共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

001

008

009

住所

川口市

川越市

本庄市

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

登録分野

川口市

1.経営・財務・法律,4.広
報・情報発信・IT,10.教
育・人材育成

県内全域

・商店会/商店街と住民/地域活動団体の交流活動(活動中)
・ビデオや写真による３０秒ＣＭの取材・編集・制作（活動中）
・ＰＣとインターネット及び市販のテレビを使い、店内又は通りに向けて行う広告・広報（活動中）
・ワールドカフェ等による意見交換
・東上線沿線~埼玉県~全国の地域事業会社、ソーシャル／コミュニティビジネス会社、地域活動ＮＰＯとの接点
(3000人)
・イベントやセミナーの開催

2.NPO・ボランティア支
援,3.起業・マーケティン
グ・商品開発,4.広報・情
報発信・IT,5.地域活性
化・地域活動支援・イベ
ント,10.教育・人材育成

県内全域

個人的にはインテリアデザイン、建築設計、地域デザインを仕事として35年やってます。蔵を保存活用した事業事
例もあります。
専門学校では10年程建築デザインを教えました。
埼玉弁護士会から委嘱され建築紛争処理委員も7年程やっています。
地域に根付いた市民のまちづくり活動は、新宿区の西落合で3年、その後埼玉県本庄市で10年ほどたずさわって
います。
以上で培ったノウハウを活かし、1人から仲間数人による支援が可能です。

5.地域活性化・地域活動
支援・イベント,10.教育・
人材育成,15.建築・住宅・
まちづくり・交通

8.健康・スポーツ・美
容,10.教育・人材育成

8.健康・スポーツ・美
容,10.教育・人材育成

010

川越市

県内全域

011

川越市

県内全域

看護師・看護学校教員・としての経験をいかして健康関連のセミナーなど。
健康カフェ講座
サロンコエド開催

012

所沢市

県内全域

「福祉住環境入門」ほか、地域福祉の推進・ボランティア活動支援 など講演多数
所沢市役所、白梅学園大学、東京都
東村山市立中央公民館など
相談・コンサルティング
住まいのバリアフリー相談、生活相談、ボランティア活動相談、地域福祉活動計画など

013

熊谷市

県北エリア

NPO法人住まいとまち創り集団 木犀 で活動

講演

・福祉住環境コーディネーター1
級
・手話通訳士
・社会福祉主事任用資格
・ホームヘルパー2級

2.NPO・ボランティア支
援,12.高齢者・障害者
（児）・福祉,15.建築・住
宅・まちづくり・交通

建築士

15.建築・住宅・まちづく
り・交通

1999年にサービサー会社を創業、2011年迄社長（その後2年間はサービサー協会会長兼務、又後半２年間は会社
会長を兼務）として経営にあたる。
和光市

参照URL

スキル：ＩＣＴ支援、パソコンメンテナンス、ホームページ制作、ネットワーク、経営支援、キャリアコンサルティング。
人生経験：大手印刷会社３５年勤務し、半導体集積回路設計、管理、採用・教育をしてきました。また、スキルアッ
工学博士
プのため情報システム工学の社会人博士課程（工学博士）、ボランティアは、川口情報ボランティアの会に参加（講
師、相談）しています。

医師としての経験をいかして
病院・健康関連のセミナーなどの講師
健康カフェ講座
サロンコエド開催

014

資格・免許等

276人

県内全域

企画・プランニング・マーケティング・コンサルティング
NPOの第三者評価における組織評価については知識と経験がある。
一般社団法人地域デザインファクトリー理事

1.経営・財務・法
律,2.NPO・ボランティア
支援,3.起業・マーケティ
ング・商品開発,5.地域活
性化・地域活動支援・イ
ベント

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

資格・免許等

参照URL

276人

登録分野

1回20名程度まで五家宝の製造体験。
江戸時代から続く伝統製法で埼玉県三大銘菓の五家宝を＜見て：触れて：食べて：職人仕事を感じてもらう＞
015

020

023

熊谷市

上尾市

所沢市

埼玉県

6.環境保全・農業,7.手工
芸・料理

知らないことを知ることで新たな発見とものづくりの楽しさをみんなでシェアする。近いがうまい。地元農産物の素晴
らしさまで学ぶこと出来る。
＊名づけて
〔埼玉熊谷 地大豆妻沼茶豆で作る五家宝コロコロ ローラーショー〕

県内全域

外国人技能実習生に対する生活支援を致します。
①日本語指導（初級、中級、上級） 経験10年以上
②日本社会の慣習・文化等紹介 経験10年以上
③使用可能言語（日本語、英語、中国語） 英検2級、中国語3級

県南西部

ＮＰＯ法人ところざわ福祉の住まいづくりをすすめる会 理事
（有）町普請計画研究所 主宰 （一級建築士）
公園のマスタープランづくり、みどり・環境系の行政計画策定支援などの仕事を通して得たスキルや、ＮＰＯや民生
一級建築士
委員としての活動で得た知識を地域づくりに還元します。
◯みどり・環境、歴史・文化、低未利用空間など地域資源を活かしたまちづくりへの支援
◯元気な今から高齢期の暮らし・住まいを考えるためのポイント指南

12高齢者・障害者・福
祉,15.建築・住宅・まちづ
くり・交通

中央、東部、西
部地域

法人会社の設立、運営などの書類作成や手続のアドバイス・相談
女性の起業、経営者支援
障害者（児）事業所の開設、運営などの書類作成や手続のアドバイス・相談
起業・離婚などのセミナー講師
許可申請（建設業、リサイクル店など）

1.経営・財務・法律 3.起
業・マーケティング・商品
開発 2.NPO・ボランティ
ア支
援 12.高齢者・障害者
（児）・福祉 13.女性・子
育て・若者

024

川口市

028

１） SNSを活用したPRコンサルティング
県外（東京 中央地域、北部 ２） 全国の地域の課題を知っている転勤族ならではの「よそもの」（住民＋観光客÷２）視点の地域活性化企画サ
都）
地域
ポート
３）ご当地ソングのボーカリスト （例：本庄市ねぎ「本庄美人」PRソング https://youtu.be/QFcwZf6fjq4 ）

英検2級、中国語3級

4.広報・情報発信・IT,9.
語学・日本文化・国際交
流

4.広報・情報発信・IT,5.
地域活性化・地域活動
支援・イベント

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

030

031

住所

活動可能エリア

＜共助仕掛人登録番号 R0111 朽木 宏＞
【支援内容】
・行田市の足袋蔵や古民家の保存・活用を通じたまちづくりに取り組んできました。
・歴史的建物を活かしたまちづくりに関するアドバイスが可能です。
【経歴・これまでの取組など】
・NPO法人ぎょうだ足袋蔵ネットワーク 理事
＜同法人の取組＞
平成30年度埼玉県専門家ボランティア中核人財養成事業実施
行田蔵めぐりスタンプラリー主催
牧禎舎(藍染体験工房を含む)、足袋蔵まちづくりミュージアム、足袋とくらしの博物館、牧野本店運営
・ものつくり大学客員教授
・行田市都市計画審議会委員
・行田市公益活動促進のための基本方針実施計画策定委員長
・行田市景観賞審査委員代表代行(～H19年度まで)

県内全域

行田市

・グラフィックデザイン
・ディスプレイ／展示
県内全域（でき
・編集デザイン／装丁デザイン
れば行田市近辺
・ホームページ作成
だとありがたい
です）
※近代化遺産の保護活動のNPO法人で5年以上デザインを担当しておりました。
※また県庁内のガラスケースに地域特産品のディスプレイ展示を行った経験もございます。

入間市

034

さいたま市 県内全域

038

具体的な支援内容

行田市

033

036

令和2年10月6日時点 個人登録者

熊谷市

熊谷市

県内

参照URL

一級建築士、応急危険度判定士 http://www.tabigura.net/

登録分野

5.地域活性化・地域活動
支援・イベント,9.語学・日
本文化・国際交流,15.建
築・住宅・まちづくり・交
通,16.共助仕掛人

4.広報・情報発信・IT

きもの着付け
親子きもの体験などの講師

9.語学・日本文化・国際
交流,13.女性・子育て・若
者

住まい・まちづくりに関すること
街歩きの企画、実施

5.地域活性化・地域活動
支援・イベント,15.建築・
住宅・まちづくり・交通

フライ焼き、かき氷店経営。
どこでも（車で行 震災後、石巻市に個人として炊き出しボランティアを月1回。
けるところ）
子育など困ってること何でもご相談ください。
子ども食堂に２年半携わっています。

県内全域

資格・免許等

276人

商業施設などの商空間や売場づくりのプロとして経験実績を積み、2006年に建築設計事務所・デザイン事務所とし
て独立開業。
中小企業・小規模事業者の未来をサポートする「ミラサポ」専門家登録。
・お店づくり（レイアウト、什器、POPデザイン含む）
・環境づくり（ストリートファニチュア、サイン計画）
・デザインコンサルティング等の業務を中心に、『魅せる』 『語らう』 『楽しむ』 『賑わう』 という『極上の間をデザイン
する』という視点から事業の診断・評価・計画作成を行い推進・改善再生に対応協力いたします。

7.手工芸・料理,13.女性・
子育て・若者,14.防災・地
域安全・災害救援

3.起業・マーケティング・
商品開発,4.広報・情報発
信・IT,15.建築・住宅・ま
ちづくり・交通

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

資格・免許等

・パントマイム表演 (東京都ヘブンアーティスト登録)
・マイム指導 ( Language of Dance Principles 修了)
・イベントサポート(舞台設営 進行等)

参照URL

276人

登録分野

5.地域活性化・地域活動
支援・イベント,11.文芸・
音楽・パフォーマンス

039

所沢市

県内全域

040

鴻巣市

県内(特に北部・
日本語を外国の方に教える。いろいろな国の紹介、体験を紹介
鴻巣近辺)

041

北本市

県内全域

・設立
・申請書類作成など行政書士の業務内容に付随することに関するもの全て

県内全域

①人間わらわら関係づくり、イベントによる楽遊活動
②リタイヤ後の認知機能向上メンタルマネージメント
③とんぼ玉制作による脳のバランス向上活動
④健康食（蕎麦、野菜）でのいきがい作り活動

1.経営・財務・法律,5.地
域活性化・地域活動支
援・イベント,8.健康・ス
ポーツ・美容,10.教育・人
材育成

県内全域

１．販売／マーケティング推進ノウハウ
・分野、顧客開拓／顧客（情報）管理
・対象取扱品目、生産財／消費財／サービス財
２．相続・事業承継関連ノウハウ
・相続の仕組み／相続対策等

1.経営・財務・法律,3.起
業・マーケティング・商品
開発

042

043

045

047

上尾市

上尾市

上尾市

伊奈町

9.語学・日本文化・国際
交流

行政書士

1.経営・財務・法
律,2.NPO・ボランティア
支援

県内全域

◎放射線管理業務（経験８年）
放射性物質、放射能、放射線源の法的管理、取扱い、測定管理
◎ＩＳＯ関連業務（経験５年）
◎京セラ・アメーバ経営 事務局業務（経験３年）
部門別再選制度の徹底により社内の活性化と業績向上を目指す。

放射線管理業務
・第１種 放射線取扱主任者
・第１種 作業環境測定士
・エックス線作業主任者
・ガンマ線透過写真撮影作業主
任者
ＩＳＯ関連業務
・ＩＳＯ１４００１ 内部監査員
・ＱＳ９０００ 内部監査員

1.経営・財務・法律,6.環
境保全・農業

県内全域

現役時代に培ったパソコンのノウハウを生かし地域に貢献したい。
定年後、パソコンのスキルを生かすため、パソコンの講師資格のシニアITアドバイザを取得、地域でのパソコン講
習会の講師を行いました。（Word、Excel,PowerPoint,インターネット、メール等の講習など）

シニアITアドバイザー

4.広報・情報発信・IT

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

資格・免許等

参照URL

276人

登録分野

マジック歴50年の経験を生かして、子供や高齢者の会にマジックを披露またはマジックの講習会を行うことで地域
社会に貢献したい。（東京アマチュア・マジシャンズ・クラブ所属 副会長：当クラブは80年の伝統を持つ、日本で一
番歴史のあるマジッククラブです。）
049

060

061

062

桶川市

県内全域

①子ども向けマジック
子供はマジックの不思議さに非常に興味を持ちます。マジックを見ることで知的興味を発達させ、またマジックを
習って自ら演ずることで自己表現ができるようになります。
②高齢者向けマジック
高齢者には、マジックを通して共有の場ができるので、コミュニケーションが促進され、楽しいひと時を作ることがで
きます。またマジックを見ることで、考えるので頭の体操ができます。

・中小企業・小規模事業者ビジ
フリーランスで平面から立体まであらゆるスペースをデザインプロデュースの対象として数多くの作品を手掛けてき ネス創造等支援事業派遣専門
ました。現在は、アドバイザー・コンサルタントとしてCI導入、商店街活性化・店舗診断、まちづくり、地域ブランド創 家(ミラサポ)
出などに取り組んでいます。
・埼玉県商工会連合会経営・技
術強化支援事業等エキスパート
●商店街活性化、地域ブランド創出に関する指導及びアドバイス
・商業施設士
●中小企業のCI(SI)・VI導入及び構築に関する指導及びアドバイス
・建築施工管理技士（２級内装）
●店舗診断・店舗の企画・デザイン・設計に関する指導及びアドバイス
・特定化学物質等作業主任者
●印刷物の企画・デザインに関する指導及びアドバイス
・イベント業務管理者
●イベントの企画・設営・運営に関する指導及びアドバイス
・教員免許（中学・高校美術）
・調理師

上尾市

県内全域

川口市

県内全域
（川口、和光、戸 スポーツトレーニングに関する国際資格を保有、主にスポーツ動作の向上、体力、筋力、体幹を強化することが得
田、蕨、朝霞、志 意。他に健康管理上の資格も保有しているので健康指導・食事指導も行っています。
木、新座優先）

狭山市

県内全域

・自治会役員（現役10年目）（会計、総務、広報等担当）
・パソコン
・ソフトウェア開発、システム構築・保守・運用

11.文芸・音楽・パフォー
マンス

3.起業・マーケティング・
商品開発,4.広報・情報発
信・IT,5.地域活性化・地
域活動支援・イベント,6.
環境保全・農業,7.手工
芸・料理,10.教育・人材育
成,15.建築・住宅・まちづ
くり・交通

8.健康・スポーツ・美容

4.広報・情報発信・IT

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

064

068

069

住所

深谷市

川越市

川越市

活動可能エリア

県北を中心とし
た県内全域

教員免許
（外国語〈フランス語〉中学1級・
高校2級）

参照URL

登録分野

小林 真 Facebook
2.NPO・ボランティア支
https://www.facebook.com/ma 援,4.広報・情報発信・
IT,10.教育・人材育成,16.
koto.kobayashi.9883
共助仕掛人

8.健康・スポーツ・美容

県内全域

7.手工芸・料理

県内全域

障害者自立支援（特別支援学校勤務、知的・ろう・肢体）
福祉ショップ経営
手織り商品のデザイン・商品開発・販路開拓

3.起業・マーケティング・
商品開発,7.手工芸・料
理,12.高齢者・障害者
（児）・福祉

072

さいたま市 県内全域

073

川越市

075

＜共助仕掛人登録番号 R0102 小林 真＞
【支援内容】
・市民活動の企画、広報
・テキスト・コピーライティング
・広告デザイン、写真、Web制作、小中高生学習アドバイスなど
【経験など】
・フリーライター／編集者（平成3年〜）
・学習塾「蘭塾」主宰（平成3年～）
・熊谷市共助仕掛人（平成26年～平成28年）
・風土飲食研究会（平成23年〜。報道・制作担当）
・NINOKURAでもくらあーと倶楽部（平成23年〜。26年から代表）
・NPOくまがや理事（副代表）
・熊谷市市民活動センターを運営（NPOくまがやが指定管理業務を受託し運営）

資格・免許等

276人

手織り体験（出張可能）
さをり織の工房に勤務
手織り商品のデザイン・商品開発・販路開拓

川越市

三郷市

具体的な支援内容

県西部・川越市 老人ホームなどでヘアカットのボランティアをしています。施設イベントなどでの出張ヘアカットできます。

070

074

令和2年10月6日時点 個人登録者

県西部、南西
部、南部

ＮＰＯ会計税務相談（コムﾅｰﾚにて）
「さいたまNPO会計税務専門家会議」メンバー

税務、会計

フリーの編集者
出版編集業務 アドバイス
自分史書き方講座 など

1.経営・財務・法
律,2.NPO・ボランティア
支援

1.経営・財務・法律

・一般社団法人 自分史活用推
進協議会認定自分史活用アドバ
イザー
・富士フイルムイメージングシス
テムズ株式会社認定アルバム
大使マスター講師
・ＮＰＯ法人ひさし総合教育研究
所 認定防災 ふろしき講師

さいたま市、越
谷市、春日部
市、三郷市

さいたま市 県内全域

税理士

7.手工芸・料理,8.健康・
スポーツ・美容,12.高齢
者・障害者（児）・福祉,13.
女性・子育て・若者

4.広報・情報発信・IT

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

079

住所

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

資格・免許等

参照URL

・とうふ作り20年の経験。地元産大豆を使った手づくりとうふをつくっています。
・経験、技術を活かしたとうふ教室、味噌づくり教室の開催

276人

登録分野

6.環境保全・農業,7.手工
芸・料理

深谷市

県内全域

086

熊谷市

弁護士経験２０年、弁理士経歴８年の経験を生かせることであれば、何でも共助いたします。
特に、相続に関することについては既にボランティア活動をしております。
熊谷市及びその
また、企業・団体の法律関係一般の支援も大丈夫です。
周辺
若者の起業についても、積極的に共助することが出来るのではないかと思っています。
どうぞ、よろしくお願いします！

・弁護士
・弁理士

1.経営・財務・法律,3.起
業・マーケティング・商品
開発,13.女性・子育て・若
者

088

本庄市

本庄市及びその 埼玉伝統工芸館にて手織体験を開催している。
周辺
子供向けも可能。20分でコースターなどを作成指導。

本庄絣伝統工芸士

7.手工芸・料理

川口市

川口市、和光
市、さいたま市

総務管理士、経理事務士、販売
士、危険物取扱者

1.経営・財務・法律,3.起
業・マーケティング・商品
開発

091

092

097

さいたま市 県内全域

坂戸市

中小企業数社の取締役・監査役経験、税務、会計、
経理、財務、経営分析、総務管理等。
行政書士（取得済。未登録）

社会貢献活動といえるかどうか分かりませんが、永く商店街を斜め後ろから応援してきました。地域、商売、ご近
所、経済、社会など色々なことが入り混じっている商店街。そのためになることならやらせて頂きたいと思います。
中小企業診断士・商業施設士
具体的にということであれば、商店街に動き出していただくこと、そのために自分と自分の知っている人たちを総動
員することなどです。

・和装小物作り（きものリフォームでバッグ・巾着など）
県西部・東上線
・昔遊び体験用 お手玉作り指導など
沿線
・きもの着付け講師

5.地域活性化・地域活動
支援・イベント

7.手工芸・料理,9.語学・
日本文化・国際交流

きもの着付け講師

＜共助仕掛人登録番号 R0107 浅見 要＞
【支援可能な内容】
・NPO法人の運営（特に事業型NPO法人）に関するアドバイス
・子育て支援に関するアドバイス
・コミュニティレストランの開設及び運営に関するアドバイス
・上記分野に関するマッチング、コーディネート
099

鶴ヶ島市

県内全域

http://www.npo-calore.jp/
【経歴・これまでの取組など】
・NPO法人カローレ 理事長
鶴ヶ島市を中心に、学童保育をはじめとした子育て支援事業や、コミュニティレストランなどを運営しています。
・平成29年度埼玉県共助社会づくり支援事業実施（こども食堂マップの作成など）
・平成30年度埼玉県専門家ボランティア中核人材養成事業実施
（NPOコーディネーター養成講座実施）

2.NPO・ボランティア支
援,3.起業・マーケティン
グ・商品開発,13.女性・子
育て・若者,16.共助仕掛
人

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

資格・免許等

参照URL

276人

登録分野

＜共助仕掛人登録番号 R0116 佐藤 真実＞
・イベント企画運営
シカテ一畳マーケット（コミュニティマーケット）
浦和防祭連合（公共空間を活用した防災啓発イベント「別所沼公園防災ピクニック」などの運営企画）
100

https://www.granewdesign.co
m/

さいたま市 さいたま市・近隣 ・地域サロン/コミュニティスペース運営
鹿手袋シカテカフェ、住み開きの家さとうさんち
・広報物デザイン制作（チラシ、ポスター、パンフレット、ロゴマーク、のぼり旗、バナーなど）

4.広報・情報発信・IT,5.
地域活性化・地域活動
支援・イベント,11.文芸・
音楽・パフォーマンス,14.
防災・地域安全・災害救
援,15.建築・住宅・まちづ
くり・交通,16．共助仕掛
人

活動内容を元にし、フォーラムや講演会、大学ゼミなどへの登壇。
新聞やネットメディアにも多数掲載。

5.地域活性化・地域活動
支援・イベント,9.語学・日
本文化・国際交流

107 所沢市

所沢市・飯能市 所沢 町の歴史伝承ボランティア

108 所沢市

所沢市周辺

商店街活性化と住民交流の企画
来訪者のまち歩きイベントの企画・相談

5.地域活性化・地域活動
支援・イベント

県内全域

高校の時からアルバイトをし、お金を貯め、自力で国立大学進学・卒業。その経験をもとに定時制高校の就職支援
アドバイザーを10年目。国家資格キャリアコンサルタント技能士2級取得。
キャリアコンサルタント技能士2
定時制高校生たちとの経験を元に不登校の子どもたち、親御さん向けの相談・アドバイスや子供たちの成功事例 級取得
等の講座にも対応しています。

10.教育・人材育成,13.女
性・子育て・若者

長年に渡る海外駐在経験と資格を生かして、下記のような支援が可能です。
・海外留学カウンセリング
・旅行相談
・海外駐在中に経験したことについてのお話

9.語学・日本文化・国際
交流

113 志木市

114 さいたま市 さいたま市

・RCA海外留学アドバイザー
・JAOS認定留学カウンセラー

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

・保育士
・ヨガ講師（マタニティヨガ、親子ヨガ、キッズヨガ、大人ヨガ、ラジヨガ）
・ベビーマッサージ、アロマ講師

資格・免許等

116 川口市

川口市、近隣

保育士

117 和光市

開軒40年、和光市において箏による演奏・教授活動を始めて30年。和光市内外、近隣の保育園・小中学校・デイケ
アセンター・病院等々においてボランティア演奏を中心とした活動を展開中。リサイタル２回、演奏会は多数出演。
和光市内外・近
生田流、財団法人正統邦楽会公
幼児から高齢者まで幅広い層の方を対象とし、古典から現代曲・ポピュラー曲までの演奏及び箏による指導。
隣・県内
認；箏・三弦教授、大師範
生田流、財団法人正統邦楽会公認；箏・三弦教授、大師範
正統音楽院音楽家卒（１４期）、NH邦楽技能者育成会卒（２１期）

参照URL

276人

登録分野

8.健康・スポーツ・美
容,13.女性・子育て・若者

11.文芸・音楽・パフォー
マンス

122 戸田市

県内全域

1.日本国籍帰化申請相談
法務局戸籍課渉外戸籍実務の経験あり。（行政書士試験合格）
2.図書館ボランティア相談
図書館実務経験あり。（司書、司書教諭、中高社会教諭免許あり）
3.生活保護等相談
生活保護・障害者福祉実務（SV）あり（計15年）。

125 鶴ヶ島市

県内全域

蓄電池のリユース、リサイクル
独立電源、オフグリットについて

6.環境保全・農業

イラスト業、キャラクター作成

11.文芸・音楽・パフォー
マンス

126 さいたま市 県内全域

129 川口市

川口市を中心と
したさいたま市、 川口市で、酒・食品卸会社経営（社長）歴45年。
地域資源を活用した商品開発（川越芋焼酎「紅赤金時」、川越「蔵の街さいだあ」、川口の麦味噌）
戸田市、蕨市
（県南）

35年間のプログラム開発（防災計測関係）の経験。その内の10年間は部内文書管理システムをWEB上で構築。
保守、ソフト開発を実施。
退職後は川口市内で活動する市民団体の「広報」事業として、2010年度から2013年度に市の助成事業として「キュ
ポラネット」を立ち上げ、現在も稼働中。現在54団体が参加しています。
パソコンを含むIT全般。

130 川口市

川口市

131 熊谷市

熊谷市周辺～県 モーターサイクル（自動二輪車）の販売・整備・修理などと手がけるショップを経営。モーターサイクルを使っての活
内全域
動、イベントなどを支援します。

司書、司書教諭、中高社会教諭
免許

・利き酒師（SSI)
・味噌ソムリエ

1.経営・財務・法律,9.語
学・日本文化・国際交
流,10.教育・人材育成,12.
高齢者・障害者（児）・福
祉

1.経営・財務・法律,5.地
域活性化・地域活動支
援・イベント,6.環境保全・
農業,7.手工芸・料理

4.広報・情報発信・IT

5.地域活性化・地域活動
支援・イベント,15.建築・
住宅・まちづくり・交通

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

135 和光市

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

資格・免許等

参照URL

276人

登録分野

5.地域活性化・地域活動
支援・イベント,8.健康・ス
ポーツ・美容,11.文芸・音
楽・パフォーマンス,12.高
齢者・障害者（児）・福祉

・和光市にて介護事業や地域支援事業に従事後NPO法人みんなで元気を設立、 「地域で長く元気に暮らそう！」
和光市内、和光 を合言葉に現在活動中です。
市近郊
・介護予防への早期の取り組み活動やシニアの活躍の場づくり（子供向けイベントや音楽イベントなど）の経験があ
るほか、理学療法士と共に制作した和光市民歌体操の普及活動も行っています。

・地域プロデュース（企画、組織運営、広報など）
・ファシリテーション
京浜東北線沿線
138 さいたま市
・イベント運営
および大宮周辺
・セミナー運営
・企画コラボレーション

5.地域活性化・地域活動
支援・イベント,10.教育・
人材育成

150 和光市

＜共助仕掛人登録番号 R0115 櫻井 幹三＞
【経験・実績】
和光市、川越
乳幼児と保護者を対象としたベビーカーコンサートの県内普及
市、朝霞市、さい 和光市と川越市で７年以上の実績。
たま市、戸田市 【支援内容】
朝霞市・さいたま市・戸田市でのコンサートのプロデュース。
新規コンサート開催の場合、会場選定・演奏者の紹介・PRの仕方・収支見通しのアドバイス。

152 川口市

県南地域

織物業（自営）ノウハウ提供。
ハローワーク川口での高齢者、母子家庭及び障がい者の就職相談紹介。川口市役所での就労支援。

7.手工芸・料理,12.高齢
者・障害者（児）・福祉,13.
女性・子育て・若者

158 川口市

県南地域

元保育士。０才から就学前までの子どもを預かる保育所にて働く。退職後、地域の居場所づくりに参加する。誰でも
気軽に立ち寄れる場所で、１人の子育てではなく、地域みんなで支えあう子育てひろばを目指して、商店街の空き
保育士
店舗を借用し、８年目を迎える。
子育てサークル・相談・アドバイザー。

2.NPO・ボランティア支
援,5.地域活性化・地域活
動支援・イベント,13.女
性・子育て・若者

161 鶴ヶ島市

県内全域

アナウンサー・ナレーター・司会業
公民館などで話し方教室を開催しています。

10.教育・人材育成,11.文
芸・音楽・パフォーマンス

165 川越市

県内全域

健康関係（食育・リンパマッサージ・ハッピーメイク他美容関係）

8.健康・スポーツ・美容

https://ameblo.jp/minikonkai

5.地域活性化・地域活動
支援・イベント,11.文芸・
音楽・パフォーマンス,12.
高齢者・障害者（児）・福
祉,13.女性・子育て・若
者,16.共助仕掛人

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

県内全域

180 川口市

フラワーデザイナーとして活動中。テーブルアレンジの他、インテリアコーディネーターとしても活動できます。講座
県内全域、東京 もお受けします。
ブライダルブーケ等もお受けできます。

参照URL

登録分野

3.起業・マーケティング・
商品開発,5.地域活性化・
地域活動支援・イベン
ト,8.健康・スポーツ・美
容,12.高齢者・障害者
（児）・福祉

・コミュニティカフェの運営
・住民主体の地域包括ケアシステムについて
・地域コミュニティ再生、商店街活性化のコミュニティモール
・おしつけない介護予防の普及

166 幸手市

181 春日部市

資格・免許等

276人

7.手工芸・料理

・整理収納アドバイザー1級
・パーソナルスタイリスト（パーソ
ナルコーディネーター認定講座
ベーシック終了）
・色育アドバイザー
・キットパスアートインストラク
ター
・サイ アート パーソナルカラー
アナリスト
・住宅収納スペシャリスト、顔タイ
プアドバイザ－1級

7.手工芸・料理,8.健康・
スポーツ・美容,10.教育・
人材育成,11.文芸・音楽・
パフォーマンス,13女性・
子育て・若者,15建築・住
宅・まちづくり・交通

春日部市

子育て～シニア世代まで。各種分野にて講座も開催可能

183 川口市

県内全域

①公益社団法人誕生学協会認定誕生学アドバイザーとしていのちと性を伝える講座【効果と目的、多様性を認め
て自他を尊重できるために、生まれや育ちに関係なく自身の誕生を肯定的に捉え、自尊感情を育むため、愛着を
持って子を尊重して子育てができるように、少子化・虐待・非行予防】(PTAや子育て支援者向け、教育・養護教諭
公益社団法人誕生学協会認定
向け、幼・保・小中高等学校生徒向け、4歳から18歳の親子向け)
②ビジネスマナーとコミュニケーション講座(就活支援のための印象アップ講座、職場環境を良くするための講座) 誕生学アドバイザー
③タッチケアと、母同士の孤育て防止のためのワークショップ講座(親子の愛着形成のためのタッチケア、孤育て防
止のための産後母のサークル(集まり)運営)
④埼玉県ネットアドバイザー(小中高生とその保護者向け、SNSやネット、スマホの上手な利用方法講座)

10.教育・人材育成,13.女
性・子育て・若者

192 川口市

川口市周辺

・ベビーマッサージ
・保育士
・幼稚園教諭２種免許

10.教育・人材育成,13.女
性・子育て・若者

和光市

・グラフィックデザイン・イラストレーション
Word/Excel/PowerPoint/PowerPointでのプレゼンテーション Webデザイン Webサイト制作・管理・運営
ローコスト、ハイパフォーマンスの広報、プロモーション
各種イベントの企画、提案、コンサルタント

196 和光市

保育士、幼稚園教諭２種免許

4.広報・情報発信・IT,5.
地域活性化・地域活動
支援・イベント

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

資格・免許等

参照URL

276人

登録分野

200 川口市

・パソコン、iPad
県内全域（要相 iPadを使ってのコミュニティ作り、地域生涯学習支援
談）
iPad台数：12台あり
（川口パートナーステーションで定期的に体験講座、参加費1,000円で行っている）

207 蕨市

県内全域

建築保存・活用
まちづくり、空き家活用など

15.建築・住宅・まちづく
り・交通

209 川越市

川越市

・コミュニティカフェの運営
・主任児童委員
・子育てサロンの運営
・青少年の学習支援（川鶴団地内）
・子ども食堂の運営

5.地域活性化・地域活動
支援・イベント,13.女性・
子育て・若者

210 東松山市

県内全域

・NPO法人チーム東松山にて活動している。環境保全活動に興味があり、ボランティアなどに参加したい。

6.環境保全・農業

4.広報・情報発信・IT,5.
地域活性化・地域活動
支援・イベント

老若男女の共同ゲーム支援者、場活師

オーストラリアラグビー協会公認
レベル１コーチ
日本体育協会公認スポーツ指
導者

5地域活性化・地域活動
支援・イベント,8.健康・ス
ポーツ・美容,10教育・人
材育成

220 さいたま市 県内全域

＜共助仕掛人登録番号 R0108 金子 由里子＞
・NPO法人を中心とする非営利法人の会計・税務
・NPO法人等のファンドレイジング（資金調達）
・NPO法人等の会計・経営指導及びコンサルティング
・認定NPO法人等の書類作成や会計支援、経営体制へのコンサルティング

公認会計士
准認定ファンドレイザー

1.経営・財務・法
律,2.NPO・ボランティア
支援,16.共助仕掛人

221 草加市

県内全域

メディアを含む司会、ナレーション。お芝居、お芝居指導

11.文芸・音楽・パフォー
マンス

県内全域

NPO法人入間市文化創造ネットワーク代表理事
官設民営 入間市文化創造アトリエ・アミーゴ指定管理団体
アート・伝統文化の企画開催
織物教室の運営
市民団体の立ち上げ、運営経営などのアドバイス
（埼玉県文化振興課拠点整備助成金審査委員）
入間ロータリークラブ元会長

2.NPO・ボランティア支
援,7.手工芸・料理,11.文
芸・音楽・パフォーマンス

比企郡滑
214
川町

229 入間市

県内全域

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所
東京都新
231
宿区

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

資格・免許等

書道（名誉教授・日本教育書道連盟）
県内全域、東京 （師範、東京書道教育界)等
地域にて多種の書道講座を開催中

232 さいたま市 県内全域

・1級ファイナンシャルプランナー技能士・CFP
退職後のライフプラン（マネープラン）、エンディングノートの書き方
・埼玉県登録 キャラバンメイト
認知症サポーター養成講座の講師
・NPO法人市民後見センターさいたま 正会員
・成年後見制度の普及活動及び後見人等の受任相談
成年後見制度について、市民後見についてのセミナーや相談をお引き受けします。
NPO法人市民後見センターさいたま
就活アドバイザー（就活セミナーの開催、講師）

233 鶴ヶ島市

・環境問題に関心あり
・水光ベジファームについて
・コミュニティカフェ、シニアについて

県内全域

234 所沢市

所沢市、他相談 NPOの設立相談、許認可等の相談、遺言・相続のセミナーや相談等。相談に応じたセミナー等も検討できます。

236 熊谷市

熊谷市、深谷
市、行田市、鴻
巣市、東松山市
近郊、県内全
域、
群馬県、栃木
県、神奈川県、
東京都、首都圏
場合によっては
全国

239 熊谷市

県内全域、その
民事調停員、司法委員、NPO法人代表（成年後見）
他

240 熊谷市

県内全域、群馬 官公署に対する各種認可申請業務、会社設立業務（株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人）
県南部
遺言・相続サポート業務

参照URL

276人

登録分野

9.語学・日本文化・国際
交流

1級ファイナンシャルプランナー
技能士・CFP

1.経営・財務・法律,12.高
齢者・障害者（児）・福祉

3.起業・マーケティング・
商品開発,5.地域活性化・
地域活動支援・イベン
ト,6.環境保全・農業

行政書士
消防設備士

・食・料理でつながる縁結びのできる管理栄養士ママ
・イベントプロデュース（地域商店街・研究会・子育てサークルにて活動中）
・レシピ商品開発・献立作成・料理教室
・セミナーなど、御要望に応じてお手伝い致します。
・広報活動
＜職務経験＞
・栄養士専門学校料理助手・担任・就職支援責任者
・ホテル飲食業接客・有料老人ホーム献立作成他業務

1.経営・財務・法
律,2.NPO・ボランティア
支援,14.防災・地域安全・
災害救援

5.地域活性化・地域活動
支援・イベント,7.手工芸・
料理,12.高齢者・障害者
（児）・福祉,13.女性・子育
て・若者

行政書士

1.経営・財務・法律,12高
齢者・障碍者・福祉

1.経営・財務・法
律,2.NPO・ボランティア
支援,5.地域活性化・地域
活動支援・イベント

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

活動可能エリア

244 さいたま市 さいたま市内

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

資格・免許等

参照URL

276人

登録分野

１．パソコン等利用技術の指導（MOS資格取得）
①マイクロソフトオフィス（Word、Excel、PPT等）
②インターネット、セキュリティ、クラウド他
③タブレット、スマホ
２．POPチラシ作成支援
３．ホームページ作成支援
４．パソコン困りごと相談

マイクロソフト オフィス スペシャ
リスト

4.広報・情報発信・IT

日本書道教育学会書道師範、生
涯教育インストラクター１級

9.語学・日本文化・国際
交流

245 川越市

県南部（中央
部）、西部

日本書道教育学会書道師範、書写指導、毛筆関係の支援
書の実演パフォーマンス、中国の書画・文化の紹介
日本語教師（中国の大学にて教えていた）、在日外国人に対し日本語教育支援
書道会主宰、講座にて紹介可。
日本語教師として中国大学に派遣経験、講演会にて紹介可。

246 熊谷市

熊谷市

電話交換応対コンクール・関東大会優勝、全国大会出場
アナウンス、朗読、司会など、ナレーション

11.文芸・音楽・パフォー
マンス

248 和光市

和光市

チラシ作成、企画、PC一般操作、工作
営業、営業事務（理系出身）

4.広報・情報発信・IT

254 上尾市

257 川口市

県内全域

早寝・早起き朝ごはん全国協議会推進会員（61.280）にて、配布などを行う。春・秋のキッズフェスタ協力。H28.1月
～2月本庄市市民大学でハーブ講座。所属団体にてオリンピックの出前講座。

県南３市

＜共助仕掛人登録番号 R0103 絹山 利昭＞
・災害対策等の規程・マニュアル化、運営内規等の作成（主にリスク管理の観点からの整備）のお手伝い
※大手生命保険会社での災害対策等自然災害を主としたリスク管理全般業務を10年、地域防災協議会等への参
加及び公的訓練・社内総合訓練等も同様に経験。企業防災のあり方が専門。

さいたま市（県内
の公共交通で行 ・フラワーデザイン
259 さいたま市
けるところなら可 ・市民活動全般、市民活動コーディネート
能）

266 さいたま市 関東

フィットネスインストラクター
・エアロビクス ・ロコモティブシンドローム予防体操 ・ヨガ ・格闘技系 ・ストレッチ
・プール系全般（水泳指導やアクアビクス、ウォーキング等） ・セルフメイク ・セルフエステ

生涯学習上級コーディネーター
（ハーブ・薬草ガーデン・ガーデ
ニング・栽培・薬膳・食育・スポー
ツリーダー 他）

2.NPO・ボランティア支
援,6.環境保全・農業,7.手
工芸・料理,10.教育・人材
育成

14.防災・地域安全・災害
救援,16.共助仕掛人

2.NPO・ボランティア支
援,7.手工芸・料理

8.健康・スポーツ・美容

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

269 坂戸市

270 川越市

271 宮代町

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

資格・免許等

坂戸市、東松山 高齢者・障害者の福祉施施設の運営（いきいきハウス「にぎやか」、高齢者の集まる”いこいの家”）
あたり

川越市内

県内全域

絵画（創作活動を通じて、障害者の自立支援。
障害者教育６０年
画家 書家

＜共助仕掛人登録番号R0121 渡邉 朋子＞
【支援内容】
中間支援NPO法人としての活動経験やスキルをもとに、運営の相談支援を行います。
また、公共施設の指定管理者としての経験をもとに、施設の市民運営に関する相談・支援を行います。
【実績・経験など】
特定非営利活動法人MCAサポートセンター 代表理事
上記法人として、宮代町コミュニティセンター進修館を指定管理。

参照URL

276人

登録分野

12.高齢者・障害者（児）・
福祉

幼小中高教諭１級免許

11.文芸・音楽・パフォー
マンス,12.高齢者・障害
者（児）・福祉

2.NPO・ボランティア支
援,5.地域活性化・地域活
動支援・イベント,16.共助
仕掛人

273 三郷市

埼玉県内

・フラワーアレンジ（オーダー、店舗ディスプレイ、ブライダルレッスン）
・ハンドメイドイベント開催（販売・ワークショップ代表として運営）
・コミュニティールーム運営
お子様から年配の方まで対象として活動しています。

275 鶴ヶ島市

埼玉県内

みんなで一冊の手づくり絵本を作る「お絵描きワークショップ」（大人でも子どもでも誰でもできます）

7.手工芸・料理

276 鶴ヶ島市

埼玉県内

ハンドメイド市を主催しています。
・イベントプランナー（雅市・マルシェ）
・食育アドバイザー
・家庭教育アドバイザー
・熊谷、東松山、坂戸、日高、川越、鶴ヶ島、狭山などで他団体とイベントコラボレーション可能

5.地域活性化・地域活動
支援・イベント,7.手工芸・
料理,10.教育・人材育成

277 川越市

企画、チラシ作成、広報など
県中央地域、西
森づくりの企画、実施体制を構築。NPO法人運営。
部地域
空家の管理と処分。

5.地域活性化・地域活動
支援・イベント,7.手工芸・
料理

2.NPO・ボランティア支
援,4.広報・情報発信・
IT,5.地域活性化・地域活
動支援・イベント

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

資格・免許等

参照URL

276人

登録分野

◆M音楽大学附属音教での「ピアノ実技・歌の指導」・「音楽基礎の指導」38年経験あり。
◆専門学校での「イベント企画」・「福祉の中の音楽」などの指導経験あり。
◆これらと並行して「オリジナル・コンサート」の企画・演出・演奏をし、１３作品を発表する。
◆「ミューズ林田ピアノ教室」を主宰し、ピアノ・歌・音楽基礎の指導を継続中。
◆老人ホームでの「音楽指導の企画・指導・ピアノ/歌演奏」を継続中。
278 川口市

さいたま市、川
口市、蕨市、戸
田市

。。。。メッセージ。。。。。。。。。
これらの経験も含め、ピアノ・歌の演奏や、ピアノ・歌の実技指導が可能です。

中学校音楽教諭１種・高等学校
音楽教諭２種
埼玉県家庭教育アドバイザー

11.文芸・音楽・パフォー
マンス,12.高齢者・障害
者（児）・福祉

「日々の生活の中に生の音楽を！」をモットーに、子供（３才以上）から８０代の方までに合った、指導・演奏に対
応できます。
イベントの企画・演出にも対応出来ます。
イベントの司会やコンサート/ライブのナビゲーターも可能です。
細かい内容はその都度、相談させて頂きたいと思っています。

比企郡とき
282
県内全域
がわ町

（ユネスコ無形文化遺産、国重要文化財）細川紙技術保持者
子育てサークルなどでの紙漉き体験など出張、出前講座、イベント。
ときがわ町のまちづくり

9.語学・日本文化・国際
交流,15建築・住宅・まち
づくり・交通

285 川口市

歯科医師
川口市及びさい
長年、歯科開業医の傍ら、母校の東京医科歯科大学等での研究を重ね、老後の歯科衛生・予防のあり方を含む、 歯科医師
たま市
歯と老後問題・健康についてのレクチャが可能。川口市居住のため、郷土史にも明るい。

8.健康・スポーツ・美容,9.
語学・日本文化・国際交
流

286 和光市

和光市・朝霞市 司会、朗読、ナレーション
近辺
中学校放送部、アナウンス基本指導

11.文芸・音楽・パフォー
マンス

293 熊谷市

301 鴻巣市

県内全域

アイシングクッキー、シュガークラフトなどのお菓子作りを通して、親子で一緒にもの作りや楽しみを共有したり、趣
味を見つけて仲間づくりを支援します。
ソーシャルワーカーである講師が、子育てから介護まで幅広くアドバイスして、心身ともにHAPPYにするお手伝いを
します。

7.手工芸・料理,13.女性・
子育て・若者

県内全域

「紫苑」は文化的な行事（特に音楽・美術）を開催することにより、地域の交流・発展と、芸術家の演奏・展示の場所
を提供することを目的としています。
地域の団体（個人）で開催したい行事等がありましたら、紫苑にて開催のお手伝いをさせていただきます。

2.NPO・ボランティア支
援,5.地域活性化・地域活
動支援・イベント,11.文
芸・音楽・パフォーマンス

手織り、座繰り、藍染め、蚕・繭など
障がい者施設でのものづくり支援

7.手工芸・料理,12.高齢
者・障害者（児）・福祉

302 さいたま市 県内全域

303 和光市

和光市内、和光 心理カウンセラーの資格を活かして傾聴を主とした子育て支援活動をしています。子育てに悩みや不安はつきもの ひきこもり支援相談士
市近郊 応相談 です。どんなことでもＯＫです。お話うかがいます。
家族療法カウンセラー

8.健康・スポーツ・美
容,10.教育・人材育成,13.
女性・子育て・若者

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

305 和光市

306 和光市

311 越谷市

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

資格・免許等

参照URL

276人

登録分野

東武東上線沿線

ダイレクトレスポンスマーケティングを使った集客。
商品販売、売り上げUPのための企画制作を実施。

3.起業・マーケティング・
商品開発

和光市内

・皮膚科看護師10年
肥厚爪や変形爪、爪白癬などで爪切りが困難な方と家族でも切れない方のために、ニッパーやケアマシンを使っ 看護師
て爪を整えます。寝たきりや外出困難な高齢者の入居先の施設等へもお伺いします。

8.健康・スポーツ・美容

県内全域及び県
東北被災地への緊急物資運搬、障害者支援ボランティア
外

司法通訳（弁護士及び地裁登
録）、医療通訳（日赤）

4.広報・情報発信・IT,6.
環境保全・農業,9.語学・
日本文化・国際交流,12.
高齢者・障害者（児）・福
祉,14.防災・地域安全・災
害救援,15.建築・住宅・ま
ちづくり・交通

312 さいたま市 さいたま市

社会人落語家として、介護施設等を中心に、古典落語のボランティアを行っています。
また、「認知症」や「相続」をテーマにした創作落語を各所で実演しています。

11.文芸・音楽・パフォー
マンス,12.高齢者・障害
者（児）・福祉

315 川口市

川口市周辺

・ＩＴ業界のシステムエンジニアとして、主にソフトウェア開発に従事
・小規模企業の事務、経理、営業も兼務。
上記職務経験を活かしたパソコン等の有効活用支援が可能（業務の円滑化、効率化、情報発信等のアドバイス
や、業務用、事務用資料の作成・管理・運用等のノウハウ提供）

1.経営・財務・法律,4.広
報・情報発信・IT

草加市、川口
市、さいたま市

日本サロネーゼ協会アイシングクッキー認定講師
ベジタブル＆フルーツ ジュニアマイスター
雑穀エキスパート

318 草加市

319 さいたま市 県内全域

・整理収納アドバイザー
・整理収納アドバイザー2級認定講師
・インテリアコーディネータ
・片付け、インテリア関連の講座可能、個人宅の整理収納

320 秩父市

県内全域

・おもちゃコンサルタント
・木育インストラクター、秩父材使用の製品＆イベント企画
・木工ワークショップ、手織りワークショップ
・Ｉターン移住者としての講話など
・英語翻訳、通訳

323 和光市

和光市周辺

英語の活用

・日本サロネーゼ協会アイシン
グクッキー認定講師
・ベジタブル＆フルーツ ジュニ
アマイスター
・雑穀エキスパート

6.環境保全・農業,7.手工
芸・料理

11.文芸・音楽・パフォー
マンス,15.建築・住宅・ま
ちづくり・交通

おもちゃコンサルタント、木育イ
ンストラクター

5.地域活性化・地域活動
支援・イベント,7.手工芸・
料理,9.語学・日本文化・
国際交流

9.語学・日本文化・国際
交流

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

325 鴻巣市

＜共助仕掛人登録番号 R0112 吉田 大樹＞
【支援内容】
労働・子育てジャーナリストとして、下記テーマに関するアドバイス、マッチング、コーディネート等が可能です。
・父親の子育て支援
・ワーク・ライフ・バランス、働き方の見直し
・父子旅行
【経歴・これまでの取組など】
県内全域、関東 ・NPO法人グリーンパパプロジェクト代表理事
圏中心に全国 上記NPO法人として、平成29年度埼玉県職場の交流応援事業を実施したほか、鴻巣市で令和元年５月より放課後
児童クラブ「南よつばの願い学童」を開室している。
・労働分野記者出身
・元・内閣府「子ども・子育て会議」委員
・元・厚生労働省「イクメンプロジェクト推進委員会」メンバー
・内閣府地域少子化対策重点推進交付金審査員
・厚生労働省社会保障審議会児童部会専門委員
・東京都「子供・子育て会議」委員

328 上尾市

上尾市周辺～車
で1時間程度ま
で（川越市、さい
たま市等）

資格・免許等

276人

参照URL

登録分野

https://news.yahoo.co.jp/bylin
e/yoshidahiroki/

2.NPO・ボランティア支
援,4.広報・情報発信・
IT,5.地域活性化・地域活
動支援・イベント,13.女
性・子育て・若者,15.建
築・住宅・まちづくり・交
通,16.共助仕掛人

自力整体ナビゲーター。整体師。
ストレッチトレーナー、空手、柔術などの武道や、ヨガや気功などのエネルギーワークも実践しています。
からだの声を聴き、心身ともにはつらつとし、医療依存から健康自立を目指すために。「自力整体ナビゲーター」に
整体師
なり、皆さまの健康指導をしています。自力整体とは、東洋医学の基本的な考え方である気、生命エネルギーを増
やし、全身を廻らせるという目的で色々な指圧をしたり、関節がさびないように、関節の可動範囲を広げる動きをい
います。

8.健康・スポーツ・美容

東川口、浦和美
園、岩槻、東浦
329 さいたま市
和周辺を希望
（他、相談にて）

産前にミュージシャンやアレンジャーをしていた経験を活かし、産後はピアノ講師・リトミック講師として活動していま
す。
音楽能力の高いママを集めて親子向けのコンサートも行っています。子供からお年寄りまで楽しめる演奏やリトミッ
クレクリエーションなども可能です。

11.文芸・音楽・パフォー
マンス,13.女性・子育て・
若者

343 和光市

県南西部

・国際理解ファシリテーター
・高齢者アクティビティインストラクター
・おもちゃコンサルタント
・おもちゃインストラクター
・木育インストラクター

深谷市内

障害者福祉のガイドヘルプのボランティアとして１０年ほど活動しています。
公民館等のセキュリティを担当しています。
・施設管理（受付含む）、経験中
・アマチュア無線、消防設備士、電気機具修理

344 深谷市

351 越生町

県内全域

木材のインテリアデザイン、大型・専門小売業全般業務

・国際理解ファシリテーター
・高齢者アクティビティインストラ
クター
・おもちゃコンサルタント
・おもちゃインストラクター
・木育インストラクター

・電気（弱・強電）免許所持（１
種）
・ボイラー免許所持（1種）

販売士１級

7.手工芸・料理,9.語学・
日本文化・国際交流,12.
高齢者・障害者（児）・福
祉

5.建築・住宅・まちづくり・
交通,14.防災・地域安全・
災害救援,15.建築・住宅・
まちづくり・交通

1.経営・財務・法律,3.起
業・マーケティング・商品
開発,5.地域活性化・地域
活動支援・イベント

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

【wordpress保守】
・本体、プラグイン等のバージョンアップ、動作確認
・記事入力代行
353 さいたま市 さいたま市周辺
【行政書士業務全般】
・各種許認可申請の手続き
・その他、役所に提出する書類作成および手続き

県内全域

河川環境の再生、まちづくり、川づくり
環境調査計画のコンサルタントに長年従事

358 川越市

県内全域

手回しオルゴール 4年
ピアノ講師 35年
ボサノバボーカリスト 10年

361 久喜市

県東地域で1時
間以内

362 さいたま市

363 富士見市

357 入間市

365 三郷市

参照URL

登録分野

行政書士

1.経営・財務・法律,4.広
報・情報発信・IT

一級ビオトープ管理士、環境再
生医、NACS-J自然観察指導
員、技術士（建設部門）、工学博
士

6.環境保全・農業,15.建
築・住宅・まちづくり・交
通

11.文芸・音楽・パフォー
マンス

行政書士（特定行政書士）
二級海技士（航海）

1.経営・財務・法律,15.建
築・住宅・まちづくり・交
通,9.語学・日本文化・国
際交流

さいたま市及び 行政書士（遺言相続・知的資産契約・内容証明等）
近隣市町村
パソコン（ワード、エクセル、パワーポイント）

行政書士

1.経営・財務・法律,4.広
報・情報発信・IT

県内全域（移動 特定行政書士（法務分野、行政絡みの分野など）
手段の確保可能 在留外国人に関係すること（管申請取次届出済）
な場合）
教育関連のお手伝い（塾業界の経験あり）

特定行政書士

1.経営・財務・法律,9.語
学・日本文化・国際交
流,10.教育・人材育成

三郷市、吉川
市、越谷市

366 さいたま市 県内全域

367 川口市

資格・免許等

276人

県内全域

海外駐在11年（米国、シンガポール）、大手物流会社39年勤務
相続・遺言・後見制度 等の無料ご相談受付(要予約）

30有余年、都銀へ勤務し多くの中小企業経営支援を経験。退職後、地域貢献としてNPO法人の設立に参画。
1.NPO法人等設立・運営アドバイス
2.事業計画・予算策定アドバイス
3.助成金申請書アドバイス
4.経理・財務支援
5.成年後見人相談・申立・受任
6.生活支援サービス活動アドバイス

1.経営・財務・法
律,2.NPO・ボランティア
支援

会計指導、記帳指導、税務申告支援、事業承継アドバイス、NPO会計アドバイス、会計税務全般、相続対策

1.経営・財務・法
律,2.NPO・ボランティア
支援

社会保険労務士、行政書士、マンション管理士、宅地建物取引士、建設業経理事務士、簿記2級、管理業務主任
者、パソコン

社会保険労務士、行政書士、マ
ンション管理士、宅地建物取引
士、建設業経理事務士、簿記2
級、管理業務主任者

1.経営・財務・法律,4.広
報・情報発信・IT,15.建
築・住宅・まちづくり・交
通

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

371 和光市

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

資格・免許等

朝霞市、新座
市、志木市、和 ・デザイン、イラストレーション・絵画（水彩・マーカー・鉛筆）
光市（東武東上 ・デザイン／イラスト実務
線沿線地域）

さいたま市（南
区・浦和区・中央
376 さいたま市
区・緑区）・蕨市・
戸田市・川口市

・行政手続き（NPO法人認証など）の支援
・会計記帳手続の支援
・契約書などの民事予防法務の支援
・不動産に関する支援（空き家・賃貸住宅管理など）

参照URL

276人

登録分野

4.広報・情報発信・IT,11.
文芸・音楽・パフォーマン
ス

行政書士

1.経営・財務・法
律,2.NPO・ボランティア
支援,15.建築・住宅・まち
づくり・交通

比企郡嵐
380
山町

比企郡、東松山
・人工衛星管制業務の経験あります
市近郊、秩父市
・障害者支援の経験あり。
近郊

行政書士、2級ファイナンシャル
プランナー技能士、マイナンバー
管理士

1.経営・財務・法律,12.高
齢者・障害者（児）・福
祉,15.建築・住宅・まちづ
くり・交通

382 日高市

商店街活性化集客イベント、子供まつり、幼稚園のイベント、老人ホーム、成人式などに似顔絵を描きに行ってい
県内全域、県外 ます。
週刊朝日２０１９新年号・山藤章二の似顔絵塾に掲載されました

似顔絵検定２級

11.文芸・音楽・パフォー
マンス

383 富士見市

埼玉県内

情報処理技術者1種（主に汎用機）

情報処理技術者1種

4.広報・情報発信・IT

388 草加市

吉川市、三郷
市、越谷市、草
加市

老人治療食の献立及び調理補助
アレルギー食の献立及び調理

391 草加市

草加市、越谷
市、八潮市、三
郷市、春日部
市、川口市、浦
和

・行政書士
・マンション管理組合の運営サポート（規約改正、理事会・総会のサポート、防災など）

7.手工芸・料理,8.健康・
スポーツ・美容,12.高齢
者・障害者（児）・福祉

行政書士

1.経営・財務・法律

393 さいたま市 県内全域

・経理、人事（総務採用）・ICTリテラシー、ソフトウェア開発関連・チラシ作成
・イベント企画、マーケティング
・ソフトウェア開発エンジニア、財務業務20年、法人設立からサービス企画開発運営までの経験を地域に貢献させ
てください。

1.経営・財務・法律,3.起
業・マーケティング・商品
開発,4.広報・情報発信・
IT,5.地域活性化・地域活
動支援・イベント

399 上尾市

県内全域

ストレスが解れば、ストレスのない状態もストレスフルな状態も解ります。「ストレスフルな状態の自分」を「ストレス
のない状態、または、それに近い状態の自分」にもっていく対策がストレス対策ですから、ストレス対策が解ります。
ここまで理解できれば、誰でもストレスフルな状態に陥ることがありません。もって、ストレス関連疾患（例：胃潰瘍）
もほとんどの精神障害（例：うつ病）も予防できます。このようなお話を、責任もってわかりやすくいたします。

8.健康・スポーツ・美容

401 東京都

県内全域

Jimdoでのホームページ制作と運営後のオペレーション支援
NPO法人江戸前21理事
ライター、編集者

4.広報・情報発信・IT

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

402 長瀞町

県北地域

現在メンバー3人でカラオケを歌う会（ひまわりの会)を結成し、老人ホームで歌いました。
将棋アマチュア3段、茶トレスーパー指導者登録済。（茶トレ：ちちぶお茶のみ体操）

403 和光市

県内全域

終活支援（遺言セミナー）、相続手続、許認可申請、外国人在留資格（ビザ）

404 さいたま市 県内全域

書類整理、在庫整理、業務効率化の講師
オフィス・店舗の業務効率化、在庫管理改善を通じて活動の活性化、ムダ削減・売上UPを応援します。

中国語翻訳、通訳、北京語ナレーション。
中国語教室を主宰して15年、中国語翻訳、通訳、北京語ナレーションの実績多数。
405 川口市

県内全域
フラダンス、タヒチアンダンス講座。
フラダンス教室を主宰し8年目。大小多数のステージで発表経験あり。

資格・免許等

参照URL

276人

登録分野
8.健康・スポーツ・美
容,11.文芸・音楽・パ
フォーマンス

行政書士

1.経営・財務・法律

1.経営・財務・法律,10.教
育・人材育成

9.語学・日本文化・国際
交流,11.文芸・音楽・パ
フォーマンス

県内全域

NPO法人にて「人生100歳の姿勢作り」をテーマに姿勢の改善･管理そして姿勢との関係の深い歩き方を指導して
おります。姿勢作りの特徴として「きをつけ！」ではなく、楽できれいな姿勢の作り方を目指しています。

8.健康・スポーツ・美容

県内全域

10年以上、通信業界に携わってきたプロフェッショナルが経験と知識を活かし、携帯電話の仕組みや雑学、最新情
報をよりわかりやすくお届けできます。
携帯電話料金のコンサルタント、携帯電話の操作方法・アドバイス、アプリケーションの案内・説明・操作方法など

4.広報・情報発信・IT

県内全域

・囲碁セラピー
（囲碁の持つ効能を活用しメンタルヘルスケア（心の健康）の推進を図るとともにコミュニケーション力の向上を促し
ます）
・男性恐怖症・不登園・不登校を経て社会復帰した人生経験を踏まえての講演、ディスカッションが可能。

8.健康・スポーツ・美容,9.
語学・日本文化・国際交
流,10.教育・人材育成,

411 桶川市

県内全域

ワイヤークラフトデザイナー＆講師
ワイヤーとペンチがあれば始められる手軽なワイヤークラフト（お子様から大人の方まで楽しんでいただける体験
教室を行っています。

7.手工芸・料理

413 熊谷市

本庄市、深谷
市、熊谷市、行
田市、羽生市、
鴻巣市、北本
市、桶川市、上
尾市、さいたま
市（高崎線沿
線、熊谷市周
辺）

・ホームページの作成（HTMLで作成可能）
・古いWindowsパソコン（XPやVista）にLinux（主にUbuntu)を導入できます。

4.広報・情報発信・IT

407 川口市

408 川口市

410 東松山市

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

日本ヴォーグ社日本キルンアート協会
ポーセラーツインストラクター認定講師

資格・免許等

参照URL

日本ヴォーグ社日本キルンアー
ト協会
ポーセラーツインストラクター認
定講師

276人

登録分野

414 草加市

県内全域

415 川口市

インターネット等での情報発信や情報収集の環境構築及びアドバイス。イベント企画・運営のアドバイス。
埼玉県インターネット活用研究会商業部会副部会長、（旧埼玉県中小企業（現産業）振興公社事務局／1998－99
川口市及び川口
年）、鳩ヶ谷市TMO委員（旧鳩ヶ谷市（現鳩ヶ谷）商工会事務局／2003－11年）、同市ホームページ編集サポート
市隣接地域
チーム委員（同市総合政策課事務局／2004年）、ご当地グルメ開発員（2008年）、埼玉県ご当地ブロガー（同県観
光課事務局／2009年から）、NPO法人設立運営（2009年から）など。

2.NPO・ボランティア支
援,4.広報・情報発信・IT

416 川口市

県内全域

藤原歌劇団にソプラノとして所属。親子のためのふれあいコンサートや福祉施設に対する訪問コンサートなどがで
きます。リトミック指導や大人のコーラス指導などもできます。

11.文芸・音楽・パフォー
マンス

417 さいたま市 さいたま市

ピアノ指導、ピアノ伴奏

11.文芸・音楽・パフォー
マンス

420 和光市

和光市

＜共助仕掛人登録番号 R0101 柳田 麻里子＞
・地域コーディネーター（共助仕掛人として培ったマッチングを活かした活動）

422 草加市

県内全域

iPadを使用した脳トレ
体操をしながら行う脳トレ（シナプソロジー）

423 熊谷市

県内全域

通訳案内士（英語）
高校英語教師（２５年間。現在も勤務中）

県内全域

・子ども食堂の運営
・おもちゃ病院ドクター養成
・学習支援・居場所づくり

425 越谷市

さいたま市、川
口市、蕨市、戸
426 さいたま市
田市、草加市、
越谷市、三郷市

セミナー講師、問題解決支援
・遺言書作成、相続対策、遺産分割
・業務委託契約書、業務委任契約書作成支援
・ＩＴサポート、ＩＴ導入支援、セキュリティ対策支援

7.手工芸・料理

https://www.wakokyodo.net/s
hootingclub/

2.NPO・ボランティア支
援,8.健康・スポーツ・美
容,16.共助仕掛人

8.健康・スポーツ・美容

通訳案内士
高校英語教師

9.語学・日本文化・国際
交流,10.教育・人材育成

10.教育・人材育成,13.女
性・子育て・若者

行政書士（埼玉県浦和支部所
属）
２級ファイナンシャルプランニン
グ技能士
情報セキュリティマネジメント
システム監査技術者

1.経営・財務・法律,4.広
報・情報発信・IT

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

資格・免許等

川越、東松山、
鶴ヶ島、坂戸

・ＩＣＴ、環境分野での中小/ベンチャー支援
・環境社会実現のための情報発信（大学での環境問題をテーマとした講義経験あり）
・高齢社会エキスパート取得（超高齢化社会の実態や今後に向けての課題などの提案可能）
・中小企業基盤整備機構 新現役パートナーに登録（IT系中小企業のアドバイザー実績あり）
・東京商工会議所認定エコピープル
・地域再生支援の経験あり
・小学生児童への絵本の読み聞かせ、デイサービスでのお話や歌のボランティア経験あり
・イベントなどの会のコーディネイターとしての活動、歌やお話のボランティアとしての活動可能。

440 幸手市

県内全域

メンタリストとして、心から行動を読み取りクライエントさんに最も適切な技法を使い、共に歩み進む「心理カウンセリ
ング」また、行動から心理を読み取る少人数制の「しぐさマスタースクール」を開催し、円滑な人間関係(コミニュケー 上級心理カウンセラー資格、行
ション)を行えるよう指導するなど。その他セミナー及び研修、「産業カウンセラー」「スーパーバイザー」など心の問 動心理士資格
題を解決に導くプロとして活動しています。

441 川越市

レンタルきもの店運営
川越・西部地域 ・きもの着付・親子きもの体験
・児童養護施設でのきもの着付

433 坂戸市

442 上尾市

県内全域

445 加須市

・腰痛予防・転倒予防などのヘルスケア系の講習会
秩父地域以外の
・介護者の負担を減らす介助方法の講習会
県内全域・都内
上記以外でも、地域に根差した健康・医療・福祉に関する様々な取り組みに関わっていければと思っています。

448 さいたま市 県内全域

449 所沢市

所沢市、川越
市、狭山市、入
間市、新座市、
志木市、朝霞
市、川口市、さい
たま市

電気メーカーの経営・経理

埼玉県で結成した、地域活動の魅力やノウハウを発信する「地域デビュー楽しみ隊」の隊員です。

①マンション管理組合の運営支援（マンション管理士）
②集合住宅に関する知識（一級建築士）
③絵画、デッサン、イラストレーション、似顔絵
④チラシ、フライヤー作成指導
＊特定非営利活動法人マンション談話室ウィン・ウィン 代表理事
＊地域包括ケアシステム in Tokorozawa を立ち上げる市民の会 代表世話人

東京商工会議所認定エコピープ
ル

参照URL

276人

登録分野

1.経営・財務・法律,4.広
報・情報発信・IT,5.地域
活性化・地域活動支援・
イベント,11.文芸・音楽・
パフォーマンス,12.高齢
者・障害者（児）・福祉,13.
女性・子育て・若者

8.健康・スポーツ・美
容,10.教育・人材育成,12.
高齢者・障害者（児）・福
祉

9.語学・日本文化・国際
交流,13.女性・子育て・若
者

・珠算１級
・日商簿記１級
・１級建設業経理士

1.経営・財務・法律

・理学療法士
・介護支援専門員

8.健康・スポーツ・美
容,12.高齢者・障害者
（児）・福祉

・一般社団法人生涯学習開発財
団認定ワークショップデザイナー
・キャリアコンサルタント（国家資
格）
・キャリアカウンセラー（CDA）

5.地域活性化・地域活動
支援・イベント,10.教育・
人材育成

キャリアカウンセラー（CDA）

4.広報・情報発信・IT,11.
文芸・音楽・パフォーマン
ス,12.高齢者・障害者
（児）・福祉,15.建築・住
宅・まちづくり・交通

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

450

神奈川県
横浜市

活動可能エリア

454 川口市

455 春日部市

具体的な支援内容

資格・免許等

参照URL

276人

登録分野

・情報通信企業でのマーケティング経験を活かして、地域の活性化、ソーシャルビジネスの支援活動を行っている。
・ダイバーシティ社会、高齢社会の「ユニバーサルサービス」の普及活動
・中国上海市赤煉瓦建築の保存活動及び若手デザイナーの育成プロジェクト推進
・見沼代用水の技術と歴史についての研究・講演活動（先祖が船大工として見沼代用水の工事に関わった）
・豊田佐吉（トヨタ自動車創設者）の彷徨期及び上海時代の研究活動
（行田市出身の豊田佐吉サポーターを発掘し顕彰を行っている）

4.広報・情報発信・IT,5.
地域活性化・地域活動
支援・イベント,10.教育・
人材育成,15.建築・住宅・
まちづくり・交通

NPO・ソーシャルビジネス起業
ファシリテーション
NPO・NGO・ソーシャルビジネス・コミュニケーションビジネス一般論
大学兼任講師 NPO論（１１年間）

1.経営・財務・法
律,2.NPO・ボランティア
支援,3.起業・マーケティ
ング・商品開発, 4.広報・
情報発信・IT,5.地域活性
化・地域活動支援・イベ
ント,10.教育・人材育成

県内全域、公共 ・保育士、幼稚園教諭、小学校教諭
交通機関利用可 ・ヤギのお世話、飼い方
能地域
・発達障害、要支援児対応 感覚統合療法 海洋リハビリテーション（発達支援全般）

10.教育・人材育成,12.高
齢者・障害者（児）・福
祉,13.女性・子育て・若
者,16.その他

県内全域

451 さいたま市 県内全域

453 伊奈町

令和2年10月6日時点 個人登録者

県内全域

県内全域

グラフィックデザイン全般（チラシ/ポスター/パッケージ/冊子/マニュアル）
WEBサイト制作（デザイン/コーディング）
売場作り（レイアウト/陳列/POPなど）
簡単な写真撮影
公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会 正会員
公益社団法人埼玉デザイン協議会 正会員

・地域貢献デザイナー、グラフィックデザイナー、アートディレクター
・春日部市を中心に地域に貢献できるクリエイターを目指しています（埼玉東部は伝統産業に歴史があり、大切に
していきたい地域です）
・都内広告SP代理店制作室にて２０年勤務、春日部市内で独立して１０年になります。
・公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会 埼玉地区所属

4.広報・情報発信・IT,16.
その他

4.広報・情報発信・IT

・制作例/ポスター、広告、会社案内、製品パンフレット、チラシ等 平面系デザイン全般
・クライアント/一部上場精密機械部品メーカー、大学、起業家、食品メーカー、ハウスメーカー、医療機器メー
カー、製紙会社等ジャンルを問わず制作経験があります。
・制作アドバイスも可能です。HPで作品もご覧頂けますのでご一報ください。

457 毛呂山町

県内全域

460 さいたま市 県内全域

画家、イラストレーター、絵画教室・手紙教室の講座講師
これまでに、広告、アパレルブランドＴシャツ、ＣＤジャケット、雑誌、キャラクターなどのアートワークを手がけており
ます。
絵画教室、絵手紙教室の講座講師

小型集会用テント、15坪テントまでの設営
簡単な音響機器のセッティング
イベント会場の設営

4.広報・情報発信・IT,11.
文芸・音楽・パフォーマン
ス

5.地域活性化・地域活動
支援・イベント,11.文芸・
音楽・パフォーマンス,16.
その他

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

467 加須市

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

１級ファイナンシャル・プランニング技能士
加須市を中心と 生命保険専門課程試験合格
した近隣市町村 損害保険募集人一般試験 基礎・自動車保険・火災保険・傷害疾病保険取得
＊主は保険相談となります

468 さいたま市 県内全域

資格・免許等
・１級ファイナンシャル・プランニ
ング技能士
・生命保険専門課程試験合格
・損害保険募集人一般試験 基
礎・自動車保険・火災保険・傷害
疾病保険取得

傾聴（聴くことの大切さ）
ボランティア活動
社会保険労務士、ファイナンシャ
「成年後見人制度」の講義・手続支援
ルプランナー（ＡＦＰ資格）
「相続・生前贈与」、「遺言の書き方」、「終活」、「エンディングノートの書き方」、「認知症の実態と予防対応」、「介護
保険」など。

参照URL

276人

登録分野

1.経営・財務・法律

1.経営・財務・法律,12.高
齢者・障害者（児）・福祉

１． 地域デビュー楽しみ隊隊員として、人生100 年時代のアクティブシニア世代の活躍は、少子高齢化からも最重
要課題です。地域デビューについて、自分の経験からお話し出来ますので、いつでもご連絡ください。
２． 環境にやさしい「緑のカーテン」を推進しています。省エネ・節電が期待され、市民の出来る温暖化対策に結び
つく「緑のカーテン」を作りたい方、ご連絡ください。
３． 気候変動（地球温暖化）の本質を知り「自分事」にしていただくよう、環境省作成の最新の資料・映像を使用し
分かりやすくお話しいたします。
・小学４～６年生 「2100 年未来の天気予報」、「クールチョイスについて」 約30 分
・中学生～大人の方 「私たちの暮らしと地球温暖化」、「クールチョイスについて」 約1 時間
※講演内容・時間につきましては、事前にご相談ください。
地域デビュー楽しみ隊隊員、つるがしま緑のカーテン市民実行委員会会長

・環境省環境カウンセラー（事業
者部門）
・埼玉県環境アドバイザー
・環境マネジメントシステム
ISO14001 審査員補
・地球温暖化防止コミュニケー
ター、
・熱中症対策アドバイザー

さいたま市、越
470 さいたま市 谷市、草加市、
春日部市

・就職活動、転職活動のコンサルティング
・お子様の就職活動、転職活動のコンサルティング
・職場の人間関係、親子の人間関係についてのコンサルティング
・就職セミナー
・終活についてのコンサルティング
・職場のコミュニケーションアップやモチベーションアップ研修など

・キャリアコンサルタント
・ＣＤＡ（キャリア・ディベロップメ
ントアドバイザー）
・認知行動療法士、心理カウン
セラー、メンタルトレーナー
・ファイナンシャルプランナー（Ａ
ＦＰ資格）
・終活カウンセラー（上級）

471 桶川市

チラシやパンフレットの作成など（自宅での作業であれば活動エリア不問）

4.広報・情報発信・IT

スチル撮影、動画撮影、広報ＰＲ戦略立案
簡易なチラシのデザイン、取材、ルポ制作
ＳＮＳ投稿用コンテンツ制作
埼玉の魅力発信にかかる写真素材の無償提供
その他担い手支援活動全般

2.NPO・ボランティア支
援,4.広報・情報発信・IT

469

比企郡鳩
山町

県内全域

桶川市

474 さいたま市 県内全域

5.地域活性化・地域活動
支援・イベント,6.環境保
全・農業,１０．教育・人材
育成

1.経営・財務・法律,8.健
康・スポーツ・美容,10.教
育・人材育成,12.高齢者・
障害者（児）・福祉,13.女
性・子育て・若者

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所
北葛飾郡
475
杉戸町

活動可能エリア

杉戸町周辺

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

資格・免許等

参照URL

276人

登録分野
3.起業・マーケティング・
商品開発,5.地域活性化・
地域活動支援・イベン
ト,13.女性・子育て・若者

イベントプロデュース
月３万円ビジネス（小商い）サポート

現在メンバー２人でフッペルの会を結成し、老人ホームや公民館、学校等で、ボランティア活動として朗読ピアノコ
ンサートを開催しています。

476 幸手市

中央地域、東部
地域、他応相談
＜内容例＞
可能
「ピアノは知っている」～月光の夏～
太平洋戦争末期・特攻隊の物語。朗読とピアノ生演奏を組み合わせたコンサートです。

県職員ＯＢの税理士です。
経理、会計はもちろん、土地の譲渡等や贈与、相続等の税務全般を幅広く得意としています。

478 三郷市

県内全域

479 上尾市

・大手クラウドソーシングサイトで個人事業として活動、多数の販売実績と上位ランク認定あり
上尾市、桶川市
・パソコン関連、プログラミング（Windowsアプリ制作）関連等IT案件
周辺
・理工系分野の専門性を要する案件

11.文芸・音楽・パフォー
マンス

税理士

1.経営・財務・法律

4.広報・情報発信・IT,16.
その他

480 鴻巣市

県内全域

老若男女問わず、様々な障害(身体的・知的・発達的)のある方や生活困窮の方の、自立生活プログラム「スキンケ
ア&メイクアップ講座」を行います。自分の手で、或いは介助者の手で、スキンケアの心地良い温もりとメッセージ
日本エニアグラム学会認定アド
が、互いに伝わりあう講座です。
高校生や就活(ハローワークの企業面接会など)に向けた若い方を対象に、男女問わず、身だしなみ・ナチュラルメ バイザー3級資格取得
イク・コミュニケーション講座(◆エニアグラムを通した自己と他者理解 ◆体験型グループワークで仲間づくり)を行
なっています。

483 越谷市

県内全域

印刷物のデザインデータの制作ができます。
印刷会社での勤務経験があります。

4.広報・情報発信・IT

企業経営者としての16年間の経験から、人材育成・危機管理等のノウハウがあります。
また、地域活性化団体・経営者団体での活動も長く、全国で講演等も多くさせていただいております。
現在、政府系諮問会議委員等をしており、高齢者雇用や外国人登用等の今後の潮流など交えてアドバイスできま
す。
経営以外にの高校PTA会長等の経験を通じて、教員や高校生への起業家視点からの講演も行っています。

1.経営・財務・法律,5.地
域活性化・地域活動支
援・イベント,10.教育・人
材育成

484 さいたま市 県内全域

485 和光市

和光市、朝霞
市、新座市、志
木市

弁護士資格
お年寄り等の消費者被害対応のセミナー
遺言、相続に関するセミナー等
なお、個別の法律相談を受けるものではありません。

弁護士

4.広報・情報発信・IT,8.
健康・スポーツ・美容,10.
教育・人材育成,11.文芸・
音楽・パフォーマンス,12.
高齢者・障害者（児）・福
祉,13.女性・子育て・若者

1.経営・財務・法律,12.高
齢者・障害者（児）・福祉

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

487 和光市

活動可能エリア

県内全域

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

資格・免許等

【支援内容】
①コミュニティカフェ運営に関する情報提供・講座（地域ネットワークと様々な活動の形成方法／採算が取れるコ
ミュニティカフェの経営方法／行政とのやりとり等含む）
②市民活動系助成金の取得のコツ
③チラシデザイン・制作
④青年海外協力隊経験を伝える（国際理解講座・キャリア教育含む）
【経験】
青年海外協力隊（環境教育・メキシコ派遣）より帰国後、地元和光市で地域新聞の記者・事務となり、地域ネット
ワークを形成。その後、まちづくり事業に関わり、官民協働（１年契約）のコミュニティカフェの運営に携わる。行政と
の付き合い方、地域にあったコミュニティカフェの作り方を実践しながら形成し、現在運営５年目を迎える。また、市
民社会への興味から、2017年より大学院に入学し、社会人類学分野で研究を行う。

参照URL

276人

登録分野

2.NPO・ボランティア支
援,4.広報・情報発信・
IT,5.地域活性化・地域活
動支援・イベント,9.語学・
日本文化・国際交流,10.
教育・人材育成

Branding Design
私は、人から人へ、気持ちや想いを目に見えるものにしてちゃんと届ける、デザインで人と人とがつながることを形
にするお手伝いをしています。

488 鶴ヶ島市

県内全域

具体的には、1990年以来、デザイナー（グラフィック・WEB）・イラストレーター・キャラクターデザイナーとして様々な
タイプ・課題・目的を持ったお客様のために、デザインでブランディングのお手伝いをしています。
良いブランディングのためには、ご要望・現状の問題点を丁寧に洗い出し、課題と対策を一緒に考えるチームワー
クとプロセスがとても大切と考えています。その過程から生まれるものが、最終的に手に取る・目にする人に、お客
様の気持ちや想いがちゃんと伝わるユニークで唯一のブランディングになると思っています。

4.広報・情報発信・IT,11.
文芸・音楽・パフォーマン
ス

現状で止まったり悩んだり困っていたら、その問題はデザインで解決できるかもしれません。
デザインで、他と違うユニークなあなたのブランディングをしましょう！

・２級ファイナンシャル・プランニ
ング技能士
・２級ＤＣプランナー（企業年金総
合プランナー）
・一般社団法人相続・事業承継
コンサルティング協会 会員
・一般社団法人確定拠出年金推
進協会 インストラクター
・住宅ローンアドバイザー

489 羽生市

主に東部地域と ・相続、事業承継に関するセミナー講師及び個別のご相談対応
中央地域
・中小及び零細企業様向けの企業型確定拠出年金制度の導入アドバイス

490 川越市

車で行けるところ
（関東全域、秩 ・中医学の視点で薬膳料理教室
父地域以外の県 ・中国語と韓国語のネイティブスピーカー・語学講師（５年以上経験あり）・翻訳・通訳（１０年以上の経験あり）
内全域）

7.手工芸・料理,8.健康・
スポーツ・美容,9.語学・
日本文化・国際交流

492 熊谷市

バイオリン演奏
公共交通機関で
CDの伴奏に合わせ、１曲２～３分にまとめられた曲を弾きます。
行けるところ
希望の時間に合わせて、曲数を決められます。

11.文芸・音楽・パフォー
マンス

1.経営・財務・法律,13.女
性・子育て・若者

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

資格・免許等

参照URL

276人

登録分野

ライフワークとしての社員研修講師としてお役に立てればと考えています。
大手IT企業の総務人事部で能力開発担当部長に従事した後、フリーの講師として独立しました。

494 富士見市

特に問わない

【専門分野】
「階層別研修（新入社員～管理職）」、「部下指導・育成研修」、「リーダーシップ研修」
「コミュニケーション研修」及びその方法としての「話し方研修」、「人間関係」「ビジネス文書」
などを中心に、社員研修および講演の講師活動をしています。

・MTP（管理者研修インストラク
ター）
・「コミュニケーション研究学会」
インストラクター

10.教育・人材育成

【独立後の研修等実績】
行政機関、大手メーカー、カルチャーセンター、輸送用機器メーカー、小売業、サービス業、商工会、異業種交流会
など

十文字女子大学 教授
日英比較文化の講演など
495

496

東京都東
久留米市

特に問わない

東京都町
田市

①イベントコーディネーター
・出店者のマッチング
県内全域、都内 ・イベントアドバイザー
②ライティング
※しあわせすぎマルシェ、珈琲の日、おとぎの森カーニバル これらのイベントに携わりました。

【著作】「The Social Life of Kimono」(Bloomsbury・2017年)
「日本のことを英語で話そう」（中経出版・2012年）
「SHEILA KIMONO STYLE」（東海教育研究所・2018年）

497 杉戸町

県内全域

＜共助仕掛人登録番号 R0118 豊島 亮介＞
・イベント企画運営
・ＮＰＯ設立
・団体運営
・災害支援
・観光支援
・ワークショップ運営
【携わっている団体】
・特定非営利活動法人フードバンク埼玉 代表理事
・特定非営利活動法人すぎとSOHOクラブ 理事
・特定非営利活動法人NPO埼玉ネット 事務局長
・一般社団法人協働型災害訓練 代表理事

499 上尾市

さいたま市

・簡単な星読み（占い）
・初心者向けのキーボード指導

9.語学・日本文化・国際
交流

,4.広報・情報発信・IT,5.
地域活性化・地域活動
支援・イベント,11.文芸・
音楽・パフォーマンス

2.NPO・ボランティア支
援,5.地域活性化・地域活
動支援・イベント,14.防
災・地域安全・災害救
援,16.共助仕掛人

11.文芸・音楽・パフォー
マンス

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

500 川越市

活動可能エリア

県内全域

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

【支援内容】
パソコンが苦手な人のための、パソコン教室を開催しています。いまさら聞けないパソコンの基本操作、ＳＮＳの活
・情報処理技術者試験ＩＴパス
用法、ホームページ制作（ペライチ、Ｗｉｘ、Ｊｉｍｄｏ、ワードプレス）などに対応しております。
ポート
マンツーマンから少人数制まで、お気軽にご相談ください。
・社会教育主事任用資格
【実績・スキル】
ＷＥＢを活用して中小企業の売上をたった90日間で4.3倍アップさせた実績をもとに、費用を抑えながら成果を上げ
る方法についてお伝えさせていただきます。

こども食堂など、子供を支える活動に興味があります。
さいたま市、さい
502 さいたま市
・行政書士（各種議事録作成、助成金・融資申請、事業報告書など）
たま市近隣
・元新聞記者（プレスリリース、取材、執筆など）

504 和光市

県内全域

505 さいたま市 県内全域

資格・免許等

行政書士

参照URL

276人

登録分野

4.広報・情報発信・IT,10.
教育・人材育成

1.経営・財務・法律,4.広
報・情報発信・IT,13.女
性・子育て・若者

公認会計士
財務・会計の全般的支援、各種調査
経営管理、事業計画の策定、改善支援
不正調査、内部統制の構築・整備
事業承継、経営見直し等

公認会計士

1.経営・財務・法律

大手証券会社 元部長・支店長、中堅証券会社 元社長
Ｍ＆Ａハウス 元社長、大手格付会社 元本部長（役員待遇）
中学・高校の生徒および教員に対する金融・証券ファシリティーの向上にむけたセミナー開催等支援

行政書士、法務博士、ＡＦＰ（日
本ファイナンシャルプランナー協
会認定）

1.経営・財務・法律,10.教
育・人材育成

会社経営24年
建築リフォーム、戸建メンテナンス専門
特定非営利活動法人共同生活推進協議会理事
506 戸田市

県内全域
特に戸田市、さ
いたま市（浦
和）、蕨

【協力できる内容】
・着ぐるみイベントの開催、イベントでの着ぐるみ（犬の大工さんとめきち君）参加
・女性独立の為に事務所（浦和）を時間貸しします
・イベントにほぐしサロンスタッフを派遣します
・社会福祉イベントでの場所（戸田）を提供します（駐車場５台分）１７号沿い
・女性設計士建築相談会をイベントへ派遣します
・建築士がお家の相談を受け付けます

料理、ツイッター、シニアのＳＮＳ活用
507 東松山市

東松山市

【書籍】
「キクコさんのつぶやき 83歳の私がツイッターで伝えたいこと」
「何がいいかなんて終わってみないとわかりません。」

5.地域活性化・地域活動
支援・イベント,15.建築・
住宅・まちづくり・交通

4.広報・情報発信・IT,7.
手工芸・料理,12.高齢者・
障害者（児）・福祉

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

資格・免許等

参照URL

276人

登録分野

509 川口市

【支援可能な内容】
・写真撮影（イベント、記録作業、アルバム作り、生物・物品撮影などのカメラワーク）。
・DTP作業、広報、チラシ製作、ポスターなどの制作支援。
・ホームページ制作支援。HP掲載用の写真撮影も可。
特に固定しない 【今までに関わった作業】
・町会行事の広報紙製作（現在は休止中）
【現在関わっている作業】
・同窓会のHP作り、行事の撮影などの記録作業。
・認定NPO法人川口市民環境会議の活動記録、及び、当会の広報、イベントチラシ作り、プログラム作りなど。

4.広報・情報発信・IT

510 川口市

県内全域

ホームページ制作サポート

4.広報・情報発信・IT

県内全域

＜共助仕掛人登録番号 R0119 川名 千鶴子＞
特定非営利活動法人まちづくりサポートネット元気な入間 理事
【実績・経験など】
・小さなお仕事応援講座 企画講師
・IRUMA女子まちづくり研究会を仲間と結成
・国際交流イベント等を担当しています
・大きなホールで、コンサート等のイベントを実施するスキル全般がありますので、ご相談下さい
・司会も大丈夫です

5.地域活性化・地域活動
支援・イベント,9.語学・日
本文化・国際交流,11.文
芸・音楽・パフォーマン
ス,16.共助仕掛人

地域と社会的養護（事情があって親が養育できない子どもを社会が育てること・児童養護施設、自立援助ホーム、
里親等）出身者の退所後のつながりについての講話
埼玉県「未来へのスタート応援事業」受託団体にて、就労・住まい・自立支援の経験

13.女性・子育て・若者

512 入間市

県内全域
特にさいたま
514 さいたま市 市、春日部市、
草加市、越谷
市、川口市

515 川口市

川口市、蕨市、さ ・会社員としてのスキル（総務、人事、経理、財務）
いたま市
・福祉教育推進のボランティア（体験授業）

516 草加市

草加市、八潮
市、越谷市、春
日部市、三郷
市、吉川市、川
口市

517 さいたま市 県央地域

各種許認可申請手続
助成金・補助金申請手続
その他行政書士業務全般
（官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類作成）

シニア向け講座の開催ノウハウ教授
講師のコーディネート

1.経営・財務・法律,10.教
育・人材育成,12.高齢者・
障害者（児）・福祉

・行政書士(入国管理局申請取
次届出済)
・民泊適正管理主任者

1.経営・財務・法
律,2.NPO・ボランティア
支援

5.地域活性化・地域活動
支援・イベント,12.高齢
者・障害者（児）・福祉

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

【経験】
大学研究所（専門：ヘルスケア業界向けマーケティング）
消費生活アドバイザー（消費者志向経営、倫理的消費、ＳＤＧｓ）
企業（営業、マーケティング、人事）
県内全域及び東 医療機関（人事、新規事業）
518 さいたま市
京都
【支援内容】
組織の社会的責任と経済活動の両立に向けた経営支援マネジメント、マーケティング研修
企業の社会的責任を果たすための組織ミッション策定の支援
ドラッガーのマネジメント・スコアカード導入支援

資格・免許等

ＭＢＡ、消費生活アドバイザー、
ビジネス実務法務２級

参照URL

276人

登録分野

1.経営・財務・法律,3.起
業・マーケティング・商品
開発,8.健康・スポーツ・
美容

519 所沢市

県内全域

外国の人に向けての「やさしい日本語」での文書作成／書き換え／通訳
東京日本語ボランティア・ネットワーク「わかる日本語研究会」メンバー

9.語学・日本文化・国際
交流

520 和光市

和光市、さいた
ま市内

プレーワーク（子どもの冒険遊び場・プレーパークなどの子どもの遊びの環境を整えるコーディネーター）
あそび場づくり
工作指導、アートワークショップ

11.文芸・音楽・パフォー
マンス,13.女性・子育て・
若者

県内全域

＜共助仕掛人登録番号 R0105 森田 圭子＞
・子育て支援者養成、企画コンサルタント
・ホームスタート事業（家庭訪問型子育て支援）立ち上げコンサルタント
・NPOコーディネート
・会議ファシリテーター

県内全域

着物で街あるき 開催
行田足袋と館林織物のコラボ企画

5.地域活性化・地域活動
支援・イベント,9.語学・日
本文化・国際交流

県内全域

子育てサークル代表
カフェの運営
企業様とコラボレーションした商品開発

3.起業・マーケティング・
商品開発,13.女性・子育
て・若者

522 和光市

群馬県館
523
林市

524 行田市

525 熊谷市

熊谷市、行田市 男着物着付け、足袋フィッター（行田市）、和文化イベントアドバイス

526 越谷市

越谷市、さいた
ま市、川口市、
八潮市、草加
市、三郷市、春
日部市、幸手
市、杉戸町、宮
代町、加須市

園芸、農業関係のボランティアがあれば希望。
埼玉県花と緑の振興センターにて、街の緑サポーター養成研修・上級者を受講

2.NPO・ボランティア支
援,10.教育・人材育成,16.
共助仕掛人

9.語学・日本文化・国際
交流,5.地域活性化・地域
活動支援・イベント

グリーンアドバイザー
園芸療法士

6.環境保全・農業,8.健
康・スポーツ・美容

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

527 蕨市

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

<共助仕掛人登録番号 R0122 園川 泰子>
★おまつり、地域活性イベントの実行委員（企画・運営）、ホームページの作成、運営
★Nobody's Perfectプログラム（NPプログラム）の企画・運営
子育てママ向けの親育てプログラム。地域のママコミュニティ形成を目指す。
要相談（主な活 ★保育サポーター講座の企画・運営
動地域は南部）
地域で保育サポーターを育成するための講座・講師の企画・運営。
★子育て広場の企画・運営
ファシリテーター、もしくは助産師とファシリテーターと２人で子育て広場の企画・運営。
子育てママ達の情報交換、仲間作り、子育ての疑問、不安などに答える。
★女性創業講座の企画・運営

東武東上線沿
線、西武池袋
528 ふじみ野市
線、新宿線、JR
川越線周辺

１部上場の大手企業での人事部門経験、数十名のIT企業の立ち上げ期から1000名の成長期にわたる人事総務を
軸に管理部門の責任者をやってきました（現職中）。
働き方改革や評価制度など、時代や規模にあった運用ルールの作り方や、新卒・中途・障がい者採用、また研修
講師として若手・中堅の人材育成などのノウハウを持っており、埼玉県と企業・個人の方のために活かしたいです。

大宮区・浦和区
布小物の製作販売
を中心のさいた
529 さいたま市
*happiness*として各地マルシェで販売
ま市、川口市、
学童用品、その他小物製作のワークショップを子育てママ向けに開催
戸田市

530 富士見市

県内全域

・書籍編集の技術（広報誌も可）
・校正の仕方、原稿の読み方、企画の立て方、見出し、タイトルの付け方、文章の書き方、訂正の仕方

・行政書士として、各種申請書類作成の支援や暮らしの法務にかかる相談
・外国人を対象とした「英語」や「やさしい日本語」による各種相談
県内全域（応相 ・オーストラリア専門家（在豪歴１４年以上、元留学生、元永住者、前職は在オーストラリア日本国大使館勤務）とし 行政書士
532 さいたま市
きき酒師
談）
て、オーストラリアについての各種プレゼンテーション
・グローバル人として、国際交流や国際教育のお手伝い
・きき酒師として、埼玉県産日本酒プロモーションのお手伝い

534 さいたま市 さいたま市

音楽イベントプロデュース、シニア向け音楽講座（コミュニティセンター・公民館にて20年間実践済）
子ども達に社会参加してもらうための企画・講座（さいたま市/さいたまマッチングファンド制度にて実施済）

資格・免許等

276人

参照URL

登録分野

https://r.goope.jp/npoballoon
https://www.facebook.com/np
ofusen/
TwitterID
@NPOFusenWarabi
https://himarayafamily.wixsite.
com/warabirakuichi

3.起業・マーケティング・
商品開発,4.広報・情報発
信・IT,5.地域活性化・地
域活動支援・イベント,10.
教育・人材育成,13.女性・
子育て・若者,16.共助仕
掛人

1.経営・財務・法律,10.教
育・人材育成
,12.高齢者・障害者（児）・
福祉

3.起業・マーケティング・
商品開発,7.手工芸・料
理,13.女性・子育て・若者

4.広報・情報発信・IT,11.
文芸・音楽・パフォーマン
ス

1.経営・財務・法律,9.語
学・日本文化・国際交
流,10.教育・人材育成

10.教育・人材育成,11.文
芸・音楽・パフォーマン
ス,12.高齢者・障害者
（児）・福祉,13.女性・子育
て・若者

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

親子向けイベント活動をしたいです。
・子育て支援センターうらわ ママボランティア「havefun」主宰
さいたま市浦和 （土日のクリスマス会や運動会、季節の行事イベント担当）
536 さいたま市
区、戸田市
・幼稚園のＰＴＡ会長
・図書館読み聞かせボランティア
・さいたま市公式キャラクター「ヌゥ」サポーター

資格・免許等

参照URL

276人

登録分野

宅地建物取引士
２級建築士
２級建築施工管理技士
２級土木施工管理技士

5.地域活性化・地域活動
支援・イベント,13.女性・
子育て・若者15.建築・住
宅・まちづくり・交通

インターネットからのWEB集客支援を行うWEBマーケター（個人事業主）です。
特にBtoBをターゲットとした業界の支援を専門としています。
・WEB広告
・ホームページ作成
・ホームページの分析や改善
・SNS運営
・WEB戦略コンサルティング

WEB解析士(2017年)

4.広報・情報発信・IT

540 さいたま市 県内全域

【経験】
事務業19年（経理・総務事務：6年半、一般事務：13年半）
さいたま市の国際交流協会のボランティアスタッフとして、交流会参加や日本語教室に携わったことがあります。
【スキル】
Excel、Word、Eメール等

全国商業高等学校協会主催
・簿記実務検定１級
・工業簿記検定１級
・情報処理検定２級
・珠算実務検定２級
全国経理学校協会
・電卓実務検定２級

541 川越市

・防災に関する話ができます。
・東日本大震災により被災し、川越市に避難。避難者支援団体の代表を務めています。

538

東京都港
区

県内全域

県内全域

・社会教育主事の資格を活かして、講座を企画しチラシを作ります。
さいたま市中央
544 さいたま市
人と人とをつなげ、未来を考えながら、街づくり等のNPO活動を応援します。
区・浦和区
・同資格を通じて、生涯学習活動の重要性をお話しします。

545 さいたま市 さいたま市内

公民館職員としての現場での経験を活かして、企画の協力とともに、人や地域をつなげ、街づくり等の活動を応援
します。

1.経営・財務・法律,4.広
報・情報発信・IT,9.語学・
日本文化・国際交流

14.防災・地域安全・災害
救援

社会教育主事

2.NPO・ボランティア支
援,4.広報・情報発信・
IT,10.教育・人材育成,15.
建築・住宅・まちづくり・
交通

2.NPO・ボランティア支
援,4.広報・情報発信・
IT,15.建築・住宅・まちづ
くり・交通

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

資格・免許等

参照URL

276人

登録分野

547 三郷市

県内全域

＜共助仕掛人登録番号 R0104 笠井 直歩＞
【支援内容】
・三郷市を中心とした福祉に係るネットワークを生かし、NPO法人等の地域活動団体に対
するアドバイス・マッチングが可能です。
・福祉などのイベント開催に関する事例紹介や、アドバイスが可能です。
【経験など】
・NPO法人care nation 代表理事
・福祉を中心に、三郷市でネットワークを築いてきました。
（社会貢献に関心のある地元企業、団体、個人、行政等とのつながり）
・福祉関係者の交流イベント、パラスポーツイベント、ユニバーサルファッションショー
など、福祉に係る様々なイベントを開催。
・企業や団体の食材と物品を、三郷市内の子ども食堂にマッチング。
・三郷市がバリアフリー、ダイバーシティな街になるために小学校などでダイバーシティ教育の授業を開始予定。

548 千葉県

県内全域

気持ちを伝える和小物のワークショップを行っております。
作成にあたり、書道体験も含まれております。

9.語学・日本文化・国際
交流

549 所沢市

所沢市、入間
市、狭山市

会計・財務・予算管理・総務等管理業務全般の職務経験があります。
特に、経営管理部門での職歴が長く、多くの会社の監査役等もやってきました。

1.経営・財務・法律

介護支援専門員

5.地域活性化・地域活動
支援・イベント,12.高齢
者・障害者（児）・福祉,16.
共助仕掛人

個人事業主として機械設計と品質関連の技術コンサルをしています。
38年間の業務経験による助言・指導をいたします。
550 上尾市

県内全域

551 桶川市

県内全域

552 さいたま市 県内全域

・機械設計&標準化：助言・指導
・2D-CAD【me10】カストマイズ（含：機構自動検討）：助言・指導
・品質不良対策&標準化：助言・指導
・該非判定：アドバイス

3.起業・マーケティング・
商品開発

企業・団体の刊行物（パンフレット、チラシ等）
まんが、イラスト作成

4.広報・情報発信・IT,11.
文芸・音楽・パフォーマン
ス

サポステにおいて、若年者就労支援に従事し、若者の人生を決める貴重な時間に立ち会わせていただきました。
現在は、障害者就労移行支援事業所において就労支援員を務めています。
就労に備え、実務で求められるPCスキルの訓練やコミュニケーション、ビジネスマナーなどを講座形式と個別支援
形式で行っています。
傾聴スキルを活かし、障害を無くすることはできないですが、生きていく辛さが少しでも軽くなったら、と願いながら、
人と人として誠実に対面することを心掛けています。

キャリアコンサルタント（国家資
格）
産業カウンセラー
Microsoft Specialist word＆
Excel
中国語検定2級
ホームヘルパー2級

1.経営・財務・法律,4.広
報・情報発信・IT,9.語学・
日本文化・国際交流,10.
教育・人材育成,12.高齢
者・障害者（児）・福祉,13.
女性・子育て・若者

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

活動可能エリア

どちらでも御相
553 さいたま市
談応じます

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

ベビーマッサージ講師歴6年です。
・ベビーマッサージ
・ベビーから10歳頃のお子様向けのスキンケア
・赤ちゃんサイン
・新生児期の赤ちゃんのためのおくるみタッチケア等のレッスン
・ベビーフォトやキッズフォトの撮影
上記インストラクターの他、資格取得講座も開講しています。
子育て中でも仕事がしたい！学びがい！と思っていらっしゃるママたちが多く受講されています。
さいたま市内や都内の保育施設様から御依頼いただき、子育て支援施設にて、ベビーマッサージや赤ちゃんサイ
ンの体験レッスンのお届けもしています。

・ブロック作品制作はもちろん、おもちゃと子供に長年関わってきた経験を活かしたワークショップやイベントの実
施。
・ブロックアート教室（子供、大人どちらも可）、低年齢児童向けプログラミング教室、おもちゃと子供の関わり方講
座など。
・商品開発、デザイン、イベント開催についてのノウハウ。
・現在も玩具メーカーとの外部アドバイザー契約を結んでいます。
554 さいたま市 全国

555 さいたま市

さいたま市近
郊、飯能市

【経歴】
玩具製造会社にて商品企画、開発、宣伝、広報、販促を歴任。
主にブロック玩具（ダイヤブロック、ナノブロック）を担当。
外資系エンターテイメント会社に転職後、玩具テーマパーク（レゴランドディスカバリーセンター東京）の立ち上げ、
運営に携わる。
同社退職後、さいたま市浦和区にておもちゃカフェ「ブロックはかせ.LABO」を開業。カフェの運営の合間、カフェ内
でブロックアート教室やプログラミング教室を開催。
カフェ外でもブロックなどのおもちゃを使ったワークショップやイベントを実施。（埼玉県立近代美術館、埼玉大学、
入間市生涯学習フェスティバル、北本市育児支援センター、さいたま市内のマルシェ等のイベントなど）

イラスト（色鉛筆、水彩、ペン画、デジタル）、グラフィックデザイン（チラシやロゴマーク、地図の制作など）
Webバナー制作、Webサイト制作、管理・運営もやります。

＜共助仕掛人登録番号R0106 斎藤徹＞
埼玉県内5か所で市民活動センター・コミュニティセンターの指定管理運営を行っており、これまで多数の市民団
体・NPO法人支援、マッチングを行った実績があります。
また、実行委員会を組成し、市民主体で企画運営する事業・イベントのコーディネートを多数行っています。

556 鴻巣市

鴻巣市、桶川
市、白岡市ほか
・市民活動団体の資金調達・人材管理・情報発信支援
県内市町村
・市民主体のイベント・事業のコーディネート
・NPO法人における業務改善・金銭管理改善
・行政における新たな情報発信ツールの開発支援
・創業支援・事業承継サポート

資格・免許等
RTA認定おくるみタッチケア講師
認定
RTA認定ベビーマッサージベー
シック講師資格
RTA認定ベビーマッサージアド
バンス講師資格（ベビースキン
ケア）
RTA認定ファーストサイン講師資
格
MPA認定ベビグラファー
MPA認定キッズグラファー
MPA認定ポートレートベーシック
講師資格（フォトアドバイザー）

参照URL

276人

登録分野

4.広報・情報発信・IT,8.
健康・スポーツ・美容,10.
教育・人材育成,13.女性・
子育て・若者

3.起業・マーケティング・
商品開発,5.地域活性化・
地域活動支援・イベン
ト,10.教育・人材育成
11.文芸・音楽・パフォー
マンス,13.女性・子育て・
若者

4.広報・情報発信・IT,11.
文芸・音楽・パフォーマン
ス

1.経営・財務・法
律,2.NPO・ボランティア
支援,3.起業・マーケティ
ング・商品開発,4.広報・
情報発信・IT,5.地域活性
化・地域活動支援・イベ
ント,16.共助仕掛人

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

559 秩父市

560 秩父市

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

参照URL

登録分野

特に問わない

・花織り人
自然の花をありのままで生けることを目指す華道家です。
秩父銘仙は「糸に咲いた花」と捉え、“花織り人”として活動してきました。
・秩父銘仙語り部
秩父銘仙の歴史や文化に関する講演が可能です。
また、収集した秩父銘仙を、資料として貸出することもできます。
・NPO法人ちちぶまちづくり工房理事

7.手工芸・料理,9.語学・
日本文化・国際交流

県内全域

・秩父銘仙をはじめとする絹織物の製造、技術指導、
・着物の貸出・着付
・着物イベントへの出展・企画
・秩父市内小学校の卒業式のアレンジ（秩父銘仙を着ての卒業式）
・秩父市地域おこし協力隊員（2019年9月まで）

7.手工芸・料理,9.語学・
日本文化・国際交流

NPO法人や市民活動団体など、非営利で活動する団体や個人の方に対して、特別価格での協力が可能です。
【支援内容】
・20年以上に渡る飛込み営業経験を活かし、一緒になって見込み客策定や同行営業を実施します。
・飛込み営業の手法をお教えします。
・法律の観点からも営業手法についてのアドバイスが可能です。
561 川口市

資格・免許等

276人

県内全域

製品・サービス等をはじめて営業される方、営業力に自信のない方、
または営業のやり方が分からない方がいらっしゃいましたら御相談ください。

行政書士
MCP(マイクロソフト認定プロ
フェッショナル)

1.経営・財務・法
律,2.NPO・ボランティア
支援,3.起業・マーケティ
ング・商品開発,4.広報・
情報発信・IT,10.教育・人
材育成

【経験など】
・法人営業、個人への営業の経験があります。（20年以上）
・行政書士事務所の代表を務めています。

562 所沢市

所沢市

【経歴等】
・所沢市にて、常設の学習支援の場を運営しています。
・高齢者のための居場所づくりにも取り組んでいます。
・民生委員、児童委員を務めています。
【支援内容】
学習支援、高齢者の居場所づくり等に関する経験やノウハウに関するアドバイスが可能です。

10.教育・人材育成,12.高
齢者・障害者（児）・福
祉,13.女性・子育て・若者

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

資格・免許等

参照URL

276人

登録分野

＜共助仕掛人登録番号 R0109 平山 友子＞
【支援内容】
・町並み保存、歴史的建造物の利活用、まちづくり、木造建築技術などに関する調査・執筆
・街の歴史や文化、建物を生かしたまちづくりについての事例紹介、ネットワークを通じたマッチング

大里郡寄
563
居町

埼玉県北西部

【経験・実績など】
・建築ライター
・長屋を活用したコミュニティスペース兼カフェ「たまりんど」を運営
・NPO法人小川町創り文化プロジェクト理事

5.地域活性化・地域活動
https://www.facebook.com/まちぶん特
支援・イベント,15.建築・
定非営利活動法人-小川町創り文化プ
住宅・まちづくり・交
ロジェクト-1633273583666208/#
通,16.共助仕掛人

【これまで携わったイベント】
1．「全国町並み保存連盟第９回 関東町並みゼミ in 小川町」（2018年10月13日）
2．和紙のふるさと商都小川町「埼玉県歴史のみち景観モデル地区」選定記念 まち歩き＆講演会（2018年2月24
日）
3．ワークショップ「小川町のお宝さがし探偵団」（2017年9月24日～10月29日）
4．「商都・小川町の魅力再発見」ー町並みを楽しみ尽くす２日間ー（2016年10月15日、16日）

564 川口市

565 久喜市

県内全域

県内全域

＜共助仕掛人登録番号 R0110 齊藤 哲也＞
【支援内容】
・日本PRプランナー協会認定のPRプランナーの資格を生かし、組織や取組のPRブランディングを支援できます。
・日本総合研究所在籍時代、NPO支援の業務を担当していました。特にまちづくり分野が得意です。
【実績・経験など】
・埼玉県よろず支援拠点コーディネーター（中小企業庁）
埼玉県よろず支援拠点では、中小企業や小規模事業者、NPO等を対象に、無料で何度も、経営に関するよろず
相談をお受けしております。
・ミラサポ登録専門家（中小企業庁）

・PRプランナー（日本PR協会）
・プロジェクトマネージメントコー
https://saitama-yorozu.jp/
ディネーター（日本プロジェクトマ
ネジメント協会）

＜共助仕掛人登録番号 R0113 根崎 由美＞
【支援内容】
・下記内容に関する相談や講座
NPO法人の運営/イベント企画の立て方/芸術体験、食育講座（料理指導）/障がいを持つ子の親を対象とする講
座
・埼玉県家庭教育アドバイザー
・講座のファシリテーション
・食育アドバイザー資格（日本能
力開発推進協会）
https://urinkoclub.wixsite.com
【経歴・これまでの実績など】
・発達障害コミュニケーション初
/urinko/blank-1
NPO法人うりんこくらぶの代表理事として、子育て環境の向上と母親の育児負担軽減のために活動しています。
級指導者（日本医療福祉教育コ
・行政や民間の助成金申請のための企画・事業計画書の作成を担当しています。
ミュニケーション協会）
・他団体・企業と連携しての商品開発や、イベントの開催経験があります。
・中学校教諭２種免許
（株式会社菊水堂、株式会社ウム・ヴェルト、無垢スタイル建築設計株式会社、ウェルシア薬局株式会社）
食育講座講師としての活動
・主に教育委員会からの依頼を受け、教員研修における講義を担当しています。
・埼葛地区PTA連絡協議会役員研修会での講義を担当しました。(2018年から2年連続)

2.NPO・ボランティア支
援,3.起業・マーケティン
グ・商品開発,4.広報・情
報発信・IT,16.共助仕掛
人

2.NPO・ボランティア支
援,5.地域活性化・地域活
動支援・イベント,7.手工
芸・料理10.教育・人材育
成,11.文芸・音楽・パ
フォーマンス,12.高齢者・
障害者（児）・福祉,13.女
性・子育て・若者16.共助
仕掛人

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

活動可能エリア

566 さいたま市 県内全域

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

資格・免許等

＜共助仕掛人登録番号 R01114 江藤 善章＞
【支援内容】
下記のような活動に取り組んできました。活動のアドバイスや、事例紹介などが可能です。
・国際交流：日韓友好、外国人教育
・災害被災者支援：被災後の自死・孤独死を防ぐ活動
・埼玉県内で夜間中学を作る活動

参照URL

https://blog.goo.ne.jp/miyakita
kai/c/ce9e0ceaf4c15db47aa9d
c616e70698a

【経歴・これまでの実績など】
下記団体で活動してきました。
・川越唐人揃いパレード実行委員会（代表）
・宮北会（震災支援団体）
・埼玉に夜間中学を作る会

276人

登録分野

5.地域活性化・地域活動
支援・イベント,9.語学・日
本文化・国際交流,10.教
育・人材育成,13.女性・子
育て・若者,14.防災・地域
安全・災害救援,16.共助
仕掛人

都内、埼玉県内を中心にフリーでフォトグラファーをしています。
営業写真（成人式、結婚式前撮り、七五三、マタニティなど）を中心に活動しており、年間600人以上撮影しておりま
す。
人が好きで、その人自身を写す写真（営業写真、プロフィール写真、宣材写真）を得意としています。
笑顔で元気！親しみやすい女性カメラマンであることが強みです。
567 白岡市

4.広報・情報発信・IT,13.
女性・子育て・若者

【実績】
県内全域、都内
キッズ・ご家族の記念撮影/モデル宣材撮影/企業代表者様プロフィール撮影/インタビューカット撮影
撮影会イベント撮影/イベントスナップ撮影/チラシ広告撮影/サロン外観内観施術撮影/フード撮影
【賞歴】
・ジャパンウエディングフォトコンテスト入賞
・業界紙スタジオNow表紙掲載
・プロカメラマンFile2017,2018,2019掲載

568 ふじみ野市 県内全域

・ふじみ野市市民大学講師（子育て支援）
・ウェスタ川越にてふれあい音楽会主催（三世代）
・高齢者施設にて音活レク実施（ピアノ演奏他）

・わらべうたベビーマッサージイ
ンストラクター
・音楽レクリエーション指導士
・キットパスアートインストラク
ター（手形・ガラスに描くアート）

7.手工芸・料理,10.教育・
人材育成,11.文芸・音楽・
パフォーマンス,12.高齢
者・障害者（児）・福祉,13.
女性・子育て・若者

569 行田市

・企業に対するIT化の支援
・子供に勉強を教える（理学部数学科出身）

・情報処理技術者 特種
・情報処理技術者 オンライン種

4.広報・情報発信・IT,10.
教育・人材育成,13.女性・
子育て・若者

主に県北

570 さいたま市 県内全域

＜共助仕掛人登録番号 R0116 宮﨑 進一＞
【支援内容】
・NPO法人、市民団体の広報活動支援
・自治体、民間企業、社会福祉法人等、まちづくりに関わる各社会資源との協働ネットワーク構築支援（コーディ
ネート）
【経験】
・一般社団法人 全国地域生活支援機構 顧問
・求人広告会社、ITソフトウェア会社等の民間企業にて事業開発、広報、宣伝等の一連のマーケティング業務に従
事
・国立大学法人にて地域活性化、地域共生の一施策とされる社会制度～成年後見制度～の普及促進のための研
究・啓発活動に取り組む

https://jlsa-net.jp/

2.NPO・ボランティア支
援,4.広報・情報発信・
IT,5.地域活性化・地域活
動支援・イベント,12.高齢
者・障害者（児）・福祉,16.
共助仕掛人

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

参照URL

県内全域

572 加須市

美容師を15年間やってきました。
高崎線沿線、東
カット・カラー・パーマ・ヘアセット・メイク・ネイルが出来ます。
武伊勢崎線沿線
現在は美容師として活動してはいませんが、15年間で培った技術で人に喜んでいただけたら嬉しいです。
都内も可能です
これまで社会に育てていただいたので、少しでも社会貢献したいと考え、志望いたしました。

美容師免許、第１種普通自動車
免許、ヘアケアマイスターミドル

8.健康・スポーツ・美容

＜共助仕掛人登録番号 R0120 斎藤 麻矢＞
・ドナルド・マクドナルド・ハウス さいたま ハウスマネージャー
・埼玉県立小児医療センターに入院しているお子様とご家族の滞在施設の運営
・ボランティアの募金、活動の場、募金・寄付金集め などのコーディネート

1.経営・財務・法
律,,2.NPO・ボランティア,
支援,13.女性・子育て・若
者,16.共助仕掛人

＜共助仕掛人登録番号 R0123 小林 範子＞
地域住民、地元の郷土史家やアーティスト、地元企業をつなぎ、講座や音楽イベント等を多数プロデュース・開催。
「文化×音楽×教育×観光」というクロスカルチュアルな活動を行っています。これから地域デビューしたい人向け
に
「好き」と「得意」を見つけ生かしたプロジェクトづくりワークショップも行っています。
574 川越市

県内全域

【経歴・実績など】
・特定非営利活動法人アートバーブズフォーラム副理事長として、川越の歴史文化やまちづくりを魅力を熱く語る人 ・準認定ファンドレイザー
材を育てる「川越文化コンシェルジュ講座」を企画運営し、連続３０回ウエスタ川越で開催。（川越市提案事業）活動
の集大成として、川越という地域をアピールする各専門家（十数名）を結集した『うつくしの街川越～小江戸成長物
語』（一色出版）を全国出版。
・音楽アーティストとして、地域（川越）の伝説や歴史文化をテーマに英語の音楽劇のワークショップの開催
・こえど市民活動ネットワークプロジェクトとして、まちづくりや市民活動を支援する様々な講座やワークショップの開
催や情報誌の発行（川越市地域づくり推進課協働事業）など多数行なっています。

<共助仕掛人登録番号R0124 吉田 二郎>
【支援内容】
行政職時代の市民との協働事業の経験を生かした、街づくりの支援
【経歴・実績など】
ＮＰＯ法人地域環境緑創造交流協会事務局長
575 深谷市

県内全域

元深谷市産業振興部長
深谷市職員として、様々な取組に携わってきました。
・「グリーンパークパティオ」の建設、ユニバーサルデザイン基本構想策などの事業実施、「ガーデンシティふか
や」
事業に着手し「ふかや緑の王国」を建国するなど、市民とともにまちづくりをする活動を展開。
・街中交流スペース「深谷ベース」建設、事業者を巻き込んだ「深谷えん旅」の企画、ＰＲトラック「ふっカーゴ」導
入など、産業振興施策を積極的に展開。
ガーデニングによる街づくりや地域おこしをテーマにした講演会での講演活動

登録分野
5.地域活性化・地域活動
支援・イベント,12.高齢
者・障害者（児）・福祉,15.
建築・住宅・まちづくり・
交通,16.共助仕掛人

<共助仕掛人登録番号 R0127 関根 健一>
・障害者に特化した建築デザイン
・コウミンカンカフェ主宰

571 富士見市

573 さいたま市 県内全域

資格・免許等

276人

kobayashi-noriko.com

2.NPO・ボランティア支
援,4.広報・情報発信・
IT,5.地域活性化・地域活
動支援・イベント,9.語学・
日本文化・国際交流,11.
文芸・音楽・パフォーマン
ス,15.建築・住宅・まちづ
くり・交通,16.共助仕掛人

現在の所属 ＮＰＯ 法人地域
環境緑創造交流協会：
https://fukayauruoinomachi.wi
xsite.com/uruoinomachi
雑誌掲載
・一般社団法人地域社会ライフ
プラン協会：
http://www.lifeplan.or.jp/alps/
alps_pdf/alps89/alps89_1619.pdf
テレビ取材
・ 埼玉県中小企業家同友会：
http://www.saitama.doyu.jp/ne
ws/161116-102620.html

2.NPO・ボランティア支
援,3.起業・マーケティン
グ・商品開発,4.広報・情
報発信・IT,5.地域活性
化・地域活動支援・イベ
ント,15.建築・住宅・まち
づくり・交通,16.共助仕掛
人

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

資格・免許等

＜共助仕掛人登録番号R0125 岡野 高志＞
・特定非営利活動法人北本市観光協会 観光情報発信館 館長
576 北本市

県内全域

・北本市観光協会
http://www.machikan.com/
・暮らしの編集室
http://kitamotokurashi.com/

北本市観光協会では、地域資源を活用した観光やシティプロモーション事業を行っています。
まちの魅力を発見するワークショップの開催や、ボランティアや市民団体とのファシリテーション、関係人口を生み
出すイベントの開催や、持続的な地域づくりを行うチーム作りなどを目指して活動を行っています。

＜共助仕掛人登録番号R0126 浅野正敏＞
NPO法人天覧山・多峯主山の自然を守る会 代表理事
・自然保護活動
・まちづくり活動（市民活動の実践）

577 飯能市

県内全域

578 久喜市

＜支援内容＞
・地域の文化形成や、子供達の成長を支援するような法人への支援を希望します。
・会社での経理、事業管理経験を活かし、会計業務の効率化や、決算報告書類の自社作成、予算実績管理や分
析による経営支援、新規事業の事業計画策定等でお力になれると考えております。
<経験>
久喜市及び近隣
上場会社で主に下記の業務を経験。
市町村
・経理業務全般（連結決算、有価証券報告書、税務申告書作成等）
・社内事業計画作成および予実管理
・フランチャイズの契約内容検討、立上げ支援、経営指導等
・火災保険代理店業務
・一般社団法人の運営、管理

参照URL

276人

登録分野

4.広報・情報発信・IT,5.
地域活性化・地域活動
支援・イベント,15.建築・
住宅・まちづくり・交
通,16.共助仕掛人

1級建築士

5.地域活性化・地域活動
支援・イベント,6.環境保
全・農業,15.建築・住宅・
まちづくり・交通,16.共助
仕掛人

・日商簿記2級
・2級ファイナンシャル・プランニ
ング技能士
・損害保険募集人
・宅地建物取引士

1.経営・財務・法
律,2.NPO・ボランティア
支援,15.建築・住宅・まち
づくり・交通

579 さいたま市 県内全域

【支援内容：業務改善】限られたリソースを効果的に活用できるよう、業務改善のお手伝いをさせていただきます。
煩雑な事務処理等の作業を見直し、マニュアル化するなどして、よりコアな活動にフォーカスできる仕組みづくりを
支援いたします。
【職歴】これまで3つの企業の経理部門で20年超の経験があります。主な職務として、
・財務諸表作成、予実管理
・内部統制の推進と監査
米国公認会計士
・新組織の立ち上げや新システム導入などのプロジェクト管理
これらを通して、経理だけでなく、製造、販売、物流、購買、人事等、会社各部門の幅広い業務をみてまいりました。
【ボランティア活動歴】これまでNPOに対して以下のような支援をしております。
・業務改善（業務の見える化と効率化、マニュアルの作成など）
・会計報告書作成
・監査と経営アドバイス
・イベント運営サポート

1.経営・財務・法
律,2.NPO・ボランティア
支援

580 秩父市

マナー・アンガーマネジメント研修講師（秩父市役所、同商工会議所、横瀬町他） 年間130時間
コミュニケーションスタイリング
・スタッフ育成
・マナー研修
・社内風土改革
イメージアップスタイリング
・外見アップ
・内面アップ

8.健康・スポーツ・美容,9.
語学・日本文化・国際交
流,10.教育・人材育成,15.
建築・住宅・まちづくり・
交通

県内全域

宅地建物取引士
着物着付講師
日本アンガーマネジメント協会
ファシリテーター
日本マナーＯＪＴインストラクター
協会シニアマナーＯＪＴインストラ
クター
日本人間性心理学会会員

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

資格・免許等

＜共助仕掛人登録番号 R0128 田中 明子＞
・手作りマルシェ企画運営・コーディネート
（レンタルスペース、車のショールームで実績）
581 さいたま市 主にさいたま市
・ファシリテーター
・講師として登壇（埼玉県北部地域振興センター・地域デビュー応援セミナー、埼玉県共助社会づくりの担い手
フォーラム）

582 さいたま市 県内全域

586 入間市

・企業協働：「職育」事業
埼玉県西部地区 ・防災士としての防災啓もう活動
・難病児の保護者としての家族支援

<共助仕掛人登録番号 R0100 藤井 美登利>
【経歴など】
・埼玉県共助仕掛人として6年間勤務し、市民活動のコーディネートを行う
・特定非営利活動法人川越きもの散歩 代表理事
・東京国際大学 非常勤講師（観光ガイド実習）
【支援内容】
・市民活動団体運営のアドバイス
・企業・行政とのコラボレーションなど

587 川越市

県内全域

京都府京
588
都市

子育てサークルの運営相談に乗ります。
私がサークルを立ち上げた時、周りに相談できる人がほとんどおらず、車社会を電動自転車で1歳児を乗せ走り回
ビデオ会議ツー り、情報を集めました。
ルによるオンライ 資格はありませんが、一から立ち上げた経験から、あなたにお話しできることがあるかと思います。
ンでの対応
（zoomを使用）、 【経歴など】
京都府、大阪府 ・埼玉県熊谷市で活動する関西出身者限定のサークル「子育てサークル バンビ」元代表。
代表が変わっても活動を継続する面白いサークルがある、とのことで埼玉県の視察が入った経験あり。
・その他にも5つほど非営利団体の立ち上げに関わり、ママフェスタ運営にも関わる。

登録分野

2.NPO・ボランティア支
援,5.地域活性化・地域活
動支援・イベント,10.教
育・人材育成,16.共助仕
掛人

2.NPO・ボランティア支
援,,3.起業・マーケティン
グ・商品開発,5.地域活性
化・地域活動支援・イベ
ント,12.高齢者・障害者
（児）・福祉,16.共助仕掛
人

＜共助仕掛人登録番号 R0129 若尾 明子＞
・障がいのある人ない人のまぜこぜ交流企画
・福祉作業所の商品開発・販路開拓支援
・企業の社会貢献プログラム開発

さいたま市、川
NPO法人会計基準づくりに参画した経験から、NPO法人の会計税務を支援したいと考えています。
583 さいたま市 越市を中心とす
現在、さいたま市と契約し、月１回のNPO無料相談を担当しています。
る県内全域

参照URL

276人

公認会計士、税理士

1.経営・財務・法
律,2.NPO・ボランティア
支援

・航海士4級（航海・機関）
・防災士

8.健康・スポーツ・美
容,12.高齢者・障害者
（児）・福祉,13.女性・子育
て・若者,14.防災・地域安
全・災害救援

准認定ファンドレイザー

2.NPO・ボランティア支援
5.地域活性化・地域活動
支援・イベント9.語学・日
本文化・国際交流,16.共
助仕掛人

2.NPO・ボランティア支
援,5.地域活性化・地域活
動支援・イベント,13.女
性・子育て・若者

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

資格・免許等

参照URL

276人

登録分野

590 飯能市

所沢市、入間
市、狭山市、川
越市、飯能市、
日高市等

日本刺繍（江戸刺繍）というと着物、帯、高価とお思いの方が多いと思いますが、日々の生活に生かせて楽しめる
小物に、伝統の技、絹糸、金糸、銀糸を使った刺繍をし、生活を豊かに楽しめたらと思います。

東京都指定伝統工芸「江戸刺
繍」優秀技能者顕彰保持者、日
本手工芸美術展覧会審査員、カ
ルチャーセンター講師、東京刺
繍共同組合（江戸刺繍）公認教
室主宰

591 春日部市

県内全域

年金等に関するセミナーを行います。

・特定社会保険労務士
・ファイナンシャルプランナー

1.経営・財務・法律,12.高
齢者・障害者（児）・福祉

592 鶴ヶ島市

川越市、鶴ヶ島
自宅にて通信書道を指導。小・中学生には書の基礎、成人には趣味の書。楷、行、草ご希望の指導。現在、生徒
市、坂戸市、通
多数有り。
信の場合は全域

･書道歴10年
･書道準7段
･ホームヘルパー2級

9.語学・日本文化・国際
交流,10.教育・人材育成

593 さいたま市 県内全域

エンタメ、コンテンツ、ビジネスの経験を生かしてキャラクターの活用、著作権活用など幅広くご支援可能

7.手工芸・料理

4.広報･情報発信･IT

共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
共助の取組マッチング 専門家ボランティアリスト（個人）
番号

住所

594 三郷市

595 加須市

活動可能エリア

令和2年10月6日時点 個人登録者
具体的な支援内容

県内全域

フラダンス、ハワイアンジュエリー、グラスサンドアート、アクセサリー･リボン･扇子などハンドメイド講師、イベント
ワークショップ開催

県内全域

【支援内容】
●ホームページ制作
～これまで団体のホームページを持ったことがない方向け～
JIMDO 無料プランをつかったウェブサイト開設支援パック
（有償）
コーディング不要のAI デザインで制作します。レスポンシブレイアウトで、スマートフォンなどのモバイル端末でも見
やすく表示されます。 引き渡し後の継続更新もとっても簡単！
●「共感」「好感」を生み出す、Facebookページ開設
ウェブサイト開設支援パック利用団体限定（無償）
●テキスト・コピーライティング、ロゴ制作、写真撮影
【実績・経歴】
・埼玉県共助社会づくり課×行田市役所地域づくり支援課
（行田市市民活動サポートセンター）共催企画高崎線沿線のまちづくりを考えるin行田『じぶんのまちで楽しく暮らす
ヒント～深谷・熊谷・行田・鴻巣・北本～』において、ポスター・チラシを制作
・2000年～
ヘッドハンティングにより、eコマースビジネスコンサル
ティング会社に転職（企業内起業を経て様々な経験を積む）
・2005年～
現在、フリーランスのウェブデザイナーとして主に通販
サイトの運営サポートに従事
NPO・市民活動団体さんを応援する、ママWebデザイナーです。

資格・免許等

Hawaiian spiritual jewelry グラス
サンドアート

参照URL

276人

登録分野

5.地域活性化･地域活動
支援･イベント、７．手工
芸･料理、8.健康･スポー
ツ･美容、11.文芸･音楽･
パフォーマンス

2.NPO･ボランティア支
援、4.広報･情報発信･IT

