
☎  0974-22-1001（内線2491）

FAX  0974-22-3361
                  

豊後大野市

女性人材リスト登録者
一覧表

＜平成３１年度＞

※女性人材リスト登録者に依頼したい場合は、下記までご連絡ください。

（申込み・問い合わせ先）

平成31年4月1日更新



NO 氏　　　名 分　　　　　　　　　野 町

15 工藤　妙子 男女共同参画・地域活動（自然）・芸術文化（絵手紙）・商業（民泊）・ボランティア（読み聞かせ） 大野

48 高野　辰代 男女共同参画・福祉（手話）・地域活動（転入女性応援）・郷土芸能（神楽） 三重

391 坂本　江里子 男女共同参画・商業（女性経営者・ウエディング・婚活・イベント・司会） 三重

179 森迫　喜代美 人権（講師）・芸術文化（手芸）・芸能（カラオケ）・地域活動・ボランティア（レクリエーション） 三重

347 神田　幸子 人権（講師）・福祉（認知症）・男女共同参画 三重

423 木村　麻実子 法律（弁護士） 緒方

157 佐藤　ノブ子 郷土芸能（民話）・農業（米・たばこ・椎茸・野菜） 三重

209 羽田野　やよい 芸能（フラダンス）・教育（英会話） 三重

217 後藤　宕子 地域活動（夢中劇団みかど（吉四六語りべ寸劇）・まちづくり）・食育・男女共同参画 清川

264 佐々木　榮子 踊り（ふるさとおおの）・ボランティア（観光）・郷土芸能（盆踊り） 清川

24 小野　美智子 教育（英語・英会話）　　　　　　  *小・中学校の英語活動のお手伝いできます！ 清川

111 平石　由美子 教育講師（塾の講師）・子育て（クラブ） 犬飼

275 松葉佐　晴美 教育（書道） 三重

392 佐保　久代 教育（英語・スペイン語） 三重

147 赤嶺　良子 農業（いちご）・子育て（体験談） 三重

153 恵比根　福美 農業（菊・ピーマン）・Ｉターン 緒方

302 上田　加代子 農業（スイトピー・新規就農）・商業（民泊） 緒方

406 吉良　香代子 農業(野菜）・芸術文化（タッティングレース）・菓子・漬け物・惣菜製造 緒方

237 原田　とも子 郷土料理（料理研究家）・子育て（体験談）・食育（調理師）・商業（民泊） 大野

362 倉原　恵子 郷土料理 緒方

＊複数の分野のある方は代表の分野で記載しています。
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NO 氏　　　名 分　　　　　　　　　野 町

40 小代　京子 食育（栄養士） 三重

341 新宮　眞奈美 食育（食育インストラクター） 大野

414 田多　むつ子 食育（栄養士） 緒方

421 中原　真智子 食育（栄養士） 三重

428 大野　由紀 食育（パン・ブーランジェ、食育実践プランナー） 三重

109 平川　妙子 子育て・教育（子どもの体力づくり） 大分市

138 佐藤　容子 子育て（共同保育所） 三重

183 朝倉　徳子 子育て（ホームビジター）・ボランティア（読み聞かせ） 大野

222 藤田　信子 子育て（アドバイス） 　　 何でもＯ．Ｋ！ 三重

251 和田　恵子 子育て（一時預り）・Ｉターン 清川

298 多田　テツ 子育て（サポーター） 三重

2 森　純
商業（焼酎）・音楽（ピアノ）・健康癒し（アロマテラピー）
　　　　　　　　　*保育園で月１回演奏しています。仲間募集中！

朝地

92 甲斐田　八夜子 商業（いものお菓子）・食育（体験談） 三重

136 三浦　美佳 商業（パティシエ） 三重

213 臼田　成美 商業（ケーキ焼き菓子）・Ｉターン 緒方

249 後藤　博子 商業（かりんとう）・スポーツ（障害者スポーツ） 三重

349 三浦　貴子 商業（司会） 三重

365 小野　登紀和 商業（女性経営者・飲食）・子育て（サポーター） 三重

420 大野　須美 商業（お菓子） 大野

＊複数の分野のある方は代表の分野で記載しています。
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NO 氏　　　名 分　　　　　　　　　野 町

107 芦刈　章子 健康癒し（３Ｂ体操）・子育て（ベビーマッサージ） 三重

141 髙橋　成子 健康癒し（歯科衛生士） 三重

188 後藤　真弓　 健康癒し（健康運動指導士） 犬飼

211 森　かおる 健康癒し（ヨガ）・食育 三重

261 飯塚　ゆか 健康癒し（３Ｂ体操）・子育て（ベビーマッサージ） 三重

263 佐保　麻里子 健康癒し（歯科衛生士・摂食指導師）・商業（体験型農家民泊） 清川

387 衛藤　一美 健康癒し（全身リンパケア・エステ）・スポーツ（バトミントン・幼児体操） 犬飼

395 高森　京子 健康癒し（リンパマッサージ） 清川

407 田崎　江美 健康癒し（アロマ・手相）・宅建資格 千歳

410 K-nail 健康癒し（ネイル） 三重

427 稗田　知加 健康癒し（笑いヨガ） 千歳

67 高山　奉子 芸術文化（絵手紙（おがた絵手紙教室）・書道） 緒方

75 村﨑　瑞恵 芸術文化（製造（ダンボールアート等））・福祉（手話・障がい児サポート） 朝地

78 三代　喜代子 芸術文化（手芸・ボランティア）・地域活動（寸劇）・福祉（ヘルパー） 清川

115 小野　征子 芸術文化（詩吟）・地域活動（女性学級）・ボランティア 三重

116 川野　智子 芸術文化（学芸員） 三重

131 三浦　千万代 芸術文化（手芸）・食育（調理）・音楽（コーラス、オペラ） 三重

169 佐田　裕子 芸術文化（日舞・書道） 犬飼

180 赤嶺　洋子 芸術文化（日舞・華道・詩吟）・建築土地（宅地建物取引主任者） 三重

198 カナエサト 芸術文化（漫画家） 三重

207 佐藤　洋子 芸術文化（手芸「手織り」） 緒方

208 谷川　和美 芸術文化（手芸）　　　　 *道の駅「あさじ」内　＜Ａｎｇｅｌ　Ｑｕｉｌｔｓ＞名で出品中！ 朝地

246 若杉　美恵子 芸術文化（詩吟） 犬飼

268 小形　敦子 芸術文化（編み物） 大分市

405 神志那　菊代 芸術文化（華道） 三重

409 三浦　恒子 芸術（短歌・読み聞かせ） 犬飼

425 川野　二奈 芸術文化（グラスアート・タイルクラフト） 三重

＊複数の分野のある方は代表の分野で記載しています。
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NO 氏　　　名 分　　　　　　　　　野 町

84 伊井　秋子 音楽（大正琴） 三重

108 森下　六代 音楽（ピアノ・声楽） 大野

130 志賀　泉 音楽（ピアノ） 清川

408 森本　春美 音楽（ピアノ・声楽） 大野

412 笠置　起子 音楽（作詞、唄）・健康癒し（温圧療法） 三重

413 enna（エンナ） 音楽（バンド）・アート（鉛筆・色鉛筆・アクリル絵具） 三重

16 三宮　尚子 地域活動・農業・子育て 朝地

44 三浦　伸子 地域活動（日赤奉仕団）・芸術文化（日舞・華道） 三重

146 米澤　陽子 地域活動（ＮＰＯ）・農業（有機野菜） 三重

367 平山　真由美 地域活動 三重

382 渡邊　こずえ 地域活動（消費者モニター） 犬飼

17 菅　千寿 国際交流（ホームステイ） 三重

102 後藤　厚子 ボランティア（読み聞かせ・レクリエーション）・民話・郷土芸能・子育て（ホームビジター・サポーター） 犬飼

110 神田　安子 ボランティア（傾聴・レクレーション）・福祉（介護福祉士） 三重

184 後藤　とし子 ボランティア（読み聞かせ） 三重

356 河村　十久枝 ボランティア（読み聞かせ）・人権（地域づくり）・Ｉターン 犬飼

76 園田　暢子 福祉(手話） 三重

＊複数の分野のある方は代表の分野で記載しています。
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団 体 名 分野 NO

食生活改善推進協議会　三重支部 女性団体連絡協議会　・　食育 30

（三重町）共同保育所　おひさまのたまご 一般団体　・　共同保育所 235

（清川町）きよかわ盆踊り保存会 一般団体　・　郷土芸能 266

豊後大野市赤十字奉仕団　大野分団 女性団体連絡協議会　・　日赤奉仕団 229

（朝地町）チャイナマーブル　　　　茶道、生け花も！ 一般団体　・　芸能ボランティア 9

豊後大野市民コーラス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公民館で練習しています。見学O.K.会員募集中！一般団体　・　音楽 402

（大野町）偕生園ヨガサークル 一般団体　・　健康 214

（犬飼町）手あみサロンいぬかい 一般団体　・　手芸 269

（犬飼町）犬江おんな太鼓 一般団体　・　芸能 28


