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［全講師20名］
【社会奉仕】

氏  名 住所・電話番号 職業・連絡先 テーマまたは分野

村上　忠史

〒540-8570
大阪市中央区大手前二丁目
府庁別館７階
TEL：06-6944-7108
FAX：06-6944-3052
mail：
kodomohintai@gbox.pref.osaka.lg.
jp

大阪府福祉部子ども家庭局
子育て支援課

・大阪府における子どもの貧困対策の取り組みと
「子ども輝く未来募金」について

常務理事・
事務局長

永井　美佳

・No Voluntter No Life～わたしのボランティア人
生
・ボランティアの魅力と可能性
・コロナ禍でのボランティアによる支え合い
・ＳＤＧsと私たちの暮らしのつながり
・災害ボランティア活動の実践とこれから
・団体運営のあれこれ
・NPOの社会的役割と可能性
・市民参加をうながすボランティアコーディネー
ション力
・企業のCSR、社会貢献のこれから
・会議が楽しくなるファシリテーションのすすめ

理事長
早瀬　昇

・楽しく役に立てるボランティア活動の進め方
・ボランティアの活動意欲を高める工夫
・シニア世代のボランティア活動入門
・地域組織の活動活性化の工夫
・市民団体の資金確保術
・企業の特性を生かした社会貢献活動の進め方
・持続可能性の危機とSDGsの取り組み　など

市村　竜一

〒540-8540
大阪市中央区大手前3-1-11
TEL : 06-6943-1234（内戦21310）
FAX : 06-6946-0880

大阪府警察本部　総務部

総務課　管理官

御希望のテーマつき、検討の上、対応させていただ
きます。
※依頼がある場合、最低でも1カ月以上、余裕を持っ
てご依頼下さいますようお願い致します。

塚中　万里子

〒540-8570
大阪市中央区大手前 2丁目1-22
大阪府健康医療部生活衛生室薬務課
TEL：06-6941-9078
mail:yakumu-
g24@gbox.pref.osaka.lg.jp

大阪府健康医療部生活衛生室
薬務課

薬物乱用防止啓発について

西岡　純子

〒540-0008
大阪市中央区大手前4-1-76
大阪合同庁舎第4号館
TEL：06-6949-6241
FAX：06-6920-3055
mail:osaka-
minkatsu@kouseihogo.com

大阪保護観察所
民間活動支援専門官

・「更生保護」
・社会を明るくする運動
・保護司とは
・更生保護ボランティア

安原　武志

〒651-0096
神戸市中央区雲井通7-1-1
ミント神戸15階
携帯：090-9990-5131
mail:yasuhara＠
hyogo.bc.jrc.or.jp

兵庫県赤十字血液センター
ミント神戸１５献血ルーム

「赤十字について」
「献血　…　採血から供給までの話」
「どうして献血が必要なの?」
「どうして献血血液が足りなくなるの?」
「献血セミナーについて」
「震災時における血液供給体制について」
「骨髄バンク、臍帯血バンクと現状について」
「ボランティアについて」
「リーダーシップについて」

氏  名 住所・電話番号 職業・連絡先 テーマまたは分野

片岡　聡

〒556-0022
大阪市浪速区桜川３－５－２１
携帯:090-8989-5188
mail:hari64@docomonet.jp

鍼灸師
柔道整復師

機能訓練指導員

「慢性腰痛について」

2018年4月号　ロータリーの友
卓話の泉で取り上げていただきました

〔別紙Ⅰ〕 2022-2023年度　卓話銀行講師（一般講師）

【健康】

社会福祉法人
大阪ボランティア協会

〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目2-20 2階
市民活動スクエア「CANVAS谷町」

TEL：06-6809-4901
FAX：06-6809-4902

mail:office@osakavol.org

まさゆきてるひさたまきしげきせんだいまこと
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【教育、文化、趣味】

氏  名 住所・電話番号 職業・連絡先 テーマまたは分野

西崎 圭介
電話番号：080-3847-6461
mail：keisuke6038@yahoo.co.jp

ケニアサッカークラブ
オーナー

日本人初のケニアリーグ所属サッカークラブの日本
人オーナー。やりたいことをすべて叶える生き方を
実践する中で、これまで5大陸70ヶ国を訪問、トラン
ペット奏者として内閣総理大臣賞などを受賞、選挙
費用1万円で市議会議員に当選するなどの経歴を持
つ。クラブは4部リーグ所属ながら、1部プレミア
リーグなどへ選手を輩出し、新たにサッカーアカデ
ミーを設立。発展途上国の真の自立を目指して「ス
ポーツ×国際支援」を掲げ、ケニア人サッカー選手
たち自身が現地の行政や教育委員会・スラム街・孤
児院・刑務所などを巻き込んで貢献活動を展開中。
困っている人に与えるのではなく「苦しんでいる人
こそ与える側にまわるべき」という理念は、支援の
在り方だけではなく、教育、ビジネス、青少年育成
など、あらゆる分野への応用可能性を持ち、これか
ら世界のスタンダードになっていく考え方のひとつ
です。

平田　雅男

〒700-8011
徳島市論田町本浦下24-10
〒651-0093
神戸市中央区二宮町3丁目5-16-901
携帯：090-6881-7721
mail:m-hirata@wine.plala.or.jp

（前）大塚国際美術館
専任部長・学芸室長

徳島県立総合大学校/徳島文理大学
「西洋美術史講座」講師

卓話会演題例＝「今だから話せる大塚国際美術館創
設ウラ話」
「大塚正士の人生哲学と陶板美術館」「古代から現
代までの西洋美術史」「タイムトリップして西洋名
画を楽しもう」「光と影の魔術師フェルメール」
「ルネサンスの三大巨匠のお話しあれこれ」「印象
派のお話あれこれ」など、西洋美術史に登場する名
画を多角的視点から解説致します。
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
世界に類を見ない陶板美術館(セラミックアート･
ミュージアム)の創設には草案期から携わり、初期は
“ニセモノ美術館”と揶揄された同館を、ユニーク
で分かり易い解説と丁寧な館内案内で、人気度ラン
キング国内第1位にまで育て上げ、今は“大塚国際美
術館のレジェンド”と呼ばれています。現在は地元
の大学と阪神地区で幾つかのカルチャーセンターで
講義しています。日本医師会副会長であった内科医
の叔父は、国際ロータリークラブのパストガバナー
（第2670地区）で、ロータリー活動にとても熱心で
した。
卓話会では、西洋美術画家の画業や生き様、その人
生哲学また名画全般の作品解説や案内は勿論、今で
こそ話せる創設の裏話など、色々なお話しを興味深
く楽しく聴いて頂きます。

山口　ひとみ

〒574-0008
大阪府大東市北新町２－３０５
携帯：090-9541-8016
mail:augen@cwk.zaq.ne.jp

・ヴォーカリスト
（ソプラノ・マルチシンガー）

・ヴォイストレーナー

・クラッシック歌手でありながら、シャンソン、ラ
テン、タンゴ、カンツォーネ、映画音楽、ミュ－ジ
カル曲、ポピュラー、昭和歌謡など、ジャンルを超
えたプログラムを、曲についてのお話を交えなが
ら、楽しく、深く、心に届く歌をお届けいたしま
す。
・「歌声喫茶」
・ビアフェスティバルステージ(ドイツビアソング、
ヨーデルなど)

堀江　珠喜
ホリ　エ　　　　　タマキ

〒659-0074
芦屋市平田町５−８
芦屋サンプラザ　３０３号室
TEL&FAX：0797-23-6690
i Phone：070-5650-6566
mail:madametamaki0613@gmail.com

大阪府立大学名誉教授

・悪女について
・セクハラについて
・草食系男子と肉食系悪女について
・クルーズ船の楽しみ方
・いい加減な人ほど英語ができる
・猫ブームを考える
・シンデレラ人気を考える
・美魔女ブームを考える
・００７人気を考える
・韓流ドラマブームを考える
・童話に学ぶアンチエイジング
・孫氏の兵法に学ぶ賢い生き方
・環境問題?リサイクルよりリユース

バイマーヤンジン

〒565-0855
吹田市佐竹台4-4-13
オフィス ヤンジン
代表　齋藤秀樹
TEL&FAX：06-6871-5561
mail:info@yangjin-genki.com
HP:https://www.yangjin-genki.com

チベット声楽家

1.幸せの近道－チベット人の私が日本で暮らして思
うこと－
2.輝く自分を手に入れる法則－チベットからの道程
日本での奮闘－
3.今を生きる　地域と共に－日本とチベットに暮ら
して思うこと－
4.日本チベット　異文化を超えて
5.大切な家族の絆－笑いあり、涙あり、四世代同居
奮闘記－
6.天に一番近い大地チベットからのお話　－　子育
ては国境を超えて　－
7.チベットの自然、信仰、家族

まさゆきてるひさたまきしげきせんだいまこと
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【教育、文化、趣味】

氏  名 住所・電話番号 職業・連絡先 テーマまたは分野

吉村　純子

〒569-1036
高槻市塚脇1-6-31
TEL：072-688-7521
FAX：072-688-7521
携帯：090-2119-2411
mail:jsb@bk9.so-net.ne.jp

元NHKアナウンサー
日本話し方接遇教育会

　代表　吉村純子

1．魅了的な男性像
　「国際人になる」
2．ビジネス成功の条件
　「成功体験を積んだ男性と中核を狙う女性」
3．仕事力が高まるコミュニケーション術
　「プレゼンの交渉力・問題解決力」
4.上司の手腕
　「女性部下のやる気と本気を引き出すコツ」
　「女性リーダーを育成し戦力化する」
5.「経営者はマネジメント力を高めよ！」

加藤　ヒロユキ

〒553-0003
大阪市天王寺区玉造元町2-35-301
㈱オンソム
TEL：06-6770-5891
FAX：06-6770-5892
mail:onsomu33@nifty.com

歌手
ラジオパーソナリティ

作家
卓話依頼先：080-4481-3622

・「瞳の中の秘密～マリリン・モンロー」
・「映画音楽の世界」歌とお話し
・著書「人間いたるところ青山あり」
テレビマン・会社社長・61歳で医師国家試験に合格
して病院長として最期まで生き抜いた加藤ヒロユキ
の父・正彦の人生を語ります。

下
シモ

間
ツマ

　都
ト

代
ヨ

子
コ

〒533-0032
大阪市東淀川区淡路1-14-9
TEL&FAX:06-6815-3088
携帯:090-3868-7384
mail:toyobar@altovoice.net

FM802元アナウンサー・
ナレーター・語り・司会・

話し方講師
ボイストレーナー

・「自分でできるボイストレーニング」
簡単なボイトレと、腹式呼吸のレッスン、
声は変えられる！実践講座

・「大人のための話し方」
スピーチのコツ・滑舌を直す方法など実践を交えて
指導

タマダ　   ギョクシュウサイ

玉田　玉秀斎
（四代目）

〒554-0024
大阪市此花区島屋6-2-110-302
090-9167-3247
nanyou-k@mx5.canvas.ne.jp

講談師

『三重大学大学院で研究中！忍者にみる日本の歴
史』

『奉仕の一世紀～国際ロータリー物語の講談化を終
えて』

山村　若萠紀

〒661-0002
兵庫県尼崎市塚口町3-20-7
TEL：06-7493-5798
携帯：090-3844-8813
mail:wakamoeki39@gmail.com

上方舞「萠紀会」代表
伊丹市芸術家協会幹事

上方を代表する伝統芸能のお話しと舞

長野　佳晃

〒630-8244
奈良県奈良市三条町547
TEL：0742-22-3319
mail:info@kinkoen.jp

製墨業（墨づくり職人）
TEL：0742-22-3319

mail:info@kinkoen.jp

・奈良の伝統産業「墨作り」に纏わる話全般
（※製造工程・墨や奈良の歴史など）
・墨づくり製造実演
・自分の手で作る「にぎり墨」製作（希望者のみ有
償）

三鬼
ミキ

　尚
ナオ

味
ミ

電話番号：090-6988-7033
mail：n6k4h8.1996-
20016@docomo.ne.jp

作曲・ピアノ講師
 (NAOMIミュージックスクール

代表)
一般社団法人日本作曲家協議会会
員。社団法人全国日本ピアノ指導

者協会指導会員。
相愛大学 音楽学部 作曲専攻・

音楽学専攻 講師。

「音楽の演奏と解説」

音楽とは、「音」を「楽しむ」ものです。だからこ
そ、その「音楽」は、聴き手に様々な感情を喚起さ
せます。では、なぜ人々はそう感じるのか？そし
て、人々の心を揺り動かすメカニズムとは何なのか
…？皆さんが何処かで聞いたことがある…よく耳に
する楽曲を実際にピアノ演奏しながら、分かりやす
く解説し、「人々が音楽に感動するシステム」をお
伝え致します。

また、ピアノ演奏のほか、
・金管楽器(トランペット・トロンボーンなど…)
・木管楽器(フルート・クラリネットなど…)
・弦楽器(ヴァイオリン・チェロなど…)
さまざまな楽器での演奏等、ご希望、ご相談に応じ
ます。
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