
■生涯学習指導者登録制度（リーダーバンク）登録者名簿

登録
No.

氏名 連絡先

1 仲宗根 浩二  生活・文化 方言

2 西里 恵子 090-8837-3109 芸術 絵画

3 下地 諒子  語学・生活 英語、子育て

4 笠原 渥 090-9780-5910 スポーツ バスケットボール

5 宮国 貴子 090-4470-9571 音楽 合唱

6 安里 朝康  芸能 社交ダンス

7 髙田 美幸 0980-75-3785 工作 革工芸、ペイントほか

8 髙田 俊彦 0980-75-3785 生活 カクテル作りなど

9 羽地 美津江  生活 体操

10 仲間 寛安 090-8291-7609 芸能・音楽 三線

11 川満 健功 090-8292-9034 芸能・音楽 三味線

12 平良 久美 090-1179-2062 芸能・音楽 大正琴

13 喜屋武 稔 090-5293-8381 芸能・音楽 民謡

14 平良 幸子 090-6861-3255 生活・文化 茶道

15 砂川 寿美 0980-72-9520 芸能・音楽 大正琴

16 下地 初枝  生活 味噌、豆腐づくり

17 根間 幸子  芸能 琉球舞踊

18 前里 博美 090-1949-3223 芸能 琉球舞踊

19 上里 栄子 070-5484-2592 生活 料理、読み聞かせ

20 村吉 順栄 090-3326-8382 芸能・音楽 三線、民謡

21 友利 さおり  芸能・スポーツ クイチャー、ウォーキングなど

22 池間 恵美  芸能 クイチャー

23 池村 初美  生活・文化 苧眞積み

24 宮城 育子  芸能・音楽 三線

25 宮国 良子  芸能 琉球舞踊

26 仲間 幸子  語学 中国語

27 砂川 純子 090-9115-6004 芸術 絵画

28 親泊 宗二 090-3790-2918 文化 草笛、囲碁など

29 山下 貴子  生活・スポーツ ヨガ

30 水谷 修三 080-8560-1474 芸能・スポーツ 社交ダンス

31 友利 久美子 090-3329-9270 芸術 琉球舞踊

32 池城 直 080-2255-8228 語学 英語、スペイン語など

33 古波蔵 峰子  芸能 民謡

34 池間 美代子 090-2588-7599 芸能 舞踊

35 砂川 明男  生活・文化 歴史、エコガイド

36 仲宗根 満子 090-8293-5952 芸能 琉球舞踊

37 松田 さや 090-2891-0448 芸能 フラダンス、唄

38 平良 裕明 0980-73-0111 芸能・音楽 宮古民謡

39 狩俣 淳子 090-3795-8129 文化 短歌

40 砂川 春美  生活・文化 方言

41 新城 美津枝 090-8416-3884 生活・文化 宮古（下地）方言

42 松谷 初美 090-6102-5933 生活・文化 宮古（下地）方言

43 田場 啓子  生活・文化 書写

44 佐渡山 政子  芸能・音楽・文化 民謡、俳句、方言

45 新城 さとこ 090-3235-0009 生活・スポーツ ヨガ

46 平良 慶子 090-5480-1024 生活・スポーツ 笑いヨガ、ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ

47 岩本 大輔 080-6494-4058 生活・文化 苧麻、織物

48 根路銘 良  生活・音楽 童謡、キッズ体操、ウクレレ、読み聞かせ

49 屋嘉比 邦昭 090-6866-6319 スポーツ 水泳

50 奥原 隆太 080-3394-9481 スポーツ 卓球、ラージボール

51 渡眞利 朗 080-3181-4611 スポーツ サッカー

52 竹内 あい 090-9383-3835 生活・スポーツ ヨガ

53 砂川 郁  芸能 日本舞踊

54 野原 正晴 080-5986-8862 芸能 日本舞踊

ジャンル（内容）


