１１

健康・スポーツ・体育（２）体力づくり・スポーツ

問合せコード 分類

名前

ｵｷﾀ ｻﾁｺ
6014

11-2
沖田 幸子

ｻﾄｳ ｱｹﾐ
6023

6029

11-2

11-2

佐藤 朱実

ﾀｹｳﾁ ﾏﾘｺ
竹内 萬里子

6031

11-2

6039

11-2
⇒7

ﾀﾀﾐﾀﾆ ｼﾞｭﾝｺ
畳谷 順子

ﾅｶﾞﾅﾜ ｷﾐｺ
長縄 紀美子

性別

他

指導実績・著書等

職業等

指導条件・要望・自己紹介等

居住地

＊ＮＰＯ法人生命の貯蓄体操
普及会講師
＊平成25年度より独立いたしま
して「健康体操」矢野式氣功養
生術として今迄通り活動に当っ
ています。
*尾張旭市内では、毎週水曜午
後1時～3時迄、体育館武道場
で70才以上の高齢者の方に指
導しております。

＊指導者も増え、いずれの希望にも応じます。
＊元気が取り柄で、この体操がぴったり合っていると自負して
います。講習会に参加される方々にも「陽気・元気」の気をもら
いにくるといわれています。
＊日本式気功養生術実施のお蔭で、現在まで病気になったこ
とはありません。国の医療費節約に一役買っています。不健康
体の方に是非お勧めしたいです。

市内

＊「スポーツシティ旭」太極拳教室
＊「山の手健康太極拳クラブ」
＊太極拳講師
＊「旭丘太極拳」、「三郷気功の会」、「渋川健康クラブ」、「藤池気
女
＊気功法講師
功の会」
＊練功十八法講師
＊「練功十八法」同好会
＊市内各公民館、愛知県にて「気功法」「太極拳」など普及指導

＊逐次相談
＊日本健康太極拳協会、本部・支部会員、師範
＊上海市練功十八法協会認定国際教練員
＊「愛知気功の会」代表
＊気功法指導員
＊「与えられたいのちを輝す」をライフワークとして食と東洋のエ
クササイズを両軸として自力更生をモットーにやっています。
＊峨眉丹医養生学研究会

市内

＊平成2年北京「第11回アジア競技会開幕式・日中合同演武」日
本代表団ヘッドコーチ
＊厚生省主催「全国健康福祉祭」の愛知県及び名古屋市の代表
女 選手に指導
太極拳講師
＊（社）日本武術太極拳連盟「公認指導員」の養成及び認定試験
委員
＊著書：「太極拳実技テキスト」共著

＊逐次相談
＊愛知県武術太極拳連盟理事
＊愛知県太極拳協会理事

＊尾張旭市で「ジャズ、リズム体操」講座講師
＊論文：「ジムナストラーダにおける世界の体操の傾向」
＊主に中高年を対象にメタボ予防、およびロコモ体操等を組み入
女
一般体操指導
れて元気な高齢者を目指す体操を行なっている。
＊高齢者の為の「転ばない身体づくり」の筋トレ及び認知症予防
体操等行なっている

＊NPO法人リズム体操研究会公認上級指導員
＊愛知県健康づくりアドバンスリーダー
＊日本体育協会公認一般体操上級指導員
＊指導については逐次相談

＊愛知県内保健センター指導後各地域で体操普及、現在に至っ
ています。NPOになってからは特に東洋医学の立場から各市域
住民の真の健康作りのために普及することを義務付けられて、年
女 齢を問わず誰でもどこでもできて自分のできる範囲内で丹田呼
吸法を主体にして体中の氣血のめぐりをよくして健康、長寿、寝た
きり予防、介護予防及び認知症防止を目的として悪いところを改
善していくのが目的となっています。

＊各市町
女 ＊幼児：運動指導
＊一般女性、高齢者：体育指導

＊レクリエーションインストラク
ター
＊スポーツ指導員
＊介護予防リーダー

＊保母歴10年
＊日本レクリエーション協会インストラクター、愛知県健康づくり
リーダー
＊エアロビックスポーツ指導員

名古屋市

市内

瀬戸市

【尾張旭市生涯学習教授リスト】 登録者の連絡先を知りたいかたは、尾張旭市教育委員会生涯学習課 電話 ０５６１－７６－８１８１（直通）へお問い合わせください。
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１１

健康・スポーツ・体育（２）体力づくり・スポーツ

問合せコード 分類

名前

ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｺ
6043

11-2

6051

11-2

8007

11-2

西村 和子

ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｺ
藤田 裕子

ｵｶﾀﾞ ﾌｼﾞｺ

性別

指導条件・要望・自己紹介等

居住地

＊愛知県、名古屋市、尾張旭市のヨガ講座を指導
＊幼稚園・保育園にて子供ヨガを指導
＊ロータリークラブ、ライオンズクラブ、企業団体などで講演、海外
ヨガセミナー講師
女
＊著書：「ヨガ10年の歩み」「ヨガ20年この道に魅せられて」「心
の響」「笑顔・笑声・笑心」「体と心と魂の癒し」「いのちの教育」な
ど
＊DVDヨガシリーズ「基本編」「瞑想編」「赤ちゃんヨガ」など17巻

＊指導可能は月曜日の午前、午後。
＊お申し出に応じ、スケジュールを調整いたします。
＊48年前座骨神経痛、不整脈、腰痛、冷え性などをヨガで克
服、ヨガの普及活動にあたる。近年は日本神話に日本人の心
の原点をみつけ、「神話とヨガ」講座を開催。そして「日本和ら
ぎヨガ道」を確立。

市内

女 ＊愛知淑徳大学エクステンションセンター等で気功太極拳講師

＊逐次相談
＊気功太極拳やストレッチ、リズム体操を指導します。
＊YMCAの坂本久美子先生のもとでエアロビクス、ジャズダン
ス、ストレッチ等を学び、現在指導員をしています。
＊運動によりいかに元気に健康でいられるかを勉強しつつ、健
康体操・太極拳を通して皆様と楽しいひとときを持ちたいと願っ
ています。

名古屋市

13001

13005

11-2

11-2

11-2
⇒7
⇒8-3

ﾊﾔｶﾜ ﾊﾁﾛｳ
早川 八郎

ｱｻﾉ ﾖｼﾋﾛ
浅野 義尋

ﾊｼｶﾞﾐ ｻﾅｴ
橋上 早苗

指導実績・著書等

女

＊日本健康太極拳協会（楊名時八段錦太極拳友好会）師範
＊中央ライフカレッジ講師
＊老若男女、体質の強弱に関係なく誰にも、ゆっくり、ゆったり出
来、継続することで体力アップする気功健康運動です。

男

＊ダイエット講演「食べてもやせる。食べなくてはやせないダイ
エット」
＊ビーチボール、ストレッチ指導
＊認知症予防体操

岡田 不二子

12011

他

＊バスケットボール実技指導（基礎技術からゲームまで）
＊元三菱電機女子バスケ監督コーチ（21年間・世界選手権出
場）
男 ＊前龍谷富山高校コーチ（富山国体優勝）
＊尾張旭西中コーチ（男子）
＊前名古屋学院名古屋中学コーチ（男子）
＊大阪大谷大コーチ（女子）
＊家庭教育学級、PTA講座、公民館講座、親子体操教室、勤労
青少年講座、子育てサークルアロマ講座、ベビーキッズマッサー
ジ教室、小学校児童対象香り体験学習（アロマ環境協会企画）、
長久手市社会福祉協議会介護者輪のつどい、学びキャンパスせ
女
と、子育てママの学びキャンパス、朝日新聞社厚生文化事業団
主催朝日ベビー相談室講座、長根公民館アロマのサークル、新
池交流館ふらっとアロマ教室

職業等

スポーツクラブ運営、指導

＊水・木・金は不可。
＊明るい笑顔を心がけて大きな声で楽しくやっています。
＊初心者の方も丁寧に指導いたします。

市内

＊平日、土日祝祭日、時間にかかわらず時間の調整が取れれ
ば基本的にいつでもOKです。
＊内閣府認証NPO法人日本ダイエット肥満研究学会ゴールド
ダイエットマスターによる楽しく今すぐできるダイエット講演。

市内

＊元三菱電機（株）名古屋製作
所勤務
＊逐次相談
＊前愛知みずほ大学勤務

市内

＊社団法人日本アロマ環境協
会認定アロマテラピーインストラ
クター
＊ダンスフィットネスＺＵＭBAイ
ンストラクター
＊エアロビクスインストラクター

市内

＊天然精油を使ってすぐに使えるアロマテラピーをお持ち帰り
いただけます。
(例)むくみ解消スプレー、虫よけスプレー、シュワシュワバスフィ
ズ、バスソルト、コネコネソープ、アンチエイジングクリーム
＊ストレッチヨガ、ダンスフィットネスＺＵＭBAも紹介できます。

【尾張旭市生涯学習教授リスト】 登録者の連絡先を知りたいかたは、尾張旭市教育委員会生涯学習課 電話 ０５６１－７６－８１８１（直通）へお問い合わせください。
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１１

健康・スポーツ・体育（２）体力づくり・スポーツ

問合せコード 分類

16016

23001

25012

26007

26017

11-2
⇒6-5

11-2
⇒1

11-2
⇒1

11-2

名前

ﾐﾔｻﾞﾜ ｻﾀﾞｴ
宮澤 貞枝

ｷﾀﾞ ﾏｻｺ
木田 雅子

ﾅｶﾑﾗ ﾏﾘｺ
中村 真里子

ｷｼ ﾀｶﾕｷ
岸 貴之

11-2
⇒7

ﾖｼﾀﾞ ｸﾐ
吉田 久美

性別

他

指導実績・著書等

職業等

指導条件・要望・自己紹介等
＊逐次相談
＊古典舞踊、歌謡舞踊など、日本舞踊の楽しさ、素晴らしさを
習って知って頂き着物の着付や所作、礼儀作法も覚えられま
す。
＊平成15年度日本舞踊西川流師範職取得。芸名は「西川貞
弥」
＊平成１９年度ＮＯＳS（日舞エクササイズ）認定指導者取得

＊日本舞踊、日舞エクササイズＮＯＳS
＊平成19年度から伝統文化こども教室「おどりで遊ぼう」日舞指
女
導。
＊日舞エクササイズＮＯＳＳ指導（日本舞踊体操）

居住地

市内

＊スポーツクラブ、市町村講座（尾張旭市、瀬戸市、長久手市、
名古屋市）、サークルにて指導19年。
＊クラス対象：親子、幼児、成人、シニア、マタニティ、ビューティ
＊クラス内容：親子体操、幼児体操、健康づくり、転倒予防、姿勢
女 改善、ダイエット、マタニティ、産後、肩こり腰痛・膝痛改善、エアロ
ピクス、のびのびストレッチ、棒びくす、バランスボール
＊尾張旭で指導実績：市民塾（棒びくす、ママビクス）、子育て支
援センター＆児童館にて親子クラス、公民館にて棒びくすサーク
ル、婦人会健康作り講座

＊フィットネスインストラクター
＊ＮＰＯ法人健康支援エクササ
＊指導条件は要相談
イズ協会理事
＊様々な年齢層の皆さんの健康作りのお役に立てればと思い
＊一般社団法人体力メンテナ
ます。
ンス協会バランスボールインス
トラクター

瀬戸市

＊生涯学習講座（安城市・刈谷市・尾張旭市）
＊桟能改善指導（瀬戸市）
＊安城市スポーツ指導
＊高浜市介護施設慰問
＊社会協議福祉会講座
女 ＊咲の樹（デイサービス）
＊愛生館（ひまわり）デイサービス
＊「らくらく肩甲骨エクササイズ（棒体操）」～1本の棒を支えにし
ながら正しい姿勢をつくり、健康なからだづくりを学びます。生涯
自立した生活を目指します。（転倒予防・ねたきりにならな
い！！）お腹まわりスッキリ。運動が苦手な方特におすすめ！！

＊ぼうビクス指導（5年）
＊あいち健康づくりリーダー
＊介護リーダー
＊刈谷生涯学習リーダー
＊安城サポートクラブ

＊月・火・水・金…午後。 土・日…午前中。
＊5人以上のグループでの指導を希望
＊まずは、参加者の方々が楽しんでいただくことをモットーとし
ております。

安城市

＊会社員
＊ヨガインストラクター

＊ハタヨガ、ヴォイスヨガ等を指導
のべ135日の断食経験もある。インド、オランダ、台湾等で海外
研修。
＊月曜日は全日指導可（他曜日は調整、相談に応じます）

市内

＊時間、曜日は応相談
＊フラメンコとエアロビクスの指導経験を生かし、フラメンコのマ
ノ（手の動き）や、簡単なステップなどを取り入れ、誰でも踊れ
るソフトフラメンコや健康リズム体操を行い、運動不足解消のお
手伝いや指導ができたらと考えております。

市内

男

＊ヨガ講師（西村和子ヨガ美健の会 ヨガ講師歴30年）
＊岐阜県瑞浪市、長久手市等の生涯学習講座を担当する。

＊フラメンコ指導歴16年以上、数々の発表会、舞台経験有り
＊フラメンコ教室「スタジオ プエルタロハ」代表
＊協会公認エアロビクスインストラクター指導歴18年
＊フラメンコインストラクター
女
＊フラメンコとエアロビクスをＭＩＸさせた「ソフトフラメンコ」簡単な ＊エアロビクスインストラクター
フラメンコのステップを取り入れながら、リズムに合わせて体を動
かします。

【尾張旭市生涯学習教授リスト】 登録者の連絡先を知りたいかたは、尾張旭市教育委員会生涯学習課 電話 ０５６１－７６－８１８１（直通）へお問い合わせください。
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１１

健康・スポーツ・体育（２）体力づくり・スポーツ

問合せコード 分類

27001

27010

27011

27015

28003

29001

11-2

名前

ｲﾏﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ
今村 博文

11-2

ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｴ
山崎 美枝

性別

他

指導実績・著書等

＊誰にでも楽に、心地よく打てる、「コツ」をお伝えできます。（こ
の「コツ」は、上級者への必携技術となります。）
＊“イメージ”をお教えします。（イメージ創りで上手に成ります）
男 ＊著書：「芸大・楽しいピンポン（卓球）」上達教本にて、お教え
（お伝え）して行きます。
＊愛知サマーセミナー卓球講師（例年）
＊親子卓球教室（5才～小6）（豊田市・H30）

女

＊Jyoti yoga studio（ジョティヨガスタジオ）主宰
http://jyotiyoga-studio.com

＊リンパケア、アロマ等について
＊高齢者でもできるソフトなヨガ、ベビーヨガ、マタニティヨガなど
女 ＊瀬戸市勤労青少年教養講座「リンパケアとソフトヨガ教室」指
導
＊脳力と心力をあげるマインドフルネス（瞑想）

11-2
⇒7

ｲﾉｳｴ ﾘｴ

11-2

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｴ
渡辺 幸江

女

ﾀﾅｶ ｱﾔ
田中 綾

＊AYANA YOGA主宰、尾張旭を中心に、ヨガ教室を展開中。
＊ヨガインストラクター養成講師としても活動。
女 ＊メンタルヘルス講習会講師実績。
＊親子ヨガ、ベビーヨガ、キッズヨガ、マタニティーヨガ、シニアヨ
ガ、初心者～上級者まで幅広く対応し、指導致します。

11-2

11-2

井上 利恵

ｻﾄｳ ｴﾐ
佐藤 英美

＊ストレッチ指導（介護予防運動含む）
＊健康運動実践指導者、陸上、水泳、エアロビクス
＊愛知医科大学療養センターにて指導経験８年
＊名古屋市スポーツ協会所属 各種講座の講師担当

職業等

指導条件・要望・自己紹介等

＊大学講師（非常勤）
＊日本体育協会・卓球上級指
＊月曜日以外の曜日で指導可能です。
導員 公認レフィリー
＊週１回 ９０分程度
＊名古屋芸術大学 楽しいピン
ポン（卓球）サークル・コーチ

＊ヨガインストラクター

＊逐次相談
＊ヨガを通じて、心と身体のバランスを整え、より健やかに自分
らしい生活を送って行きましょう。

＊ヨガ講師
＊アロマテラピーインストラク
ター
＊月、火、土、日曜
＊アロマセラピスト
＊水、木曜の午後
＊マインドフルネスインストラク
ター

＊スポーツトレーナー（全般）

＊グループ指導、公民館での出張講座も可
＊リズム運動、ラジオ体操、コンディショニングストレッチ、筋ト
レなど
＊曜日・時間等は応相談

居住地

名古屋市

瀬戸市

市内

市内

＊ヨガインストラクター
＊内容、日にち、人数等、逐次相談。
＊ルーシーダットンインストラク ＊身体が整うと心も整い、心が癒されると、身体も癒されます。
ター
＊ヨガで心と身体の健康を保つお手伝いを致します。

市内

バランスボールを使い、体全体の骨格を補正しその骨格をキープ
する筋力を正しくつける。同時に自律神経やホルモンのコントロー
一般社団法人体力メンテナンス 一般社団法人体力メンテナンス協会バランスボールインストラ
ルも行う。有酸素運動とともに脳の活性化をもできるレッスン。
女
協会認定バランスボールインス クターのEMIです。バランスボールを使った体力作りをご一緒に
実績：小学校家庭教育学級、なごやドームハッピーママフェスタ、
トラクター
しませんか。代謝も上がり、気持ちのよい汗をかきましょう。
東海エコフェスタ（モリコロ）、バランスボールサークルなでしこ（渋
川福祉）

市内

【尾張旭市生涯学習教授リスト】 登録者の連絡先を知りたいかたは、尾張旭市教育委員会生涯学習課 電話 ０５６１－７６－８１８１（直通）へお問い合わせください。
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