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 氏名／所属団体・職 講演可能分野 抱負・ＰＲ 備考 

1 

大村 千恵（おおむら・ちえ） 

奥州市青少年育成市民会議事務局次長 

青少年育成アドバイザー 

 

■居住地：奥州市 

■派遣可能：随時（要相談）  

Ａ 家庭の子育て 
・一人でも多くの子どもや若者たちの真の幸せを願って、彼らの自立に向けた支援に

日々取り組んでいます。 

・「子どもの社会参画」が子どもたちの成長に大きな効果があることを実感しながら実践

しています。 

・コロナ禍により地域社会での人間関係が希薄になり、孤独や孤立に陥り困難な状況に

直面している子どもたちを救う 

手立てを一緒に考え合う機会をもちたいと考えています。 

 

Ｂ 地域の子育て 

Ｇ その他 

講演実績（内容） 

「子どもたちがつくる小さな社会～居場所に集い心を耕し続ける子どもたち～」 

対象：ＰＴＡ、子ども会、公民館等関係者 

「子どもたちの真の幸せを願って」～学校・地域ができること～  対象：青少年育成関係者 

2 

平井 ふみ子（ひらい・ふみこ） 

ガールスカウト岩手県連盟顧問 

岩手県青少年育成アドバイザー連絡会長 

特定非営利活動法人未来図書館理事 

 

■居住地：雫石町 

■派遣可能：随時 

Ａ 家庭の子育て 
多様な生き方、考え方認め合い公正な社会であって欲しい。 

 

Ｂ 地域の子育て 

講演実績（内容） 

「地域のボランティア活動」 対象：岩手町沼宮内中学校全生徒、地域の方 

「教育ということ」     対象：星山小学校 PTA、地域の方 

「生活 即 教育」     対象：雫石町学校保健会 

3 

佐々木 幸一（ささき・こういち） 

岩手県キャンプ協会 

岩手県レクリエーション協会 

自然観察指導員ネットワーク岩手 

 

■居住地：北上市 

■派遣可能：金・土・日・祝日 

    ※キャンプ、野外活動 2 泊可能 

Ａ 家庭の子育て 
令和 3 年 9 月 日本キャンプ協会より「キャンピングアワード」受賞 

・文部大臣認定野外活

動指導者 

（ｷｬﾝﾌﾟﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 1 級） 

・日本ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会公

認指導者 

・NACS-J 認定自然観

察指導員 

Ｂ 地域の子育て 

Ｇ その他 

講演実績（内容） 

 「エコ・ものづくり体験まつり」       対象：親子 

 「楽生学級・野外講座」（ネイチャーゲーム） 対象：一般 
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4 

 

鎌田 まき子（かまた・まきこ） 

盛岡地区保護司会河北分区(副分区長) 

 盛岡市子ども会育成会連絡協議会会長 

 岩手県防犯協会連合会副会長 

 盛岡東地区防犯協会連合会会長 

 

■居住地：盛岡市 

■派遣可能：随時（要相談） 

Ａ 家庭の子育て ⓵コロナ禍での子ども会の存在と意義について、気付いたこと。 

（子供の成長は待ったなし） 

②薬物常習者、精神対象者と向き合い生きづらさの中心に孤独がある。（社会環境） 

③子育て環境と複雑な問題そして課題（支援現場を通して） 

 

Ｂ 地域の子育て 

Ｃ 健康・発達 

Ｄ 不登校・ニート 

Ｅ 非行防止・いじめ 

Ｇ その他 

講演実績（内容） 

子ども会育成会の役割と心構え  対象：世話人、関係者等 

子ども会育成者研修会      対象：地区 PTA、世話人、関係機関  

5 

工藤 和子（くどう・かずこ） 

雅声会 事務局長 

 

■居住地：盛岡市 

 ■派遣可能：随時 

Ａ 家庭の子育て 歌（童謡・唱歌）を通して子育てを考えます。出口の見つからない現状にこそ、歌の意

味が発揮されるように思う。 

 

Ｂ 地域の子育て 

Ｇ その他 

講演実績（内容） 

 雅声会 ヴォーカルコンサート 中田喜直の世界      対象：一般 

 岩手大学附属小学校 若竹コーラス 「ディックとねこ」   対象：関係者 

6 

三浦 義孝（みうら・よしたか） 

岩手県小児科医会会長 

岩手県青少年育成県民会議理事 

 

■居住地：盛岡市 

■派遣可能：土日祝日は随時 

※平日夜間 

※水曜日は午後可能 

Ａ 家庭の子育て 時間が合えば可能な限り引き受けます。  

Ｂ 地域の子育て 

Ｃ 
健康・発達： 

救急法、事故防止 

Ｅ タバコの害、虐待防止 

Ｇ その他 

講演実績（内容） 

「抱っこの魅力と母乳育児」     対象：保育士、助産師（東京） 

「抱っこの魅力と子育ての応援」   対象一般、保育士（岡山） 

「中年のタバコが手伝うボケの道」  対象：喫煙者 
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横澤 繁（よこさわ・しげる） 

特定非営利活動法人 

岩手県レクリエーション協会理事長 

 

■居住地：紫波町 

■派遣可能：随時 

 

Ｇ その他 
子どもたちが、野外活動を通して自然体験、生活体験などの体験をして、健やかに成長

する一助になれればと思っています。 

 講演実績（内容） 

「体験遊びとニュースポーツ」    対象：小学生 

「手作りクラブ（工作・料理）講師」 対象：児童センター（小 1～小 3） 

8 

能登谷 拓（のとや・たく） 

岩手県青少年育成県民会議専門職員 

 

■居住地：盛岡市 

■派遣可能：随時（要相談） 

       ※派遣期間 12 月末まで 

Ｆ 情報教育 
青少年の安心・安全なネット・スマホ利用の促進ができるよう、適切な助言や最新の情

報が提供できるように活動していきます。 

 

講演実績（内容） 

「ネット・スマホトラブルの危険」「ネット・スマホトラブルの家庭での対策」 対象：生徒 

「幼児期のネット依存について」      対象：幼稚園保護者 

「ネットトラブルの危険」「家庭での対策」  対象：新入学生保護者 

9 

加藤 源広（かとう・もとひろ） 

（特非）もりおかユースポート理事長 

 

■居住地：盛岡市 

■派遣可能：随時 

Ｄ 不登校・ニート 

経験豊かな PTA 活動やライフコンサルティングの認定コーチとしての資格を有し、課

題も豊富である。キャリアコンサルタント、ファイナンシャルプランナーの資格を有し、

仕事とお金の面から豊かな人生をサポートします。 

 

講演実績（内容） 

 東北 PTA 研修大会、全国 PTA 研究大会等でのパネリスト 

 ニート、ひきこもり、若者の自立・就労支援について地域福祉や教育関係でのセミナー講師、講演等 

10 

久慈 為久子（くじ・いくこ） 

岩手県公認 家庭教育アドバイザー 

教育臨床心理学博士 

 

■居住地：盛岡市 

■派遣可能：曜日関係なく午後、夜間 

※車いすのため対応可能な会場のみ 

Ａ 家庭の子育て 現在身体障碍者になっているが、まだ動ける範囲で皆様のお役に立てればと思っていま

す。電話にて不登校、引きこもりなどの個人的相談も受けております。 

 

Ｂ 地域の子育て 

Ｃ 健康・発達 

Ｄ 不登校・ニート 

Ｅ 非行防止・いじめ 

講演実績（内容） 

「ひきこもりに対応する心」 対象：保護者 

「親のあり方（地域で取り組む子育て支援） 対象：一般（二戸市） 
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11 

五十嵐 のぶ代（いがらし・のぶよ） 

一般社団法人岩手県 PTA 連合会会長 

(公社）岩手県青少年育成県民会議副会長 

岩手県青少年問題協議会会長 

 

■居住地：盛岡市 

■派遣可能：随時 

Ａ 家庭の子育て ・コーチングの資格を生かした人材育成 

・家庭教育の観点からのネット環境についての課題 

・地域との触れ合いの中から生まれる繋がりや、PTA 活動の意義 

 

Ｂ 地域の子育て 

Ｃ 健康・発達 

Ｆ 情報教育 

Ｇ その他  

講演実績（内容） 

 「子どもの心と身体の健康～ゲームや SNS を通して家族のつながりを考える」 対象：西和賀町教育振興運動 

 「子どもの心と身体の健康」       対象：教育振興（岩手町一方井地区、川口地区） 

12 

高舘 美保子（たかだて・みほこ） 

（特非）いわてパノラマ福祉館理事長 

 

■居住地：盛岡市 

■派遣可能：随時 

Ｃ 発達障害 

「働くことは希望する人生を叶える手段の一つ」をコンセプトにしています。希望する

人生には個人と社会の成長が必要不可欠と考え、多様な方々のご協力のもと活動してい

ます。 

 

講演実績（内容） 

 「多様な働き方を支えるソーシャルワーク実践」   対象：宮古市立田老第一小学校 PTA  

「今、岩手で求められる障害者雇用」        対象：岩手県立大学社会福祉学部シンポジウム 

13 

山屋 理恵（やまや・りえ） 

認定特定非営利活動法人インクルいわて

理事長 

 いわて被災者支援センター長 

 

■居住地：盛岡市 

■派遣可能：随時 

Ａ 家庭の子育て 令和 3 年度「子どもと家族・若者応援団表彰」 

子育て・家族支援部門 内閣総理大臣賞 受賞 

 

Ｂ 地域の子育て 

Ｇ その他 

講演実績（内容） 

 「岩手県小児保健学会 特別講演」  対象：医師、看護師、保育士、市民等 

 弘前大学「子育て支援で地域と未来が変わる！人生 100 年モデルをつくろう」 対象：市民 

14 

小森 篤（こもり・あつし） 

盛岡市教育委員会学校教育課指導主事 

 

■居住地：盛岡市 

■派遣可能：随時（要相談） 

Ｅ 非行防止・いじめ   

講演実績（内容） 
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工藤 晴香（くどう・はるか） 

h.k smile office 代表 

盛岡外語観光&ブライダル専門学校非常

勤講師 

 

■居住地：盛岡市 

■派遣可能：随時 

Ａ 家庭の子育て こんな時代でも、人と会って話すことを「楽しい」と思ってもらえるように努めていま

す。オンライン上のコミュニケーションだけでなく、リアルのコミュニケーション上手

の為に印象を良くする笑顔講座で皆さんと楽しい時間を過ごしています。 

 

Ｂ 地域の子育て 

Ｃ 健康・発達 

Ｆ 情報教育 

Ｇ その他 

講演実績（内容） 

「あなたの好印象で収益力向上を目指して」  対象：岩手生活衛生指導センター後継者育成塾 

「笑顔の授業」               対象：盛岡外語観光＆ブライダル専門学校学生 

16 

久野 昌美（ひさの・まさみ） 

盛岡保護観察所所長 

 

 ■居住地：盛岡市 

 ■派遣可能：月～金 午前・午後 

Ｅ 非行防止・いじめ   

講演実績（内容） 

17 

山本 亮（やまもと・りょう） 

盛岡少年院 首席専門官 

 

 ■居住地：盛岡市 

 ■派遣可能：月～金 午前・午後 

Ｅ 非行防止・いじめ   

講演実績（内容） 

18 

一般社団法人岩手県歯科医師会 

 

■所在地：盛岡市 

■派遣可能：随時 

Ｃ 健康・発達   

Ｅ 非行防止・いじめ 

講演実績（内容） 

 「歯科保健講話」  対象：盛岡市立高等学校 1 年生 

 「滝沢市児童家庭相談援助ネットワーク実務担当研修会 講演」  


