
※各講師のジャンルはあくまで例です。この限りではありません。

（例） 講師名 主な開催内容 講演型 体験型 オンライン型 連絡先 備考

1

防災

家族

環境

男女

（株）なぁ～ちぇ

野菜ソムリエプロ

池田奈央

〇普段使い出来る防災パッククッキング講座（デモ・調

理ワーク・講義のみ）〇家庭内調理ゴミゼロの調理法

（デモ・調理ワーク・講義のみ）〇子どもと一緒に旬を

楽しむ家庭クッキング（ワークあり）〇季節の料理教

室・ケーキ教室 など

○ ○
○

要相談

メール：ikeda@na-che.com

電 話：090-1175-7551

開催日時：平日日中、日曜日中、

土曜日（要相談）

2
家族

人権
NPO法人未来ISSEY

・香川県で病気を抱える子どもと家族を支援する取り組

みについて・遠隔ロボットを活用して会いたい人と繋ぐ

支援について・⾧期入院の子どもと家族を笑顔にするコ

ミュニケーション方法（声のかけ方・自分たちにできる

こと）

〇

〇

ロボット

持参

〇
℡：080-2982-3902        

 e-mail： miraissey@gmail.com

時間帯・場所はその都度ご相談さ

せていただきます。

3 家族 アキホ タタ 彫刻家

子どもの創造性、豊かな感性を高めるワークショプなどを幼稚

園、こども園、小学校で開催してます。石の彫刻が専門ですの

で、具体的には石の彫刻、アートについての考え方のワーク

ショプなどです。また、2010年からオーストラリアの展覧会

Sculpture by the seaに参加していて、海外の展覧会の説明な

どについてもお話しします。

〇ホームページ https://www.ishiya-akihotata.com/

○ ○
太田明甫 携帯090-4977-0411        

 自宅℡℻ 共通     087-845-9511

4
防災

家族

秋山 俊一

 ○まちの防災士

 ○ナチュラリスト

○親子防災キャンプ ○親子で防災カフェ

 災害への備えについて、子どもも保護者も一緒になって考え

ます。学校で、家庭で、災害にあったらどうするか、疑似体験

をしながら、自分で発想する力を付けましょう。（複数回連続

講座の開催も可能）

 また、虫取りや鳥の観察などの自然体験を交えて、楽しめる

活動を企画しています。

○ ○
○

（要相談）

携帯：090-2781-5527

メール：t.aki-3459@ozzio.jp

・基本的に土・日及び祝祭日。平日は時

間的余裕が有り調整可能なときのみ。

・依頼時、希望するお話しや活動を明確に

してご相談ください。要望に合わせて企画

いたしますので、打ち合わせの時間は

しっかりと取ってください。

5
家族

男女

アトリエmom's(マムズ）代表

フードクリエイター

たがみまき

自家製調味料ワークショップやおうちごはんの料理教室などを主宰。

簡単にシンプルにおいしく、毎日のおうちごはんを楽しく作るための

ご提案をしています。

【自家製調味料ワークショップ】・手作り味噌、醤油麹、塩麹などの

発酵調味料・無添加自家製ポン酢・万能焼肉のたれ・自家製ラー油 

・自家製梅干し など旬の食材を使った調味料作り

【親子向けワークショップ】・手作りバターとパンケーキ・大豆から

作る自家製豆腐とおからドーナツ ほか

〇 〇 〇

東京都目黒区洗足2-3-9-102

☎08055236236

✉aosoraluna@gmail.com

東京を拠点としておりますが、地方に出張

してのワークショップも対応可能です。

高松は実家があるので年に数回帰省してお

ります。タイミングを合わせることも可能

ですのでお気軽にお問合せ下さい。

6 家族
遠藤 由美

（さぬき語りの会）

「子どもにお話を届ける、絵本を読み聞かせることは、

豊かな愛の体験」をテーマに、親子読み聞かせ教室の開

催や、読み聞かせを取り入れた子育てについてのお話を

します。

○ ○

高松市生涯学習センターへ連絡

☎087-811-6222

📠087-821-8022

✉can@city.takamatsu.lg.jp

7

家族

環境

男女

ボラン

ティア

お片付けの学び場。

上原千鶴

こども～高齢者までお片付け全般の講座

○未就学園児親子に向けて ▶  おかたづけ育のススメ

○小学生親子向け ▶  お片付けから始める環境3R（リデュース・リユー

ス・リサイクル）と1R（リメイク）学習、ワークなど

○保護者対象 ▶  お片付けの基本講座や書類整理、生前整理など

○こども～おとなエコワークショップ ▶  トイレットペーパーの芯、牛乳

パック、切り布を使ったリメイクアートなど

○お片付けでSGDs ▶  x change捨てるにはもったいないモノ交換会

○
○

(ワーク)

○

特別な希望が

あれば対応も

可

メール 

o.kataduke.manabiba@gmail.com

電話 090-9450-0076

FAX    087-886-7486

開催日など出来るだけご希望にそ

えるように対応いたします。ご相

談下さい。

8 人権
香川人権研究所

事務局⾧ 竹上精一

・知っておきたい人権課題(幼・小・中)

・なかまづくりを支えるもの(幼)
〇 × 〇

高松市生涯学習センターへ連絡

☎087-811-6222

📠087-821-8022

✉can@city.takamatsu.lg.jp

特になし

9
家族

男女

（株）整理収納教育士

役員 道久礼子

整理のスキルを身につけることで自立につなげることを

目的に、整理収納や片付けの重要性を先生や子ども、保

護者、子どもに携わる大人に伝える活動を行う。講演の

他、身の回りのモノを「かるた」や「トランプ」、「パ

ズル」（弊社オリジナル玩具）を使って学ぶお片付け

ワークを行っています。

〇 〇 〇

株式会社 整理収納教育士

【HP】 https://kyouikushi.jp/

【メール】

hk.kyouikushi@gmail.com

時期、日時、地域調整可能

ご相談に応じます。

10
家族

環境

草木染体験 あそ美工房

主宰 角田眞理子

（ネイチャーゲーム指導員 自然

観察指導員 ふろしき包み指導

員）

・身近な植物を使っての草木染体験

・五感(さまざまな感覚）を使い自然体験

・ふろしきのいろいろな包み方教室

○
代表角田眞理子

TEL０９０−８２８０−６２４９

開催は基本、10:00～15:00の2時

間ぐらい

市外に在住のため車で行きますの

で、駐車場が必要になります。

11 家族

ゲストハウス若葉屋 宿主

青年海外協力隊OB

若宮 武

・異文化理解、国際協力、旅育などについて

（開催事例）

「セネガルのiPhoneと日本のNinja ～異文化の理解に向

けて～」（栗林小学校の保護者対象に2018年に講演）

○ ○

電話 070-5683-5335

メール info@wakabaya.main.jp

LINE @har7889x

12
家族

情報

阪根 健二

鳴門教育大学名誉教授

・コロナ時代の子どもの遊びと学び

・家庭教育（ネット問題など）

＊なお、鳴門教育大学から遠隔で配信する形式

〇

（遠隔で

配信）

○

（個別でも可

能）

高松市生涯学習センターへ連絡

☎087-811-6222

📠087-821-8022

✉can@city.takamatsu.lg.jp

相談に応じます

13 人権

佐藤 敦雄

（高松市人権教育課

 社会教育指導員）

「人権意識の高い子どもたちを育てるために」は、保護

者自身の人権意識や人権認識を高めることが重要である

ことから、『子どものほめ方』『自尊感情の高め方』

『差別を支える慣習や風習・差別の現実』など、人権意

識・人権認識の高揚につながる学びを提供する。

〇
高松市人権教育課

087-839-2640

14
家族

地域

讃岐うどん普及友の会

大西 一

・⾧年のうどん作りの経験を生かして、使用する粉や塩

の加減などを説明し、うどん作りを体験してもらえま

す。讃岐うどんの歴史についてもお話します。

・八十八か所の先達をしており、講義や現地でのガイド

をすることができます。

・鈴虫の飼育について

○ ○

電話：087-833-3990（FAX兼用）

携帯：090-1003-3444

住所：高松市瓦町２丁目7-18

開催の日程や定員について要相

談。うどん作り体験の場合、何組

かが重要。すでに練っておいたう

どんの生地を使用すれば2時間程

度、最初からだと３時間程度必

要。場所の下見もします。

〈令和３年度家庭教育学級講師リスト〉
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※各講師のジャンルはあくまで例です。この限りではありません。

（例） 講師名 主な開催内容 講演型 体験型 オンライン型 連絡先 備考

〈令和３年度家庭教育学級講師リスト〉

15
家族

地域

さぬき麺業(株)

代表取締役

香川 政明

讃岐手打ちうどんを粉から練って、出来上がりのうどん

を試食します。郷土の文化を親子で体験しましょう。
○

さぬき麺業株式会社

TEL 087-867-7893

FAX 087-866-5259

メール 

sanukiudon@sanukiudon.co.jp

日時 平日9時～16時

16 家族

塩津 陽子

（香川県エアロビック連盟会

⾧・同志社大学非常勤講師・健

康運動指導士・スポーツ健康科

学博士）

科学的根拠（エビデンス）に基づいた健康に関する講話

および健康づくり運動の実技指導
○ ○ ○

メールアドレス          

 yoko_4708@yahoo.co.jp

木曜日～土曜日        

2，3，8，9月（大学の講義がない

時）は月、火、水曜日も可能

17
家族

男女

整理収納コーディネーター®

いずみ なみか

■子どもに伝えたい片づけ ■片づけタイプチェック

■片づけの基本講座 ■ホームファイリング

■場所別収納実例

ご要望に合わせ1時間～1時間30分のコンテンツ構成が可

能です。

○ ○ ○

メール ： 

namika@chouchoulife.com

 電話 ：090-2783-6131

開催は平日の午前中希望です。

資料（テキスト）が必要な場合は

別途費用をお願いします。

18 家族
高松大学読み聞かせ隊

代表 山田 純子
（発達科学部子ども発達学科）

絵本、紙芝居、パネルシアターなどの他、手遊びや体遊

びなどを織り交ぜたおはなし会を開催します。

要望があれば、就学前親子を対象にふれあい遊びも取り

入れたプログラムを実施します。

× ○ ×
メール

jyamada@takamatsu-u.ac.jp

開催は、基本日曜日。

⾧期休業中(2,3,8,9月)は平日、土曜日、祝

日も可能。

要相談。

19
防災

男女

寺尾 華菜子（防災備蓄収納マ

スタープランナー）

・防災リュックの作り方              

・家庭での防災備蓄収納について          

・災害時の食事について考えよう          

・段ボールを使ってトイレを作ろう

○ ○ ×
メール pikka0616@yahoo.co.jp

携帯 090-9770-2371

日時・地域に関して前以てご連絡

いただければ調整可能です

20
人権

家族

日本アンガー マネジメント協会コン

サルタント・キッズインストラク

タートレーナー・ティーンインスト

ラクタートレーナー他

高松太田社労士事務所 谷川由

紀

・怒りの感情を上手にコントロールする技術（アンガー

マネジメント）

・上手な叱り方、怒り方について

＊いずれも、対象は「大人」か「親子」向け

○ ○ ○

高松市生涯学習センターへ連絡

☎087-811-6222

📠087-821-8022

✉can@city.takamatsu.lg.jp

随時受付

21
家族

人権

認定NPO法人 ヒカリカナタ基

金理事⾧

竹内 昌彦

テーマ「私の歩んだ道ー見えないから見えたもの」

（視覚障害者への理解について、いじめ・進路・子育てについ

て、素晴らしい先生に出会えること、人はなぜ勉強するのか、

などをお話しします。）

ヒカリカナタ基金のHPやYouTubeにネパールで両目を手術し

た「ピピちゃん８歳」の動画があります。ぜひ講演の最後に皆

さんに見ていただきたいと思いますのでご覧ください。

○ ○

△

(準備してい

ただければ、

できるだけ対

応します）

住所：〒703-8253 岡山市中区八

幡東町6-1

電話：086-275-0112(FAX兼用)

携帯：090-7130-7260

日時：いつでも可能。岡山から日帰り

できれば助かります。場所：どこでも

可能。

講師料：交通費など全て合わせて手取

りで４万円以上いただけると助かりま

す。アジアの貧しい国の目の見えない

子供たちの目の手術費に使わせていた

だきます。

準備：ワイヤレスマイク、お盆の上に

水とコップ。（お盆があるとペットボ

トルやコップの位置がわかるため）

22 家族

野崎 幸三

(株)ルーヴ

代表取締役社⾧

菓子全般の講習

・食育について ・実技（デコレーションケーキ）

・ていねいにつくること、協調性の大切さ

〇 〇

高松市鹿角町290-1

TEL 087-869-7878

FAX 087-868-1444

MAIL nozaki@lowe.co.jp

内容によって応相談

23 家族
藤本 典裕

（東洋大学）

アニメ（サザエさん、ちびまる子ちゃん、クレヨンしん

ちゃん）を題材に、子ども、子育てについていくつかの

ヒントを探る。

○ ○

高松市生涯学習センターへ連絡

☎087-811-6222

📠087-821-8022

✉can@city.takamatsu.lg.jp

日時等は相談して決定させていた

だきたいと思います。

24 家族

星川 叔子
（日本レクリエーション協会公認余

暇開発士・レクインストラクター、

まいまい塾ネットワーキング代表、

元人権擁護委員）

「言葉の大切さ」、「子育ては宝探し」をテーマに講演

を行います。
○

高松市生涯学習センターへ連絡

☎087-811-6222

📠087-821-8022

✉can@city.takamatsu.lg.jp

25 家族

堀尾 光宣

（元中学数学教諭、家庭教師を6年

間し現在も継続。

元高松市図書館協議委員）

 ご子弟が小学生､中学生のご家庭の保護者で、学校､家

庭学習全般について悩んでいたり､学習への心構えや進

ませ方が分からなかったりする方が多く見られる。その

状況に対し､勉強の意義や価値、さらにはお子様の毎日

の勉強への関わり方を指導経験をもとに判りやすい形で

講話を行う。

〇
高松市松島町1-7-14

090-9455-6728
条件はありません

26
人権

家族

町田 仁美

（まちだ社会保険労務士事務所

代表、オフィスjin代表）

・アンガーマネジメント（感情のコントロール）

・子どもの自己肯定感を育て、考える力を伸ばす

・親子のコミュニケーション、ファミリースキル

・アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）に気づく

「イライラ子育てから笑顔の子育てへ～アンガーマネジメント

のすすめ～」

「子どもが育つ叱り方。伝わるように伝えよう」

「子どもを伸ばすファミリースキル」

「親子の未来が変わる。アンコンシャスバイアス（無意識の偏

見）に気づこう」

○ ○ ○

電話：087-814-4651

   090-8695-2998

メール：machida-

sharoushi@mbr.nifty.com

開催は基本、平日9:00～16:00

夜間、休日は要相談

27 家族

八百屋ひとみデリカ＆キッチン

店主 野菜ソムリエpro．池田ひ

とみ

・食育授業  ・農業体験 〇 〇 ×

高松市生涯学習センターへ連絡

☎087-811-6222

📠087-821-8022

✉can@city.takamatsu.lg.jp

日時 休日
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※各講師のジャンルはあくまで例です。この限りではありません。

（例） 講師名 主な開催内容 講演型 体験型 オンライン型 連絡先 備考

〈令和３年度家庭教育学級講師リスト〉

28
家族

防災

野菜と自然を愛する会

代表：角田眞理子

・野菜ソムリエ 自然観察指導員 キャンプリーダーな

ど10名の会です。

・非常食は野菜不足にならないような食の提案やキャン

プ体験から防災・減災を伝えています。

○

代表角田眞理子

TEL０９０−８２８０−６２４９

開催は基本、10:00～１５:00の2時間ぐら

い

市外に在住のため車で行きますので、駐

車場が必要になります。

29
人権

男女

ラジオパーソナリティー・

アルミックジェンダー研究室 代

表

木村アンリ

「性的少数者 LGBとT、基礎知識と対応」     

パワーポイントを使った講演
〇

高松市栗林町2-18-18-201、         

090-2785-1815 

b11scs1d34@hi3.enjoy.ne.jp   

FAX. 087-802-6138

講演可能日時 土、日、祝 平日

の午前中

30 家族

愛歌会オペレッタミュージカル 代表 

愛染千絵子（歌劇団主宰・声楽家・創作

舞踊家他）（地元の歌劇団公演や演奏会を

30年以上に渡って主催、有名劇団員等のOGや

OBを輩出してきた。日舞経験を活かした創作

舞踊公演も上演。全国規模の声楽コンクール

審査員。他）

・ミュージカルやお芝居、歌や演技についての講演（一つの舞

台を皆でやり遂げる責任感や持続心の大切さ、歌唱や演技の心

構えなどを実演も交え講話する）

・様々なジャンルの音楽に振り付けて踊る創作舞踊の体験会

（童謡やアニメ曲や唱歌等を日本舞踊ベースの所作で踊り、同

時に扇の扱いや礼儀作法など、和文化の伝統や意義などを体験

的に楽しく学ばせる）

○ ○ ○

TEL087-888-3838 

携帯090-3786-6991

メールcantabileaika@icloud.com

他のレッスンや公演との兼ね合いで都

度日程を組みます。

31 家族 金崎 洋一
・体遊び ・体を使った表現 ・ダンス（リズムダンス、

親子ダンス、創作ダンス） ・親子で楽しむ運動
○ ○ kin97.jp@gmail.com

日時：火、水、木、金の日中、夜

間は対応可  

32 家族
香川県ユニセフ協会     事

務局またはボランティア

世界の子どもたちの現状やユニセフの活動、SDGｓに関

する内容についての学習を、ワークショップ形式・講義

形式などで行っています。『いのちの水』『子どもの権

利条約カードブック』など、日本ユニセフ協会発行の資

料を使用します。

○ ○ ○
toiawase@unicef-kagawa.gr.jp        

087-813-0772

日程・内容等につきましては、そ

の都度ご相談の上決定させてくだ

さい。講師の都合が合えば時間帯

等はご希望に応じています。

33 家族

山田吟子

声楽家、オペラ歌手

香川アンバサダー（2004年～県

庁より委嘱）

「歌の絶えない明るい家庭つくり」

 歌で家族のコミュニケーションを取ろう

 腹式呼吸で人生が変わる，音痴は克服できる

 腹式呼吸を学び家族と楽しく歌おう

 合唱の楽しさ、重要さを学ぼう（イタリアでの経験談を含

む）

 誰でも楽に綺麗に歌う方法を学ぼう

 家族の思い出の曲をつくろう

○

○

※ピアノ

かオルガ

ンを準備

高松市生涯学習センターへ連絡

☎087-811-6222

📠087-821-8022

✉can@city.takamatsu.lg.jp

開催は基本、平日9:00-16:00

7.8.9月は省く

34

家族

人権

地域

称讃寺 住職 瑞田信弘

世代間のコミニュケーション。目標設定と達成感。短期

の目標と中⾧期の目標。集団の中での自分の身の置き

方。異なった意見の調整方法。ゆっくり聴くことと共感

すること。等

〇

ディス

カッショ

ン形式も

〇

〇

761-1701 高松市香川町大野1325-

2

固定電話 087-885-2012

携帯電話 090-2822-5012

メールアドレス

s-tamada@shirt.ocn.ne.jp

本業はお坊さんなので、土・日・

祝日の日中は早めの日時の設定を

望みます。

35 家族
伝々虫 

代表 永見三智子

昔話を中心に物語を語り聞かせる「おはなしの出前」活

動をしている会です。

・おはなし会（親子、子ども、大人対象。それぞれの年

齢、規模に合わせて対応します）

・お話や本の楽しさ、大切さについての講話

○ ○ ×

高松市生涯学習センターへ連絡

☎087-811-6222

📠087-821-8022

✉can@city.takamatsu.lg.jp

平日、日中のみ（できれば午前）

年間で出前依頼が入っているの

で、早めにご連絡ください。

内容によっては複数で伺います。

36 家族
土居 正則

（香川県キンボール連盟）

キンボールスポーツは、直径122cm、重さは約1kgとい

う大きくて軽いボールを床に落とさないよう、チームで

協力し合う競技です。

親子で楽しく体を動かしましょう。

○
087-889-3557

090-7149-5415(携帯)

開催可能日

 土・日・祝（平日以外）

37 家族

木内ひとみ
（日本スポーツ協会公認スポーツ指導

員、日本コンディショニング協会マス

ターコンディショニングインストラク

ター、日本ノルディックフィットネス協

会ベーシックインストラクター）

・親子のコミュニケーションを取りながら音楽に合わせてスローエア

ロビックを基に身体を動かしていきます。子供の苦手とする柔軟性を

高めていくストレッチも行います。

・親御さんはお子さんの、お子さんは親御さんの身体を触りあってリ

ンパを流したり筋肉をほぐして身体を温めながらヨガをもとに身体を

動かしていきます。

・フィンランドのスポーツであるノルディックウォーキングを屋外で

楽しんでいただきます全身で歩くということを体験していただきま

す。

○ ○

高松市生涯学習センターへ連絡

☎087-811-6222

📠087-821-8022

✉can@city.takamatsu.lg.jp

開催希望は平日～土曜日

38
人権

家族

野郷光宏

（のごうみつひろ）

所属：香川県青少年育成アドバ

イザー協議会

愛LOVE優で幸せを感じる子どもづくりを

子どもは主役大人はサポーターで子育てを

人権尊重の精神を大切にした子育てを一緒に考える講話

を行います

○ ○

〒７６１−８０７６ 

高松市多肥上町４４３−２

電話兼FAX ０８７−８８９−２６４

８

携帯０９０−５２７４−５１８９

E-mail mitsuhiro.nogou@gmail.com

繁忙期はありません。要望日、時

間等については、事前連絡をいた

だければ対応できると思います。

訪問地域についても別に要望はあ

りません。

39 人権
田村 治仁

(一般社団法人ＩＩＮＥ 代表)

・パラリンピック競技体験会（車いすバスケットボー

ル・シッティグバレーボール・ボッチャなど。保護者参

加・家族での参加が可能です。）

・障がい者スポーツ指導

・障がいとスポーツ講演会

・車椅子利用車が困ること、講演会や体験会

○ ○ ○
TEL  090-7578-4985

メール harusakura@r7.dion.ne.jp

 開催時期・時間帯・地域につい

ては特に条件はありません。

 会場の規模などに応じて参加可

能な人数に限りがありますので、

依頼する場合は要相談。

40 家族

総合型地域スポーツクラブ  

さらスポーツクラブ     

クラブマネジャー 田村 治仁

・幼稚園及び小学校へのレクリエーション指導（ふうせ

んバレーなど）

（ 保護者参加・家族での参加が可能です。）

× ○ ×

TEL  087-813-5016      

 FAX  087-898-4491     

   メール 

sara.takamatu@nifty.com

 開催時期・時間帯・地域につい

ては特に条件はありません。

 会場の規模などに応じて参加可

能な人数に限りがありますので、

依頼する場合は要相談。

41

防災

ボラン

ティア

藤井節子

(特定非営利活動法人 東北ボラ

ンティア有志の会香川 代表)

防災教室

「我が家でできる災害への備え」

「災害体験ゲーム SATA-SEN」「100均で一次避難袋」

☆災害ボランティアで被災地を見てきた私たちから、災

害のこと、被災すること、備えの大切さをお伝えしま

す。

〇 〇 △

電話番号：090-5718-2220

E-Mail：

tokuhiyuushinokaikagawa@gmail.c

om

Facebook：

https://www.facebook.com/touhok
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※各講師のジャンルはあくまで例です。この限りではありません。

（例） 講師名 主な開催内容 講演型 体験型 オンライン型 連絡先 備考

〈令和３年度家庭教育学級講師リスト〉

42
人権

家族

スタジオトゥルー

こもだ 恵

-------------------------

ペップトーク認定講師

こもだ 恵

・体をゆるめて、ほぐして、のばす

・楽しく踊る チアダンス（保護者対象）

--------------------------------------------------------

・励ましの言葉がけ

・子どもをやる気にさせる言葉

・自己肯定感を高める

×

-----

○

○

-----

○

○

----------

○

スタジオトゥルー

087-811-9393

087-811-9394（FAX）

こもだメール

ame_4k@yahoo.co.jp

相談による

43
家族

保幼小

かわだゆきみ

（はぐたいむヨガ -こどもと大人

のためのヨガと瞑想 &English- 

代表）

■親子でヨガで遊ぼう

・体に親しむ（体を動かし楽しさや気づきを体験する）

・子ども自身ができるセルフケア（親がサポート）

・親子ヨガ（コミュニケーション・安心感）

■保護者のための心身のケア

・呼吸でゆるめる心とからだ

○ ○ ○

hugtimeyoga22@gmail.com

電話・FAXの場合は、高松市生涯学

習センターへ連絡（☎087-811-622

2、📠087-821-8022）

44 家族
ハグタイム

福岡 志穂

きれいな歯並びの育て方

お口から心も体も健康な子供たちを増やしたい
○ × ○

090-5142-2287

shippo0129@gmail.com
平日の午前中と14:00頃まで

45 家族 岡渕 友美

・自力整体

・つぶつぶ雑穀料理教室

・食育指導

○ ○ ×
090-6889-3936

oka.tomomi.726@gmail.com

46 家族

山本 健一

（高松市くらし安全安心課 副

主幹）

交通安全に関するもの

・市内の交通事故の発生状況

・自転車の交通事故防止

・歩行者の交通事故防止 など

希望される内容をご相談いただければ、対応いたしま

す。

○

高松市くらし安全安心課

電話 087-839-2555

※ まずはお電話ください。日程等

の相談後、「高松市市政出前ふれあ

いトーク」の申込書を御提出いただ

きます。

47
防災

家族

日本赤十字社香川県支部 事業

推進課

嘉藤 整（かとう ひとし）

 ・赤十字救急法指導員

 ・赤十字水上安全法指導員

 ・赤十字幼児安全法指導員

 ・赤十字防災教育主任指導員

・日赤災害医療コーディネートス

タッフ

【救急法】

・心肺蘇生・AED・けがの手当（包帯・固定）・搬送（担架

等）

【水上安全法】

・着衣泳・溺れた人の救助、応急手当

【幼児安全法】

・乳幼児の心肺蘇生・AED・乳幼児のけがの手当・こどもに起

こりやすい事故の予防

【防災教育】

・親子で ぼうさいまちがいさがしきけんはっけん・親子で 防

災すごろく・災害シミュレーション・BCW（防災コミュニ

ケーションワークショップ）

○ ○ ×

日本赤十字社香川県支部

   TEL 087-861-4618

   FAX 087-862-7010

メール  nisseki@kagawa.jrc.or.jp

日程調整について先ずは、ご連絡

ください。

なるべくご要望にお応えします。

48 家族

川染 節江

 元明善短期大学⾧

 農学博士

 管理栄養士

子どもにとっては、日々の食事が命の源であり、心と体

の成⾧の礎になるものです。食事で子どもに何を教える

べきか、何を学ばせるべきかを学びませんか？

○ × ×

高松市生涯学習センターへ連絡

☎087-811-6222

📠087-821-8022

✉can@city.takamatsu.lg.jp

49 家族

喜多 直美

（高松市コミュニティスポーツ

指導者会 代表）

・幼児、児童の健康について

・親子のふれあいを通して運動能力、体力向上
○ ○ ×

高松市生涯学習センターへ連絡

☎087-811-6222

📠087-821-8022

✉can@city.takamatsu.lg.jp

平日9：00～17：00

50
家族

男女

児玉 令江子

（音楽療法セミナー「フロイ

デ」センター⾧、香川短期大学 

こども学科 新見公立大学健康

保育科 非常勤講師）

・健康にすごすために音楽を使った講演＆実践

・子育てのコツ、子育てを楽しみながらしましょう

・リトミック

・年配者の認知症予防の音楽の講演＆実践

・女性の働き方

○ ○ △

TEL：087-847-8305（ほとんど出

ません）

   090-8695-5601

FAX:087-847-8305

月・水の昼間は授業があるため受

けられません。夜間はほとんどOK

です。

51

家族

人権

保幼小

シド 聡子

（銀座コーチングスクール四国

校講師）

・親子のコミュニケーションについて

・子育て力について考えよう
○ ○ ○

高松市生涯学習センターへ連絡

☎087-811-6222

📠087-821-8022

✉can@city.takamatsu.lg.jp

開催は

金曜日以外

10時～16時

52

家族

人権

保幼小

コーチングサービスNICO

代表 須田 珠恵

対話型のワークショップで参加者同士の学び合い・交流を深め

ていただけます。

【テーマ例】

・子どもの自己肯定感を育む関わり方

・イライラや不安などのネガティブ感情との付き合い方

・チーム力を高めるコミュニケーション

・信頼関係を深めるコミュニケーション

・子どもが憧れる保護者になるために

・子育てお悩み相談会

○ ○ ○
Tel 090-2963-2142

Email nicoring2525@gmail.com

【日時】

平日（対面）9：00～16：00

平日（オンライン）9：00～21：00

土日（対面・オンラインとも）9：00

～21：00

【場所】

香川県内（高松市内より片道1時間以

内）

53

家族

人権

保幼小

日本コーチ協会 四国チャプター相

談役

日本コーチ協会 正会員

笑顔コーチングファシリテーター

子育てコーチ

十川 智美

・子育て中のメンタルケア

（コミュニケーションはキャッチボール）（子どもの気になる

ことを置き換えてみよう）（子どもがやりたいと思うしつもん

を考える）（聴く、認める、考えさせる）

・先輩ママに訊いてみよう子育ての悩み

・ママ友を増やそう受講者同士の交流（ワールドカフェをしよ

う）（笑顔のコーチング簡易版）

・子どもの自立を育てるほめ方、しかり方

〇 〇 〇

E-

mail:egao.coachsogawa@gmail.co

m

TEL:050-3305-6063

54

家庭

地域

保幼小

認定NPO法人わははネット理事⾧

中橋恵美子
＊NPO法人たかまつ男女共同参画ネット

理事＊一般社団法人全国子育てタクシー

協会理事＊NPO法人子育てひろば全国連

絡協議会理事＊NPO法人マミーズサミッ

ト・全国ネット副理事⾧ 他

＊「今こそ家庭教育」  ＊地域で支え合う子育て支

援・・・・教育委員会発行の「今こそ家庭教育手帳」を

教科書として家庭教育とは何か、家庭でできること、地

域の力を上手に借りること、地域に向けて子育て家庭が

できることなどを一緒に考える（ワークショップも可）

◎ ◎ ◎

認定NPO法人わははネット   高

松市大工町1-4 電話087-822-5589 

  メールemiko@npo-wahaha.net

平日休日指定なし

4



※各講師のジャンルはあくまで例です。この限りではありません。

（例） 講師名 主な開催内容 講演型 体験型 オンライン型 連絡先 備考

〈令和３年度家庭教育学級講師リスト〉

55 家族

能祖 秋奈

（レクリエーションインストラ

クター）

親子でのふれあい体操

（新聞紙、バスタオル、縄など使用）
× ○ ×

高松市生涯学習センターへ連絡

☎087-811-6222

📠087-821-8022

✉can@city.takamatsu.lg.jp

日時：土曜

   平日の午後（要相談）

56

家族

ボラン

ティア

蓮井孝夫（はすい たかお）香

川国際ボランティアセンター会

⾧、元西日本放送アナウン

サー、大学専門学校非常勤講師

ほか

演題「役立つ子育てコミュニケーション」 ○ ○ ×

〒760−0080 高松市木太町4365−

8 

  

電話番号087−865−3953 

 

携帯番号090−1174−2534

日程等については、当方は、大学・専

門学校での授業がある場合があり、事

前にお知らせ下さい。日程調整をさせ

ていただきたいです。時間は午前・午

後・夜間でも大丈夫です。地域につい

ては希望はありません。車で行ける所

ならどこでも大丈夫です。さらに県外

等も可能です。九州・中国地方にも講

演に伺っています。

57
家族

地域

栗林おやじ塾

さぬきおやじ連合

代表 早谷川 悟

・地域でできる子育て支援

・学校と地域の連携

・コミュニティスクールの取組

・お父さんの地域活動

○ ○ ○

TEL:090-8699-8433

FAX:087-883-0165

mail:haseoyaji0315@gmail.com

開催日時に特に制限はありませ

ん。

58
家族

保幼小

花房 順子（ハナフサ ジュン

コ）
（公財）日本スポーツ協会   公

認アスレティックトレーナー、健康

運動指導士、熱中症アドバイザー

１．成⾧期の心とからだ 

 例 ①学校生活と生活リズム ②睡眠リズムを整える

２．ジュニア期のスポーツ選手の対応

 例 ①スポーツ外傷・障害の基礎知識 ②コンディショニン

グ方法 ③スポーツと食事 ④スポーツ現場の救急処置方法

〇 〇 〇
メールアドレス

  hanajun88@gmail.com

・開催時期や日時は講師と調整を

お願いします。日時指定でご依頼

をいただいた場合にお受けできな

い場合もあります。

・地域は香川県全域

59 家族

原田 さとみ

有限会社 早蕨（さわらび） 

代表取締役、NPOマナー教育サ

ポート協会マナー講師、電話応

対技能検定指導者、高松市民生

委員・児童委員

・「親子で楽しむ生活マナー」

・「状況に応じた大人の基本のマナー」

・「子どもと考える日常のマナーの基本」

  上記の内容を基に

 元気で・明るく毎日を過ごせるためのワンポイントを

お伝えしています

〇 × ×

携帯電話 090-8281-6588

E-mail : uehara@am.wakwak.com

事務所電話 087-885-2388

ＦＡＸ   087-885-2482

基本的に曜日・時間は問いません

（但、企業内研修との調整あり）

60 家族

元木 倫子
専門学校 穴吹パティシエ福祉カレッジ 

こども保育学科 非常勤講師、健康運動

指導士、香川県スポーツ協会 スポーツ

指導者協議会常務理事、香川県スケート

連盟普及部⾧

・親子ふれあい体操

・乳幼児の体操指導

・発達に応じた運動遊びと体力づくりについて

・運動遊びの大切さと今身につけるべき力

○ ○ ×

高松市生涯学習センターへ連絡

☎087-811-6222

📠087-821-8022

✉can@city.takamatsu.lg.jp

61 家族

元小学校⾧、幼稚園⾧⿁無敬子（朗

読お話・オカリナ） 

元中学校教員⿁無玲子（ピアノ）

合唱指導者⿁無律友（歌）

いのちのうたコンサート 命を育むお話や歌、ピアノ・

オカリナ演奏など
〇 〇

高松市生涯学習センターへ連絡

☎087-811-6222

📠087-821-8022

✉can@city.takamatsu.lg.jp

平日、高松市内のみ

62 家族 一級建築士 野上むつみ

・家づくりからみる家族づくり

ワークショップとして、理想の家づくりを考えてもらい

ます。
〇 〇 〇 ０９０−７７８０−４５７６

日程は平日休日ともに調整可能で

す

63 家族

八田奈緒美
現役看護師

フリーインストラクター

認定排泄ケア専門員

・「骨盤底筋」という体幹の筋肉が弱って起こる姿勢の

乱れ・腰痛・肩こり「骨盤底筋トラブル」といわれる尿

漏れ・骨盤臓器脱について・それら予防・改善の為の

「骨盤底筋体操」について・「骨盤底筋」を楽しく効果

的に鍛え続けていく為に骨盤底筋体操をベースに（脳ト

レシナプソロジー、ひめトレ、バランスボールエクササ

イズ、産後ダンス、ベビーマッサージ、自力整体）等の

方法を取り入れた内容※方法は対象年齢等含め御希望に

応じさせて頂きます。

〇 〇 〇
電話＝090-7621-8703              

メール＝h.nao.8703@gmail.com

開催は            

平日・休日・祝日・日中・夜間 

御相談に応じさせて頂きます。 

開催場所も御相談に応じさせて頂

きます。

64

人権

家族

環境

防災

高松市

市政出前ふれあいトーク

令和３年度の開催内容については計画中です。例年、下

記のようなテーマがございますので、ぜひ御活用くださ

い。

★令和２年度の例

政策課ユニバーサルデザイン推進室：ユニバーサルデザ

インとは・高松市ユニバーサルデザイン基本指針につい

て

健康づくり推進課： 食育について・各世代に応じた食

生活全般について・栄養成分表示を活用しよう

環境総務課：食品ロス対策について・「3きり使いき

り、食べきり、水きり」について

環境総務課地球温暖化対策室：地球温暖化対策のための

COOL CHOICE(賢い選択)について 

環境保全推進課：プラスチックごみ(特に、使い捨て容

器包装)の削減やマイボトルの推進について

危機管理課：地震風水害などの災害時における一般的な

防災対策について

申込書はホームページからダウン

ロードするか、市役所1階市民相談

コーナー、総合センター、支所・出

張所、コミュニティセンターなどに

置いています。

※申込み・お問い合わせ先

 高松市役所1階市民相談コーナー 

電話：087-839-2111 ファクス：

087-839-2464

 (平日8時30分～17時15分)

65 男女

高松市男女共同参画センター 出

前講座（特定非営利活動法人た

かまつ男女共同参画ネット）

１．男女共同参画学習（学校、参画センター来館も可）

２．地域・わが家の防災力アップ講座

３．セクハラ・パワハラ防止セミナー

４．高松さんかくゆめ一座

５．いきいき参画紙芝居「防災・減災と男女共同参画」

など

HPに申請書あり。

〒760-0068 高松市松島町一丁目

15番1号（たかまつミライエ６階）

高松市男女共同参画センター内

電話 087-833-2282

FAX 087-833-2286

（http://www.sankaku087.net/）

講師派遣・出前講座事業等
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※各講師のジャンルはあくまで例です。この限りではありません。

（例） 講師名 主な開催内容 講演型 体験型 オンライン型 連絡先 備考

〈令和３年度家庭教育学級講師リスト〉

66

人権

家族

保幼小

親同士の学びを取り入れたワー

クショップ「わいわいたいむ」

（香川県教育委員会事務局生涯

学習・文化財課）

「家庭教育推進専門員」がファシリテーターとして、保

護者同士が楽しく子育てについて学べる参加型の学習会

を提供します。「子どもの「泣き」への対応」「子ども

が話したくなる聞き方」「子育て・子育ち川柳にチャレ

ンジ！～親・子の思いを味わおう～」「親の振る舞いに

ついて考えてみましょう」など、約３０のプログラムか

ら選択可能。

「かがわの家庭教育」HPの各種講

座「わいわいたいむ」の項目参照。

「親同士の学びを取り入れたワーク

ショップ実施団体申請書」を提出。

https://www.pref.kagawa.lg.jp/ken

kyoui/shogaigakushu/katei/jujitsu

/kateikyouiku/kfvn.html

67 家族
「香川県警察 安全・安心まちづ

くり教育隊」

小学校や幼稚園、保育園（所）に出向き、たったひとつしかな

い大切な命を守るためにできることはなにかを、自分のことと

して考えてもらい、さまざまな犯罪から身を守る方法を身につ

けることを目的として活動しています。

また、皆さんの街のコミュニティセンターや自治会等に伺い、

振り込め詐欺や身近な犯罪等の被害防止、安全教室も行ってい

ます。まずはお気軽に相談してください。

香川県警察本部生活安全企画課 安全・

安心まちづくり教育隊

ＴＥＬ：（087）833-0110（代表）内線

3038

又は管轄の警察署生活安全担当課（係）

までお申し込み下さい。

https://www.pref.kagawa.lg.jp/police/

seikatuanzen/kenkei/kouhou/kyouikut

ai.html

68 家族 「香川県警察 音楽隊」

警察本部や警察署で勤務する傍ら、定期的に訓練を重ね

て演奏技術の向上を図り、県民の皆様と警察を結ぶ「音

の架け橋」として、令和元年中は約100回のミュージッ

クパトロールを行いました。これからも、クラシック音

楽から最近のヒット曲までジャンルにとらわれないレ

パートリーの充実に努め、様々な演奏形態で県民の皆様

から親しまれる音楽隊を目指して活動してまいります。

「音楽隊演奏会」「自転車交通マナーを学ぼう」など

香川県警察本部 警務部広聴・被害

者支援課県民広報係（087）833−

0110

https://www.pref.kagawa.lg.jp/poli

ce/kenkei/kouhou/ongakutai2top.

html

69 家族 「カルビーの食育」

「おやつとの付き合い方講演会」

保護者や教員を目指す学生を対象に、子どもたちとおや

つとの望ましい付き合い方をお伝えするプログラムで

す。

HPに申し込み用紙あり。申込先 

カルビー・フードコミュニケーショ

ン事務局（TEL）03-5220-6281 

（FAX）028-638-7810 平日 9：

00～17：00(土日・祝日、年末年始

を除く）

TEL 03-5220-6281、FAX 028-

638-7810

https://www.calbee.co.jp/foodcom

/seminar/

お問い合わせは時期と開催場所を

お伝えていただけるとスムーズで

す。「お申し込み用紙」をお問い

合わせ用としてFAXいただいても

構いません。

70 家族
「キューピーマヨネーズ」

食育活動出前講座・講演会

「食をテーマにした講演会」

食生活と健康についての正しい情報の提供を目的とし

て、1984年から開始しています。 高齢化が進み、単身

世帯が増加する現代社会において、留意すべき事柄をわ

かりやすく説明する講演会として、食生活と健康につい

ての正しい情報提供のための講演会を開催しています。 

健康で楽しい食生活に貢献したいと考えています。

・事前相談も受け付けておりますの

で、お気軽にご連絡ください。（開

催規模・時期・参加者などの状況）

●講演会運営事務局（株式会社放送

映画製作所 東京支社）

電話番号 03-5544-9450 受付時間  

9:30～17:30（土・日・祝日は除

く）

FAX番号 03-6225-2283  E-Mail 

demae@hosoeiga.co.jp 

住所 〒107-0052東京都港区赤坂6-

6-20 赤坂DTビル2F

https://www.kewpie.com/educatio

n/

※新型コロナウイルス感染症拡大

に伴い講演会を中止しておりまし

たが、全国を対象にオンライン講

演会（Zoomでの参加）も受付い

たします。

・講師の講演料・交通費などはす

べて無料です。 

・準備：スクリーン／レーザーポ

インター ／プロジェクター ／パ

ソコン／マイク

71
家族

防災
「日本赤十字社香川県支部」

・「着衣水泳」、「乳幼児の救命救急」、「心肺蘇生法

とＡＥＤの使い方」など

・「非常食の炊き出し」「防災講座」など

各団体での開催方法について 、ま

ずはお電話で、ご希望の内容と人

数、日程等をお知らせください。 

ＨＰに講師派遣依頼書あり。

https://jrckgw.com/lesson.html

72 家族 「明治の食育」

「明治食育セミナー」

例：「成⾧期の運動と食事～がんばれる体をつくろう

～」「食べる事！～人生100年時代を生きる～」

（株）明治のコミュニケーション課

（中四国担当）開催の一か月以上前

までに、

〒730-0045 広島県広島市中区鶴

見町20-19ルテール平和大通りビル5

階

TEL:082-546-1602

https://www.meiji.co.jp/meiji-

shokuiku/

※「出前授業」「食育セミナー」につ

いて、参加人数：25名以上、費用：無

料、開催：平日（月～金）

※新型コロナ感染症拡大防止策とし

て、オンラインによる開催をおすすめ

いたします。また、料理教室につきま

しては、現在中止しております。詳細

につきましては、お問い合わせくださ

いますようお願い申し上げます。

73 家族
「香川県金融広報委員会」

金融広報アドバイザー

香川県金融広報委員会では、中立・公正な立場から、金

融分野における消費者教育に取り組んでおります。

テーマ事例：おこづかいと子育て、奨学金と教育ローン

の基礎知識 など

講師依頼の際は、香川県金融広報委

員会HPの講師派遣ページから講師

派遣申込書をダウンロード、開催1

か月前までにFAX又はメールで問い

合わせ。

http://www3.boj.or.jp/takamatsu/

koho/lecturer/lectuer.html

・開催時期…平日（土、日も相談

に応じます）・講義時間…大人向

けは90分程度。・テーマ：HPよ

りテーマ事例（PDF）をご覧くだ

さい。ご相談に応じます。・参加

人数…10名以上・講師謝礼・交通

費…一切不要（当委員会が負担）

74 家族
「独立行政法人 国際協力機構 

JICA四国」国際協力出前講座

国際協力機構の各種ボランティア経験を持つOBや技術

協力専門家などを学校や地域に紹介し、講演やワーク

ショップを行ない、開発途上国や国際協力について知っ

ていただくプログラムです。

•現地でどんな活動をしたの？困ったことや嬉しかった

こと、日本との違いは？

•自分たちにできる国際協力って？など

公益社団法人 セカンドハンド（国際協

力出前講座受託団体）〒760-0055 香

川県高松市観光通1丁目1-18

電話・FAX 087-861-9928 担当：林

（注）上記が不在の場合は電話080-

4999-0494（セカンドハンド松縄店）ま

で

https://www.jica.go.jp/shikoku/enterp

rise/kaihatsu/demae.html
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※各講師のジャンルはあくまで例です。この限りではありません。

（例） 講師名 主な開催内容 講演型 体験型 オンライン型 連絡先 備考

〈令和３年度家庭教育学級講師リスト〉

75 情報

さぬきっ子安全安心ネット指導

員による学習会

（香川県教育委員会事務局生涯

学習・文化財課）

「子どものインターネット利用」について考えてみませ

んか？「さぬきっ子安全安心ネット指導員」を派遣し、

子どもを取り巻くネット社会の現状や子どもたちの使用

の実態、ルール作りの必要性などについてお伝えしま

す。

「かがわの家庭教育」HPの各種講

座「インターネットの適正利用」の

項目参照。「さぬきっ子安全安心

ネット指導員派遣申請書」をFAXま

たはメールで提出。

https://www.pref.kagawa.lg.jp/ken

kyoui/shogaigakushu/katei/jujitsu

/kateikyouiku/kfvn.html

60分程度（実施時間は相談に応じ

ます）

76 情報

「情報通信交流会eとぴあ・かが

わ」情報モラル・セキュリティ

講座

■対象:児童・生徒（小学4～6年生、中学生、高校生）

と教職員の方はもちろん、保護者の方も受講いただけま

す。 

■実施例:授業参観や社会科授業をはじめ、入学説明会

や修学旅行説明会、PTA研修会、教職員研修会など、保

護者の方も一緒にご参加いただいています。

※入学説明会や修学旅行説明会等に開催した場合、多く

の保護者の方に聴講いただけます。

■申込方法:お申し込み書に必要事

項をご記入の上、当館まで

FAX(087-822-0111)送信してくださ

い。 

https://www.e-topia-

kagawa.jp/morals/

無料

■実施可能日時:火曜日から日曜日

の9時から20時※月曜日は休館日

となります。

77 情報
「NTTドコモ」

スマホ・ケータイ安全教室

保護者・教員編（1教室 約50分）

 未就学児・小中高校生の保護者や教員向けに、自宅や

学校で子どもたちがあんしん・安全にスマートフォンを

使うためのポイントを解説します。

HPのお問い合わせフォームか、FAX

から。お問い合わせは電話、メール

で対応可能。

https://www.nttdocomo.co.jp/corp

orate/csr/safety/educational/deliv

ery_class/

78
環境

防災

「高松地方気象台」

出前講座

■気象台の仕事に関する話…気象庁及び高松地方気象台

が行っている業務について説明します。

■地震・津波に関する話…地震津波災害を防止・軽減す

るための知識、地震津波のメカニズム、緊急地震速報な

どの地震津波関連情報について説明します。

■気象（台風・大雨等）に関する話…台風や大雨をはじ

めとする気象現象について解説します。また、気象台が

発表する天気予報や気象警報等について説明します。

■防災に関する話…台風や大雨時の災害の特徴について

解説します。また、気象災害から身を守るために、気象

台が発表する防災気象情報の入手・活用方法を説明しま

す。

■気候変動・地球温暖化に関する話…地球温暖化などの

気候変動や異常気象について説明します。

■香川県の気象特性に関する話…香川県における気象の

特徴や過去の災害について説明します。

実施日の３週間前までにＦＡＸ又は

郵送で申し込みください。

 後日、担当者から日程の調整等の

連絡をさせていただきます。

https://www.data.jma.go.jp/takam

atsu/5_about/kengaku&haken/ken

gaku_haken.html

講演は原則、月～金（祝日は除く）の

９：００～１７：００での対応とさせ

ていただいております。

 気象状況や業務の都合により、対応

できない場合や急きょお断りする場合

がありますので、ご了承願います。

※講演は、パソコン、プロジェクター

等を使用して行います。
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