日本手まりの会 講師

日本手まりの会師範

平成11年 本科、高等科資格取
得認定
平成13年 師範科 資格取得認
定
平成21年 加茂手まり教室開設
平成23年 新潟日報カルチャーセ
ンター 手まり教室開設
令和2年 豊栄地区公民館 手
まり教室開設（11月7日から）

計算された幾何学模様と、手の
中にふんわり収まる温かさが気持
ちを穏やかにしてくれる伝承の手ま
り。ひと針ひと針丁寧にかがると想
像を超える美しい模様が描き出さ
れ感動を呼びます。体験してみま
せんか。

小,中,高,青,
北,東,中,江
成,齢,女,親

新

建築家
一級建築士
建設会社勤務
2007年から折り紙建築作家の木
原隆明氏に師事し折り紙建築の
創作を始める。
2008年から家族と共にカプラブロッ
クを始める。

【折り紙建築・ポップアップカード作
り】
折り紙建築・ポップアップカードの ●H30～R1 折り紙建築ワークショップ
作り方の指導
【カプラブロック】
カプラブロックの作品作りの紹介と
参加者と共に色々な造形にチャレ
ンジする。
小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

全市

三,新,加,燕,
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スクラップブッキング講師

自宅と公民館でスクラップブッキン ●H29～30 親子でスクラップブッキン
グの講師活動。家庭教育学級の グ
2007年インストラクターの資格を取 企画経験から、市内公民館の
得
乳・幼児期家庭教育学級や一般
向け、高齢者向けの講座の依頼
㈱サクラクレパス事業部メモラビリアー
あり。
ト講師
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女,親
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消しゴムはんこ彫り体験。こちらで
用意した消しゴムはんこを使って、
ハンドメイドイベントへの出店や子 ハガキやコースターに好きに押して
育て支援施設での講座を行って オリジナルのものを作ってもらう体
おりました。
験。
プラ板をつかったネームキーホル
ダー作りも体験していただけます。

クラフバンドエコロジー協会認定講師
長岡市HP「まちの先生」に登録
第２１回クラフトバンドエコロジー協
会コンテスト１位入賞
定期教室やワークショップの他にク
一般社団法人クラフバンドエコロジー ラフトバンドエコロジー協会の資格
取得を養成するクラフトバンド実
協会認定講師
一般社団法人日本紙バンドクラフト 技講座、インストラクター養成講
座の専任講師をしています。
協会トリリアムメソッド認定講師
AJBジュエリーバッグ協会認定講師

定期教室…新潟日報カルチャー
長岡教室、JAながおか、見附市
ワークショップ…長岡市、見附市、
柏崎市、秋葉区、燕市、JA、東
京電力、小学校、支援学級、聴
覚・視覚障がい者協会、長岡社
会福祉協議会など
https://ameba/ehiramoikka/ を
ご覧ください

●R1 新潟市秋葉区シニア講座、
キャリア教育を兼ねたハロウィンワーク
ショップ
●R2 かご作りワークショップ

小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

秋

三,加

粘土作家 ﾌﾞﾙｰﾑN上級師範
平成元年より粘土工芸の指導者
を目指し、平成4年にﾌﾞﾙｰﾑN上
級師範の資格を取得以来、季節
の花や盆栽など樹脂粘土での創
作活動を続ける傍ら出張講師を
したり、自宅にて『粘土クラブｈａｎ
粘土工芸教室 ブルームＮ 上級師 ａ』を主宰。南区で開催の『白根
学習館まつり』にて作品の発表を
範
させていただいています。

樹脂粘土で作るお花や盆栽、アク
●R1 大鷲シニアクラブ「コケ玉づく
セサリーなどどなたでも作れる粘土
り」、 学習館まつり 作品展示、 二人
遊びです。インテリアやプレゼントに
展 個展
も大変喜ばれています。月に3～4
日のペースで自宅教室を開催して
いますが、人数がまとまればどちら
へも出張講師をいたします。

全て

「Atelierちか室」主宰、粘土作家、
折り紙講師、コッパー（純銅）彫刻作
自宅やカフェ、公民館、幼稚園、
家 他
小学校などで創作教室を開催。
（学年行事、夏休み工作教室、
文化祭ワークショップ等） 福島未
来博に出展。個展開催。地域お
粘土（ジュンコ・フローラ・スクール公 こしのためのグッズ製作（潟東鯉
認師範）、折紙講師、ハーブコーディ 車、巻鯛車、中之口はぐろちゃん
ネーター、おもちゃインストラクター、ア など）新潟市水と土の芸術祭、文
クティビティインストラクター、小学校 化創造都市の市民プロジェクト参
教員１級免許、こころとからだの健康 加。阿賀町での「里山アート展」に
参加。
スポーツ学セルフケアトレーナー

粘土細工や折り紙などの創作活
動。身近な材料を使って簡単な
工作。リサイクル教室（牛乳パック
で紙すき、廃油キャンドル）工作教
室と簡単な遊びを組み合わせての
レクリエーションなど。

全市

●H29 「水と土の芸術祭」市民プロ
ジェクト
●R1 「水と土の文化創造都市」市
民プロジェクト、「二人展」「Atelierちか
室」ワークショップ他
●R2 「里山アート展17」壁画、アー
ト制作、「Atelierちか室」ワークショップ
他

全市

ecoクラフト作家

ワークショップを通じてeco工作の
楽しみを広げる活動をしています。
eco工作とはゴミにする前にもうひと
活躍できる材料を使って工作をし
新交企画
ます。
宣伝広告企画営業退社後、子
新潟県内外各イベント会場幼稚
育てをしながら７年前よりeco工作
園学校公民館などでワークショップ
のワークショップを始める
開催。
作って楽しい飾ってかわいいeco工
作です。

三,新,加,燕,
五,阿,胎

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●R2 「ペットボトルの風車」夏休み工
作講座、「コルク人形」干支コルク人形
を作ろう！ワークショップ、「ワイヤーで作
る虫さん」工作講座

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

6年前より中学校コーディネーター
に頼まれて、子供たちにナイフの使
●H29 昔のおもちゃ作り「ペタンクタン」
用方法を教えることを前提で始め
●H30 昔のおもちゃ作り「竹とんぼ」
ました。竹とんぼ等の昔の遊びを
●R1 テープを使ったクルクルレイン
思い出しながらやっております。中 竹細工（子どものおもちゃ）、木工
ボー作り
学生が相手ですが、最近は高齢 パズル等の作成
者等にも参加してもらい実施して
おります。経歴などありません。昔
を思い出して自分自身も楽しんで
おります。
中,齢,男,女

江,秋,南

ロマンドール師範、ポルセレーヌ（磁
器）講師

ロマンドール師範

1985年ロマンドール講師認定され
る
H29～R2 通年教室活動
磁器粘土、紙粘土を使用し、小
1990年ロマンドール師範認定され
物、インテリア、人形等々を指導
る
致します。
1992年ポルセレーヌ講師認定され
る

全て

北

五

越後大郷からくり館館長

からくり人形の仕組みを実演を通
公立学校理科教員、自然科学
して解説する。からくりおもちゃの工
館職員、越後大郷からくり館館長
作を指導する。

●R1 からくり人形実演、からくり工作

高校教諭2級普通免許状、学芸員
資格

全て

全市

食品サンプル作家・講師
２０１０年、樹脂粘土でスイーツデ
コを始める。２０１６年、興味のあっ
た食品サンプルを学ぶため、横浜
食品さんぷる畑・江波ゆきこ先生
に師事。家庭で作れる食品サンプ
ルを学ぶ。２０１９年、栃尾文化セ
日本デコアーチスト協会スイーツデコ ンター「食品サンプル展」を開催。
２週間で３０００人を動員。食品
アーチスト
サンプル教室「メコ☆しろSweets」
横浜食品さんぷる畑 認定講師
主催。

企業様販促・ハンドメイドイベント
などでのお手軽なワークショップか
●R1 栃尾文化センター主催「食品サ
ら、カルチャースクール・地域行事・
ンプル展」、食品サンプル講座
公民館・文化センターなどでの２
●R2 食品サンプル（モチーフ）講座
～３時間を要する講座まで、幅広
いニーズにお応えしています。
アトリエ教室では１からじっくり食品
サンプル作りをお楽しみいただけま
す。

小,中,高,成

20年以上、子育て支援のボラン
ティアをしています。若いお母さん
が息抜きできる場での保育や、小
学生対象の遊び場でのお手伝い
をしています。その他に人権擁護
委員の活動もしています。

日本折紙協会師範

三,新,燕,阿,

●H27～ ものづくりクラブでの手芸の
ボランティアで小学校の「ものづくり 手伝い
クラブ」の手芸のお手伝いをしてい ●R1 クラフト工作
ます。又、児童館の企画でクラフト
作りの指導もしています。

小,成,親

新津レクリエーション協会 理事

全市

全市

S56年 日本折紙協会に入会
H元年 旧新津市で新津おりがみ
サークル設立、その後、市内に4教
室を開設
●H29 クリスマスリース作り
H5年 日本折紙協会新潟支部 ・折り方の基礎から応用へ
「はまなす」設立と同時に入会
・折り図の見方、折り方のポイント
H18年 同協会の師範資格を取 等
得
国際交流基金の事業で海外での
折紙交流を経験。地域の公民
館・学校などでも活動。
全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

