
No. 活動分野分類 活動分野・概要 活動対象 活動可能日・時間 氏名 住所
性
別

卒業
回数

備考
登録
  No.

1 スポーツ･野外活動 運動（健康運動）全般について指導 幼児～高齢者 不定期 吉澤　永一 東京都世田谷区 男 高５１
健康運動指導士、パーソナル
トレーナー、体育の家庭教師

8

2 スポーツ･野外活動 健康運動教室 一般・高齢者 要相談 木下芳郎 飯田市 男 高１６

公民館・各種施設において健
康教室、高齢者予備軍予防ス
トレッジ・体操指導・講義、柔
道師会会長

60

3 スポーツ･野外活動 空手道の指導 小・中・高 不定期 林　　千秋 飯田市 男 高２０ 20

4 スポーツ･野外活動
空手道の指導
児童の課外活動指導

小・中学生
（空手）毎日曜日9:00～12:00
（子供教室）第１・３火曜日、
第２土曜日

斎藤　　純 飯田市 男 高１６

日本空手協会４段、全空連３
段、協会・全空連・体育協会公
認指導員
子供教室指導委員長

14

5 スポーツ･野外活動 少年柔道指導 小学生
（飯田市への地域貢献は遠
距離で困難）

柴田　大八 上田市 男 高２１ 42

平 （月 火） 放課後子ども教室 デ

2011年7月20日

ふるさとを元気にし隊　隊員一覧分野別リスト

1

6 スポーツ･野外活動 児童の課外活動指導 小学生
平日（月・火）
午後３時～５時３０分

久保田寛人 飯田市 男 高１３
放課後子ども教室コーディ
ネーター（飯田市教育委員会）

7

7 スポーツ･野外活動 キャンプ（野外活動）指導 小・中・高 信州を訪ねた時（主に夏季） 上條謙二郎 宮城県名取市 男 高１２
東北大学名誉教授
東京大学非常勤講師

47

8 スポーツ･野外活動 弓道の指導 小・中・高、一般 平日（時間は夜間、昼間可） 松澤　英男 阿南町 男 高７
弓道教士６段
長野県弓道連盟理事、飯伊弓
道会理事

26

9 スポーツ･野外活動 水泳、マレットレットゴルフ指導 小・中・高生 制限なし 小島　和麿 飯田市 男 高１６ 22

10 スポーツ･野外活動 卓球の指導 小・中学生 制限なし 土屋　州平 飯田市 男 高１６

飯田市スポーツ少年団本部
長、長野県スポーツ少年団競
技活動部会副部会長、長野県
卓球連盟常任理事

15

11 スポーツ･野外活動 野球の指導 小・中・高生 制限なし 田中　正俊 飯田市 男 高１６ 21

12 スポーツ･野外活動 野球の指導 小・中･高生 不定期 今村　忠彦 東京都 男 高１１
高校野球から社会人野球の
選手、コーチ、監督

37
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13 スポーツ･野外活動 高校野球等審判指導 小・中・高生 制限なし 松村　勝弘 飯田市 男 高１７ 11

14 スポーツ･野外活動 ラグビー指導、運動能力発達指導
幼・保・小学生（運
動能力）
中学生(ラグビー）

土･日、金曜日19:00以降 小澤　健 飯田市 男 高２８ 39

15 スポーツ･野外活動 ラグビー指導 小、中、高生徒 要相談 湯澤　一道 飯田市 男 高３３
飯田高等学校ラグビー班監
督、南信州クラブ指導

61

16 文学・語学・読書
「子どもの育ちと読書について｣講演
講習「読みがたり」

(講演）成人（PTA,
一般、高齢者）
(講習）高校、大
学、一般

指定日なし（2ヶ月前の連絡
要）

本田　好 長野市 男 高９

■講演、講習会共に、妻（本
田みず江）の絵本の読みがた
りを交えて二人で行う。
■著書「読みがたり--基本と

41

17 文学・語学・読書 「日本語の研究」に関する講義 中・高生、一般 不定期 林　　史典 千葉県四街道市 男 高１２ 聖徳大学教授（人文学部長） 32

18 文学・語学・読書 「源氏物語」に関する講義 高生、一般 平日夜、土、日 長沼　万里 飯田市 女 高２６

飯田女子高等学校非常勤講
師。「市民大学講座」「阿智村
はは木館」で源氏物語講座を
実施。

58

19 文学・語学・読書 阿智村園原に係る古典文学の講義 限定なし 制限なし（相談により） 塚田　紀昭 阿智村 男 高１２
阿智村教育委員長
元飯田高等学校長

50

2

元飯田高等学校長

20 文化・芸術･芸能 オカリナの演奏と指導 高齢者 土・日・祝日 湯澤　俊和 喬木村 男 高２１ 34

21 文化・芸術･芸能 絵画指導 一般 不定期
北原龍太郎
　　　（邦雄）

阿南町 男 高３
日本画家

29

22 文化・芸術･芸能 絵画指導 中・高生 不定期 上村　朱里 東京都杉並区 女 高５２ 30

23 文化・芸術･芸能
合唱・演奏活動の実施
合唱文化の普及支援

小・中・高、一般 土曜午後、日曜、祝祭日

飯田高校同
窓会合唱同
好会（合唱団

あかいし）

飯田市 混声合唱団 19

24 文化・芸術･芸能 合唱指導、アコーディオン演奏指導 一般 不定期 横前　迪夫 喬木村 男 中４５ 5

25 文化・芸術･芸能
尺八、ハーモニカ演奏・指導（老人
ホーム、障害者施設等慰問）

高齢者・障害者等 平日 桑原　亮平 飯田市 男 高２ 46
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26 文化・芸術･芸能 ハーモニカ教室で指導
高齢者（特養や
デーサービス）、
一般（公民館等）

おおよそ平日、日曜日など、
10時～１５時頃

小野　光一 飯田市 男 高２ 62

27 文化・芸術･芸能 琵琶演奏・指導 小中高～一般 随時 宮下　洌 飯田市 男 高３ 40

28 文化・芸術･芸能 マジックの指導、演技 小・中・高、一般 平日、夜間 今村安祐 飯田市 男 高１５ 53

29 文化・芸術･芸能 短歌の指導 小・中・高、一般 制限なし 小林　正人 高森町 男 高８
歌人（新春宮中歌会始入選
等）

2

30 文化・芸術･芸能 短歌の指導 小・中・高、一般 平日午後 福澤　亀人 喬木村 男 高６
県短歌人連盟会員、飯伊短歌
人協会副会長

17

31 文化・芸術･芸能 筆ペン教室
成人

（主に)昼間 平沢　義郎 飯田市 男 高６ 43

32 文化・芸術･芸能 篆刻指導
小学４年生～一
般

要打合せ 伊藤　尚和 飯田市 男 高７

・市立山本小学校オープンス
クール「マイハンコ」講習作成
指導（要材料費）

54

3

般 指導（要材料費）
・雅印印刷（一般対象）

33 文化・芸術･芸能 パソコン入門指導
中・高・大生、一
般

不定期 原　　健彦 阿智村 男 高７
茨城工業高等専門学校名誉
教授
元JICA派遣専門家

33

34 文化・芸術･芸能 そば打ち指導 小・中・高、一般 第２・４日曜日３時まで 菅沼二三夫 飯田市 男 高１６ 16

35 文化・芸術･芸能
囲碁指導

（講義）高校生～
成人
（囲碁）小学生

土・日・祝日 内藤　良太 東京都 男 高８
本強矢整形外科病院、真野美
容専門学校、NPO日本スロー
ライフ協会

44

36 文化・芸術･芸能 将棋指導・対局 指定なし 連絡必要 中島　清 飯田市 男 高８
高松祭で生徒と指します。ア
マチュア４段、同窓会会長。

65

37 歴史・郷土史
飯田下伊那の歴史と地名の研究につ
いて講義

一般 不定期 中島　正韶 飯田市 男 高１１
飯田ゆめみらいICTカレッジ講
師
元高等学校教諭

13

38 歴史・郷土史
郷土史解説や史跡探訪の案内、勾玉
つくりの指導など

小・中・高、一般 制限なし 岡田　正彦 飯田市 男 高１２ 飯田市上郷考古博物館長 1

3



39 歴史・郷土史 考古学に関する講義等 中・高生、一般 土日 市澤　英利 豊丘村 男 高２２ 阿智第三小学校長 12

40 歴史・郷土史
歴史と地理、地名、神話、民俗、伝説
等に関する講義

中・高生、一般 制限なし 後藤　拓磨 飯田市 男 高２５
著書「潮騒の伊那谷--新たな
古代史の旅が始まる」 27

41 医学･衛生・健康
脳卒中、脳腫瘍、三叉神経痛を含む
頭痛、顔面麻痺等に関する講義、指
導

一般
平日時間外
（２ヶ月以上前の予約）

中川　福夫 松本市 男 高１４ 脳神経外科 10

42 医学･衛生・健康
感染症、「マラリヤの研究」などに関す
る講義

小・中・高、一般
土日・休日

鎮西　康雄 飯田市 男 高１４
鈴鹿医療科学大学教授
三重大学名誉教授

18

43 医学･衛生・健康 児童思春期精神医学 要相談 要相談 神庭　靖子 飯田市 女 高２７ 医師 56

44 医学･衛生・健康 講義「医薬品と体｣「台所の化学」
（講義）高校生～
成人
（囲碁）小学生

土・日・祝日 内藤　良太 東京都 男 高８
本強矢整形外科病院、真野美
容専門学校、NPO日本スロー
ライフ協会

44

45 福祉・介護 社会福祉(初心者入門）に関する講義 小・中・高、一般 制限なし 岡田　慈夫 飯田市 男 高５

飯田市役所福祉・保健行政に
奉職
飯田女子短大非常勤講師等

35

4

飯田女子短大非常勤講師等
歴任

46
環境･自然科学・動植

物
伊那谷の自然観察指導、講話

限定なし（小、中
～一般）

制限なし 北城　節雄 飯田市 男 高２
県自然観察インストラクター
県特定生物保護観察委員
元伊那谷自然友の会会長

49

47
環境･自然科学・動植

物
自然観察（野鳥）の指導 小・中・高、一般 平日(昼間） 伊藤稜威保 阿南町 男 高６ 自然観察インストラクター 25

48
環境･自然科学・動植

物
造園・樹木などに関する講義、野外観
察指導等

小・中・高、一般 平日 池田　健一 飯田市 男 高１７

下伊那農業高等学校教諭
「虎岩樹木園」（自宅庭園）を
公開

36

49
環境･自然科学・動植

物
農業関係、植物病理学、微生物学 高、一般 制限なし 塩澤　宏康 飯田市 男 高１４

（社）日本植物防疫協会にて
農薬の登録の仕事に携わる。
ＪＩＣＡで海外プロジェクト活動
により長期指導を行った。

51

50
環境･自然科学・動植

物
「地震活動」に関する講義 一般 週末 石田　瑞穂 横浜市 女 高１４ 24

51
環境･自然科学・動植

物
天体・星座観測指導、講話
旧暦と日本の習わし等講話

小・中・高、一般 希望に対応 平澤喜代重 飯田市 男 中４８
美術博物館講座「親子天文教
室」「宇宙をのぞこう」指導

57
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52
環境･自然科学・動植

物
環境問題に関する学習支援、指導
「植林」等環境保護活動の指導

小・中・高、一般 制限なし 平沢　信夫 千葉県船橋市 男 高４
（財）日本環境協会「こども環
境相談員」、環境省登録「環境
カウンセラー」

3

53
環境･自然科学・動植

物
環境問題に関する普及啓発活動や体
験学習等の指導

小・中・高、一般 何時でも可能 平澤　和人 飯田市 男 高２３
環境省登録「環境カウンセ
ラー」、公害防止管理者（水質
１種、騒音）

4

54
環境･自然科学・動植

物
気象問題に関する講義 小・中・高、一般 制限なし(日中） 今村　理則 飯田市 男 高６ 6

55
環境･自然科学・動植

物
発酵食品、「食の安全安心」等に関す
る講義

中・高生、一般 火曜日、木曜日 越田　孝吉 飯田市 男 高１４

マルマン（株）非常勤取締役
信州の名工（平成９年）、フー
ドマイスター（農水省平成１１
年）

9

56 工学・科学・化学 宇宙開発に関する講演 小・中・高 信州を訪ねた時（主に夏季） 上條謙二郎 宮城県名取市 男 高１２
東北大学名誉教授
東京大学非常勤講師

47

57 工学・科学・化学 ロボット、無線通信 小・中・高・大生 不定期、メールは常時可 今村　博昭 奈良県生駒郡 男 高１４
２１年１０月１０日飯田文化会
館にて「東大阪発人工衛星が
宇宙へ」講演

52

58 工学・科学・化学
宇宙科学に関する講義、実験・実習指
導

小・中・高、一般 平日、土日祝日 小池　惇平 千葉県船橋市 男 高１４ 31

5

導

59 工学・科学・化学 LED照明製作指導

小５年より高校
生、専門高；職業
高、成人；シニア
大学

何時でも調整可能 増田　佑次 飯田市 男 高１４ 63

60 産業・経済
経営･教育・モバイル産業（自動車、電
車、飛行機、衛星）に関する講義

社会人・経営者 制限なし(日中） 萩本　博幸 飯田市 男 中４６ （株）多摩川精機会長 28

61 産業・経済
「会社と地域（企業の地域貢献）」に関
する講義

一般 不定期 福澤　克彦 豊丘村 男 高１４ 23

62 時事・社会一般 教育相談
子供～一般

（主に)昼間 平沢　義郎 飯田市 男 高６ 43

63 時事・社会一般 「国際協力」に関する講義
中・高・大生、一
般

不定期 原　　健彦 阿智村 男 高７
茨城工業高等専門学校名誉
教授
元JICA派遣専門家

33

64 時事・社会一般 報道、特派員 高生、一般 相談により 矢高　則夫 東京都 男 高２５ 共同通信社 59
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65 時事・社会一般 中国・アジア問題講演 指定なし 指定なし 小島　麗逸 山梨県大月市 男 高４
著書「中国の経済と技術」「現
代中国経済」

55

66 時事・社会一般
５S（整理、整頓、清掃、清潔、しつけ）
の指導

学生（小、中、高、
大）

相談により 棚田　譲二 埼玉県 男 高２２ 45

67 時事・社会一般
コンサート実行委員、クラインガルテン
居住者

一般 坂元　良江 東京都 女 高８ (株）テレビマンユニオン 38

68 時事・社会一般
国際ボランティア活動、古代米づくり
体験学習

小・中・高、一般
（古代米づくり：
小・中）

平日、土・日・祭（相談可） 伊澤　宏爾 飯田市 男 高１２ 飯田市教育長 48

69 時事・社会一般
弁護士の仕事、裁判とは何か、勉強
の仕方

生徒、学生を対象 予め予定すればいつでも可 田中　健一郎 東京都稲城市 男 高１７ 64

上記登録者情報は、飯田高校同窓会ホームページに最新情報として随時更新し掲載しており
ますので、是非そちらもご参照願います。Http://www.iikou-d.jp

活動分野分類  (区分）
 １．スポーツ・野外活動  ４．歴史・郷土史  ７．環境・自然科学・動植物  １０．時事・社会一般
 ２．文学・語学・読書  ５．医学・衛生・健康  ８．工学・科学・化学
 ３．文化・芸術・芸能  ６．福祉・介護  ９．産業・経済

6

卒業回数と年齢対比（平成２２年４月１日現在）

卒業回数 中４５ 中４６ 中４７ 中４８ 高２ 併１ 高３ 併２ 高４ 高５ 高６ 高７ 高８ 高９ 高１０ 高１１ 高１２ 高１３ 高１４ 高１５
年　齢 ８２歳 ８１歳 ８０歳 ７９歳 ７９歳 ７８歳 ７８歳 ７７歳 ７７歳 ７６歳 ７５歳 ７４歳 ７３歳 ７２歳 ７１歳 ７０歳 ６９歳 ６８歳 ６７歳 ６６歳

卒業回数 高１６ 高１７ 高１８ 高１９ 高２０ 高２１ 高２２ 高２３ 高２４ 高２５ 高２６ 高２７ 高２８ 高２９ 高３０ 高３１ 高３２ 高３３ 高３４ 高３５
年　齢 ６５歳 ６４歳 ６３歳 ６２歳 ６１歳 ６０歳 ５９歳 ５８歳 ５７歳 ５６歳 ５５歳 ５４歳 ５３歳 ５２歳 ５１歳 ５０歳 ４９歳 ４８歳 ４７歳 ４６歳

卒業回数 高３６ 高３７ 高３８ 高３９ 高４０ 高４１ 高４２ 高４３ 高４４ 高４５ 高４６ 高４７ 高４８ 高４９ 高５０ 高５１ 高５２ 高５３ 高５４ 高５５
年　齢 ４５歳 ４４歳 ４３歳 ４２歳 ４１歳 ４０歳 ３９歳 ３８歳 ３７歳 ３６歳 ３５歳 ３４歳 ３３歳 ３２歳 ３１歳 ３０歳 ２９歳 ２８歳 ２７歳 ２６歳

卒業回数 高５６ 高５７ 高５８ 高５９ 高６０ 高６１ 高６２
年　齢 ２５歳 ２４歳 ２３歳 ２２歳 ２１歳 ２０歳 １９歳

１．スポーツ・野外活動  ４．歴史・郷土史 ７．環境・自然科学・動植物 １０．時事・社会一般
 ２．文学・語学・読書  ５．医学・衛生・健康  ８．工学・科学・化学
 ３．文化・芸術・芸能  ６．福祉・介護  ９．産業・経済
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