
井上　明美（いのうえ　あけみ）

（分　 類）　 音楽》ピアノレッスン・コンサートの実施

（自己PR） ―

登録番号 A-123

氏名 井上　明美（いのうえ　あけみ）

性別 女　性

年齢 ―

ピアノの個人レッスンをさせていただきます。

また、コンサートのボランティアもさせていただきます。

ホームページ ―

保育士

消費生活ドバイザー

カワイピアノライセンス　グレードＣ級

協力可能な内容 講師・演奏者として協力

協力可能な場所 新宿区全域・豊島区、文京区の一部可

協力可能な日時 特に制限なし、応相談。

性　別　　どなたでも

年齢層　　どなたでも

程　度　　どなたでも

謝礼の有無 1,000円／1回あたり0.5時間

活動実績

時期・地域 内容

通　年 ピアノの出張レッスン

活動内容

公的資格

指導対象



琴伝流大正琴　琴望会（きんでんりゅうたいしょうこと　ことみかい）

（分　 類）　 音　楽》大正琴

（自己PR） 一人でも合同演奏でも楽しい大正琴を!

登録番号 A-195

氏名 琴伝流大正琴　琴望会（きんでんりゅうたいしょうこと　ことみかい）

性別 女　性

年齢 80 歳代

童謡、唱歌、流行歌、民謡、最近の音楽を自分で弾ける楽しさを感じる事が出来

ます。音符が読めなくても大丈夫です。数字符で行います。

ホームページ ―

内閣府認定公益財団法人大正琴協会　正会員

琴伝流　上級師範

協力可能な内容 講師・指導者として協力

協力可能な場所 新宿区全域

協力可能な日時 平日、13～17時頃、月に2～3回程度

性　別　　どなたでも

年齢層　　成　人

程　度　　どなたでも

謝礼の有無
希望謝礼額＝2,000円／1回あたり3時間
他に資料代実費負担有り。

活動実績

時期・地域 内容

現　在 近隣でのボランティアの演奏

活動内容

公的資格

指導対象



小棚木　恵美子（こたなぎ　えみこ）

（分　 類）　 音　楽》オカリナ指導

（自己PR） ―

登録番号 A-228

氏名 小棚木　恵美子（こたなぎ　えみこ）

性別 女　性

年齢 50 歳代

音　楽　オカリナ指導

オカリナは楽器の経験のない方にもやわらかな音色を楽しめる楽器です。

楽譜の読み方も童謡や唱歌など知っている曲を練習しながら学べます。音色を

大事にしながらゆっくり指導します。オカリナをお持ちでない方には、楽器の

準備も致しますのでご相談ください。

ホームページ ―

―

協力可能な内容 講師・指導者として協力

協力可能な場所 新宿区全域

協力可能な日時 曜日要相談、10～17時頃、月に2～3回程度

性　別　　どなたでも

年齢層　　成　人

程　度　　どなたでも

謝礼の有無
希望謝礼額＝10,000円／1回あたり1.5時間
他に交通費・資料代等は要相談

活動実績

時期・地域 内容

現　在 山野ミュージックサロン調布、セブンカルチャー溝の口講師

現　在 千代田区、稲城市、神奈川県でサークル指導

指導対象

活動内容

公的資格



佐藤　洋(さとう　よう)

（分　 類）　 音楽》声楽個人指導（クラシック・ポピュラー）

（自己PR） ―

登録番号 A-278

氏名 佐藤　洋(さとう　よう)

性別 男　性

年齢 35歳

活動内容 国立音楽大学卒業､渡欧。ウィーン内外にて教会音楽等のソリストを務める他､

『ドン･ジョヴァンニ』『フィガロの結婚』『蝶々夫人』など数多くのオペラ

に出演。ウィーン国立歌劇場合唱団コンサートアソシエーションに属し､同劇

場のコンサートやザルツブルク音楽祭に出演｡アルノルト･シェーンベルク合唱

団に所属し､オペラや海外公演に参加。2019年より日本でも演奏活動を行う。

ホームページ http://yosatooo.wixsite.com/page1

公的資格 Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor（ウィーン国立歌劇場

合唱団コンサートアソシエーション）メンバー

Arnord Schoenberg Chor（アルノルト･シェーンベルク合唱団）団員

東京室内歌劇場会員

協力可能な内容 指導者として協力

協力可能な場所 新宿区全域・その他都内及び栃木県など近県

協力可能な日時 ご相談に応じます。

指導対象 性　別　　どなたでも

年齢層　　どなたでも

程　度　　どなたでも

謝礼の有無
個人指導希望額＝5,000円／1回あたり55分、3,000円／25分
自宅指導も可。他に場所代、交通費、楽譜代等はご相談

活動実績

時期・地域 内　容

2018年
Classic Pure Viener International Music Competition2018（オーストリア）
にて特別賞（ベスト6）。

2019年
第29回日本クラシック音楽コンクール声楽部門全国大会最高位
第30回日本ドイツ歌曲コンクール第2位　他受賞歴多数



Junco（ジュンコ）

（分　 類）　 音楽・国際教育

（自己PR） ―

登録番号 A-276

氏名 Junco（ジュンコ）

性別 女　性

年齢 ―

活動内容 ●ピアノ伴奏・指導（歌、楽器の伴奏、指導）

ピアノによる伴奏やメンバーのレベルに応じた室内楽の選曲、指導

留学、国際業務、長い海外生活を通じての経験に基づき、皆様のお仕事や生活

に生かす活動

ホームページ http://hiyariat.livedoor.blog/

公的資格 海外各国生活経験、国際機関業務経験あり

協力可能な内容 講師・指導者として協力

協力可能な場所 新宿区全域、その他（ご相談）

協力可能な日時 ご相談

指導対象 性　別　　どなたでも

年齢層　　どなたでも

程　度　　どなたでも

謝礼の有無 1回あたり約1.5時間／謝礼ご相談

活動実績

時期・地域 内容

2020年3月 ビオラとの演奏会、同年7月　歌プロジェクトの伴奏

2020年～ 海外での”ひやりはっと”を紹介



進藤　正仁（しんどう　まさひと）

（分　 類）　 音　楽》ハーモニカ指導

（自己PR） ―

登録番号 A-169

氏名 進藤　正仁（しんどう　まさひと）

性別 男　性

年齢 80歳代

活動内容 ハーモニカは穴が横1列の物を「短音ハーモニカ」、上下2段の物を「復音ハーモ

ニカ」といい、単音ハーモニカで半音が出る物をクロマチックハーモニカと言いま

す。私たちは復音ハーモニカを使用し、数字譜という（ドは1、レは2、シは7を

表わす）譜面を使用します。小さなオーケストラと言われるハーモニカは簡単に

吹けて楽しいですよ。

ホームページ

公的資格 ―

協力可能な内容 講師・指導者として協力

協力可能な場所 新宿区全域

協力可能な日時 曜日不問、13～17時頃、月4～10回程度

性　別　　どなたでも

指導対象 年齢層　　どなたでも

程　度　　どなたでも

謝礼の有無 不　要

活動実績

時期・地域 内容

現　在

私たちは平均年齢80歳のハーモニカ大好き人間10人の集まりです。毎月4回地域
センターや生涯学習館で練習し、区内の介護施設へ月5回ほど慰問演奏に伺ってい
ます。腹式呼吸のお陰か、皆元気でハーモニカライフを楽しんでいます。子どもの
頃吹いたことのある人もない人も一度ハーモニカを手に取ってみませんか。



羽山　茂樹（はやま　しげき）

（分　 類）　 音　楽》ボイストレーナー　ボーカルコーチ

（自己PR） ―

登録番号 A-124

氏名 羽山　茂樹（はやま　しげき）

性別 男　性

年齢 60歳代

活動内容 最先端のボイストレーニングで声量、声域、音程、発音、リズム感等の悩みを

解決します。話し声のためのボイストレーニングにも対応。健康のためにも

オススメです。

ホームページ http://feather-heart-music.jimdosite.com

公的資格 ―

協力可能な内容 講師・指導者として協力

協力可能な場所 新宿区全域

協力可能な日時 月火金土、11～21時頃　月4回程度

性　別　　どなたでも

指導対象 年齢層　　青少年・成　人

程　度　　どなたでも

謝礼の有無 5,000円／1回あたり1.5時間

活動実績

時期・地域 内容

現　在
綾瀬セブンカルチャー、武蔵野セブンカルチャーのボイストレーニングクラス、ミ
ライピクチャーズアカデミー、アビラステージ等タレント養成所、フェザーハート
ミュージック個人レッスンの講師を務めている。


