資格があり洋裁も得意です。介護経験もあ
ります。趣味は、古文書を読むことです。
　時間ができた最近では、なるべく自宅ではなく余所へ行く、又は他人の中に入
るように、特に心掛けています。

【お手伝いできること】
　長年続けてきた洋裁を仕事としてではなく、ボランティアとして活用できない
か・・・と考えています。
　女性の方にパソコンの初歩学習ならお手伝いしたいと思います。

東三河地区(豊川市) 

　1941 年生まれ。平成18 年退職後、パソコン教室に通学しました。
　現在は絵手紙やパソコンのサークルに入会する傍ら、週2 日から3 日の割合
で知的障害者施設にて生活支援活動を始めています。
　これからは点訳講習を受講して、点字ボランティアを出来るようになるのが目
標です。

【お手伝いできること】
　パソコンを使った書類作成、知的障害者施設で支援活動。

三谷
み た に

トミ
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駿松下
まつした すすむ

 

東三河地区(豊橋市)

　1938 年静岡県生まれ。
2000 年以降、組織を離れて趣味に向き合っています。ボケない為に、体育系と
文科系の2 つずつのものに挑戦しています。ゴルフと山登り、囲碁とマージャン
（文科系といえるか？）です。
それぞれが私の健康に程よく作用し、楽しい老後を過ごしています。趣味を通じ
て、町の活性化、若さ溢れる楽しい町づくりに協力していきたいと思います。

岩瀬
い わ せ

美子
よ し こ

 

東三河地区(豊橋市)

　結婚後、県外を夫の転勤により10 回以上転居。子育て、女性の自立という点
においては大変マイナスな環境で過ごし、それでも次男が入園と同時に外向きに
様々な活動に参加してきました。最終地の静岡県においてカウンセリングに関心
を持ち、資格を取得。現在に至るまでボランティア電話相談員として、10 年以
上、ささやかな活動を続けています。2009 年4 月より2 年任期で地域の区長
に推薦され引き受けました。
　所属グループは、①愛知県教育・スポーツ振興財団　②とよはし女性フォーラ
ム　③更生保護女性会(全国組織)

【お手伝いできること】
・電話相談員（得意分野：女性対象）

たけもと ひ さ お

 

東三河地区(豊橋市)

　1938 年生まれ。40 年間勤めた会社を定年退職し、現在は現役時代に取得し
た自動車整備技術、おもちゃ修生講座で額んだ修理技術を生かし、ボランティア
活動に取り組んでいます。更に「自分の体は自分で守る」を基本に、あいちシル
バーカレッジ健康福祉科で1 年間、健康について学びました。その後は、「愛・
地球博」のボランティア活動に参加し、来場者の“おもてなし”を行なう。
趣味は登山と旅行です。

【お手伝いできること】
・機械修理、家周りの簡単な補修
・剪定

竹本久男

高野
た か の

耕一
こういち

 

東三河地区(豊橋市)

　1941 年朝鮮の新義州生まれ。
日本の敗戦により満4 歳で引き揚げる。
会社員として名古屋・豊橋・静岡に勤務。
定年退職し、悠々自適でなく、憂遊自適の第2 ステージ。
金持ちでなく時持ち爺さんです。
趣味はクラシック音楽、読書、ゴルフ。
あいちシルバーカレッジ14 期生。
豊橋教室で学び、新しい友達ができました。また、豊橋新生同友会に入会して、
新しい友達づくりのメンバーとなり、幹事をしております。第3 の故郷・豊橋で
少しずつ知人が増えてきました。
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ふじ や す と

東三河地区(小坂井町)

　私は、2006 年6 月末日で約38 年間勤めた会社を退職しました。好きなこと
は、パソコン。（インターネット、メール、エクセル。ビジュアルベーシック、
ＣＡＤも少し）10 月から愛知県立東三河高等技術専門校金属技術科に入って、
板金溶接彫金の手作業加工の基礎勉強をはじめました。2007 年3 月16 日ま
で頑張ります。自分の手で作品を作るのは、本当に楽しいです。2006 年9 月
に防災ボランティアコーディネーターの講習を受け、地元小坂井町に登録をし
ました。「まちの達人」養成講座でNPO の勉強を始め、同じ考えの多くの人と
知り合い、心強いネットワークを知ることが出来ました。

【お手伝いできること】
　現在は別の会社にフルタイムで通勤しており、お手伝いできる状態ではあり
ませんが、この仕事が終了した時は、手伝わせていただきたいと思っています。

藤 保人

尾崎
お ざ き

明子
あ き こ

東三河地区(蒲郡市)

　1943 年名古屋市中村生まれ。1974 年より蒲郡市西浦町に在住。
蒲郡市ボランティア連絡協議会の視覚障害者ガイドヘルプ、独居老人安否確認電
話は社協と民生とボランティアの3 者で見守っています。蒲郡市民病院ボランテ
ィア（月1、2 回）は、看護部長とボランティア2 名で総合案内や玄関前で車来
院患者さんの乗降時車椅子介助、視覚・身体障害者初診受付代筆、リハビリ各科
の外来受付案内をしている。8 年前2 級ヘルパーを取り、在宅介護ヘルパー経験。
蒲郡市女性防火クラブ所属。地域では西浦公民館生き生きサロンボランティア。
趣味は写真で、中日写真協会所属。市・県のコンクール、中日フォトメイツの撮
影会に参加。最近は依頼もあります。又いつでも声をかけて下さい。

【お手伝いできること】
写真撮影、記録写真、地域の各種行事、イベント活動のお手伝い

東三河地区(豊川市) 

　1942 年生まれ。豊川市在住。
　無能だが好奇心旺盛な普通の男性。
写真、パソコン、絵、イラスト、旅行、歌など未消化。
ボランティア歴、町内防犯の会で活動。
小さなことでも継続し、住みやすい地域づくりに貢献したい。

【お手伝いできること】
・PC による資料作り

鈴木
す ず き

照雄
て る お
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期別
修了証
書番号 氏名 地区 頁 期別

修了証
書番号 氏名 地区 頁

2期 1 會田　幸子 港区 18 1期 82 尾崎　明子 蒲郡市 64

1期 17 青木　葵 港区 19 3期 16 小野　碩鳳 緑区 25

2期 2 秋野　昌子 守山区 8 3期 17 小野登喜男 緑区 25

3期 1 浅井　克彦 西区 11 2期 13 小野田英子 南区 26

2期 3 浅井　博子 中川区 17 2期 14 柿元　敬子 名東区 13

1期 59 朝倉　茂夫 豊橋市 62 2期 15 片岡　芳明 愛知郡東郷町 45

1期 78 旭　梧郎 安城市 57 2期 16 片岸　初江 豊橋市 61

2期 4 荒川　巌 昭和区 22 3期 18 加藤　一男 岡崎市 51

3期 2 安藤　博政 西区 11 1期 42 加藤とよみ　 春日井市 46

2期 5 飯田　正司 海部郡七宝町 40 3期 19 加藤　弘人 大府市 47

1期 23 飯田　豊 緑区 28 2期 17 加藤　勝 大府市 48

3期 3 猪飼　静哉 江南市 32 3期 20 加藤　良行 愛知郡長久手町 43

1期 50 石井サワ子　 豊明市 46 2期 18 河合　要 豊田市 53

1期 60 石黒　朋子 豊橋市 62 2期 19 川島　年子 東区 6

3期 4 石田　絢子 天白区 21 3期 21 神田　君子 海部郡蟹江町 38

1期 54 石田　宏 丹羽郡扶桑町 37 3期 22 神田千枝子 瑞穂区 21

3期 5 泉地　信良 瑞穂区 20 1期 9 北村　希久 中村区 14

1期 66 伊藤　榮一 岡崎市 54 1期 33 北本　清之 一宮市 36

1期 5 伊藤恵三子　 西区 15 2期 20 木造　澄子 昭和区 22

3期 6 伊藤　正蔵 豊橋市 58 2期 21 木村　英夫 北区 7

3期 7 伊藤　寿子 宝飯郡小坂井町 60 3期 23 木村　守男 東海市 47

1期 53 伊藤　英昭 弥富市 41 3期 24 桐山　正人 一宮市 30

2期 6 伊藤　福子 熱田区 17 1期 79 草苅　吉秀 安城市 57

1期 6 伊藤　正弘 西区 15 1期 80 草苅　玲子 安城市 58

3期 8 伊藤　嘉明 天白区 21 1期 34 草田　守人 一宮市 36

1期 45 伊奈　健吉 常滑市 50 2期 22 久野　弥生 港区 18

1期 41 今村みよ子 半田市 50 2期 23 久保田　治 天白区 23

1期 62 岩瀬　美子 豊橋市 63 1期 38 久保田秀穂　 瀬戸市 45

2期 7 岩田　信男 一宮市 33 3期 25 熊崎　英右 北区 6

2期 8 上野　雄 一宮市 33 2期 24 久米理一郎 清須市 39

3期 9 牛田　一正 愛西市 38 3期 26 倉知　好一 岩倉市 32

3期 10 江坂　保彦 一宮市 29 1期 67 栗田　員余 岡崎市 55

2期 9 榎本愛一郎 天白区 23 1期 12 黒川　節 昭和区 24

1期 7 大鹿　高弘 西区 15 3期 27 郡山　純武 中区 11

3期 11 大塚　博子 守山区 6 2期 25 古久根秀之 豊橋市 61

3期 12 大手加代子 岡崎市 51 2期 26 小久保　稔 海部郡大治町 40

1期 11 大野智恵子　 中区 14 3期 28 小島　弘美 愛西市 38

3期 13 大野　徹 稲沢市 32 2期 28 後藤　繁雄 日進市 44

2期 10 大林　幸代 豊橋市 60 3期 29 許斐　哲夫 岡崎市 51

2期 11 岡田　栄子 中川区 17 2期 29 小林　秀明 守山区 8

1期 19 岡田　博 緑区 28 2期 30 古山　勝 天白区 23

2期 12 岡田　正弘 知立市 54 1期 20 近藤　旭 守山区 9

1期 73 岡本　ひろ 刈谷市 56 2期 31 近藤　裕 瑞穂区 22

3期 14 小川　司郎 昭和区 20 2期 32 今野　晴雄 北区 7

3期 15 奥田　有佐 昭和区 20 1期 51 三枝　豊明 愛西市 41
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3期 30 酒井とみ子 西区 12 1期 75 棚田　貴 刈谷市 57

3期 31 酒井　浩朗 緑区 25 1期 2 棚橋　恭治 北区 9

3期 32 酒井　靖雄 江南市 32 3期 41 谷　カオル 千種区 10

2期 33 坂下　安郎 西区 13 3期 42 谷口　綾子 天白区 21

1期 52 坂田　敏美 愛西市 41 1期 48 辻川　勝利 知多市 50

3期 33 坂本　敏雄 中川区 16 2期 52 辻川　政子 知多市 48

3期 34 佐宗　正行 西加茂郡三好町 52 3期 43 津島　義勝 中川区 17

2期 34 佐藤　隆之 港区 19 2期 53 津田　正和 知多郡東浦町 49

1期 83 佐藤　竹男 知立市 56 1期 15 土屋多美子 熱田区 19

2期 35 佐藤　忠悟 一宮市 33 3期 44 鶴岡　直子 千種区 10

1期 35 佐藤　久子 一宮市 36 2期 54 寺西　基樹 海部郡甚目寺町 39

1期 21 佐貫やす子　 守山区 9 3期 45 寺本　忠司 一宮市 30

2期 36 佐野　元子 千種区 12 3期 46 土井　幸子 北区 6

1期 14 佐橋　勇 瑞穂区 24 3期 47 遠山　清美 豊橋市 59

2期 37 沢田障次郎 南区 26 1期 57 徳竹　信廣 海部郡美和町 41

2期 38 澤田　康孝 一宮市 34 3期 48 戸田　和光 知多郡東浦町 48

2期 39 篠田　宏明 天白区 24 2期 55 冨田　和宏 知多市 49

2期 40 篠原美知子 宝飯郡小坂井町 62 1期 26 富田美代子 緑区 29

2期 41 芝川　光政 知多郡武豊町 50 3期 49 外山　登 豊明市 42

1期 74 柴田　義昭 刈谷市 57 3期 50 鳥居　明 西尾市 52

1期 68 島田　義久 岡崎市 55 1期 3 内藤　明 北区 9

2期 42 杉浦喜美子 豊明市 44 2期 56 長岡　聰江 一宮市 34

2期 43 杉田　頼子 名東区 13 3期 51 中川　建彦 中村区 11

2期 44 杉原　紀子 名東区 14 1期 22 仲川　利子 守山区 10

1期 84 杉原　元司 知立市 56 1期 44 永島　誉三 犬山市 37

3期 35 鈴木　武久 豊橋市 58 2期 57 中野　和子 瀬戸市 43

1期 24 鈴木　鐵雄 緑区 28 2期 58 中野　道宏 名東区 14

1期 72 鈴木　照雄 豊川市 64 2期 59 成田　孝 瑞穂区 23

3期 36 鈴木　敏道 蒲郡市 60 1期 39 西尾　務 瀬戸市 46

2期 45 高井　正七 知多郡東浦町 49 1期 13 西川　昌孝 昭和区 24

3期 37 髙木　政子 犬山市 31 3期 52 西澤　幸彦 豊橋市 59

1期 47 高澤　健二 稲沢市 37 1期 1 西脇　久修 東区 8

3期 38 高梨伊三夫 知多郡東浦町 47 2期 60 布目　 子 春日井市 44

1期 63 高野　耕一 豊橋市 63 3期 53 橋本　昭子 豊川市 59

2期 46 高橋　一夫 岡崎市 53 2期 61 服部　定子 緑区 27

3期 39 高橋　国光 北区 5 2期 62 花井陽光（本名：暁） 岡崎市 53

3期 40 高橋　裕子 中川区 16 2期 63 林　京子 春日井市 44

2期 47 竹市　年伸 春日井市 43 3期 54 林　陽三 日進市 42

2期 48 竹内寿美子 豊田市 53 2期 64 伴在慶一郎 豊田市 54

1期 25 竹下　勝 緑区 29 3期 55 平松　京子 一宮市 30

2期 49 武田　章 海部郡甚目寺町 39 1期 71 平松はやみ 岡崎市 55

2期 50 竹中恵美子 緑区 26 3期 56 福田　京子 緑区 25

1期 69 竹本　暢子 岡崎市 55 1期 8 福原　孝夫 西区 16

1期 64 竹本　久男 豊橋市 63 1期 86 藤　保人 宝飯郡小坂井町 64

2期 51 田中　耕司 西区 13 1期 27 藤枝クニコ 緑区 29
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1期 81 古居　敬子 安城市 58 2期 84 山中　正光 緑区 28

2期 65 堀　嘉住子 中川区 18 2期 85 結城ゆうこ 北区 7

3期 57 本多　伴子 一宮市 30 2期 86 横井　昭典 愛知郡東郷町 45

2期 66 前川　啓子 緑区 27 2期 87 横井　鈴子 日進市 45

3期 58 牧田　良伸 一宮市 31 2期 88 横井　久恵 清須市 39

3期 59 牧野千寿子 東区 5 3期 73 吉川　康守 知立市 52

3期 60 牧野　日吉 東区 5 2期 89 吉住　康一 守山区 8

2期 67 松井　繁子 稲沢市 35 1期 18 若山　光儀 港区 20

1期 46 松井　博 常滑市 51 2期 90 和田　卓夫 犬山市 35

1期 65 松下　駿 豊橋市 63 3期 74 渡邉　アイ 天白区 22

1期 10 松田　之紀 中村区 15 1期 55 渡邉　進吾 丹羽郡扶桑町 37

1期 30 松本　哲明 名東区 16 3期 75 渡辺　光子 丹羽郡大口町 33

2期 68 丸林　晃 豊田市 54 3期 76 渡辺八重子 豊川市 60

1期 40 丸山　好雄 瀬戸市 46 1期 56 渡邉　幸子 丹羽郡扶桑町 38

3期 61 三浦　朝見 瀬戸市 42

2期 69 水谷　梅子 中川区 18

2期 70 水谷十三朗 豊橋市 61

3期 62 水谷ヨシ子 北区 5

3期 63 水野　茂樹 千種区 10

2期 71 水野　壽子 瀬戸市 43

3期 64 三田　浩 一宮市 31

2期 72 三谷　トミ 豊川市 62

2期 73 光田　惠一 一宮市 34

3期 65 三宅佐喜子 春日井市 42

3期 66 村上加代子 西区 12

2期 74 村田　耕一 一宮市 34

1期 37 村部　君子 一宮市 36

3期 67 村山　豊 一宮市 31

2期 76 森　敏仁 愛西市 40

3期 68 森　文男 知多郡武豊町 48

3期 69 森　光廣 岡崎市 52

2期 75 森江　立夫 緑区 27

1期 77 森田　忠志 豊田市 56

1期 43 八尾　勇 津島市 40

2期 77 矢所　茂三 豊橋市 61

2期 78 矢野　寿宏 知多市 49

2期 79 山内　和子 一宮市 35

3期 70 山川　信興 半田市 47

2期 80 山口　英子 緑区 27

3期 72 山田　久雄 豊橋市 59

1期 16 山田　一慧 中川区 19

2期 81 山田せつ子 一宮市 35

3期 71 山田　高 西区 12

2期 82 山田　秀男 南区 26

2期 83 山田　裕規 北区 7



  
 

   

 

 

 

 






