
（敬称略、言語ごとに五十音順）

言語 氏名 ふりがな 所在地 メールアドレス　※ 自己ＰＲ（得意分野、ガイド実働日数、活動希望エリア（兵庫県内）等）

英語 伊勢田　弘子 いせだ ひろこ
兵庫県神戸市
中央区

rocosunflower☆gmail.com

姫路生まれ、姫路育ちで、今も実家は姫路にあり、姫路は得意で
す。3年前から姫路城でボランティアガイドをしています。
また、2年前から神戸で客船対応をしています。
現在は、三宮駅から徒歩10分のところに住んでいて、神戸にも精
通しています。
実働は季節によりますが、ピーク時は週4～5日です。
希望エリアは、姫路、神戸（淡路も）を中心に兵庫県全般です。

英語 今井　三枝子 いまい みえこ
愛知県名古屋
市千種区

miekosun3257☆gmail.com
スポーツ、料理、trekking　など
［実働日数］10日

英語 氏田　泰洋 うじた やすひろ
愛知県春日井
市

rsd95413☆icloud.com
［得意分野］城郭、寺社仏閣
［実働日数］37日
自宅からJR名古屋駅までの所要時間　45分

英語 沖　典男 おき のりお
兵庫県神戸市
垂水区

orinokio0404☆gmail.com
日本の歴史、城、大工道具、明石海峡大橋などの知識がありま
す。
神戸市内、姫路などが希望エリアです。

英語 奥西　佐智子 おくにし さちこ
京都府京都市
右京区

sachi5.loves.london☆gmail.com

JTBサンライズツアーで、2014年よりウォーキングルツアーのガイド
をして参りました。神戸、姫路等。
他社様より関西のプライベートツアーも少しずつ頂き、方面を広げ
ていきたいと考えております。

英語 笠置　明弘 かさぎ あきひろ 京都府向日市 hirotournew☆gmail.com
専業の通訳案内士（英語）として15年間（年平均200日）稼働。全
国（北海道～沖縄）をご案内しますが、兵庫は地元（姫路市生ま
れ）なので、とっておきの場所にお連れします！

英語 片岡　美穂 かたおか みほ 大阪府八尾市 miho☆ksu.edu

園芸療法士ですので、園芸、植物、庭、福祉が得意です。
また、河内木綿、藍染め等を趣味でやっています。
ガイド実働日数は2020年1月現在、45日です。
活動希望エリアは関西中心のFITです。

英語 片岡　稚 かたおか わか 京都部京都市 waka.kataoka☆gmail.com
［得意分野］日本庭園、芸舞妓、ハイキング、日本酒
［ガイド日数（2019年）］157日

英語 金井　裕美 かない ひろみ
兵庫県神戸市
垂水区

hiromi.kanai6☆gmail.com

［得意分野］歴史
日本人向け添乗員経験9年
カナダケベック市でのツアーガイド5年（夏・秋のみ）
カナダケベック州滞在6年、カナダフランス語中級

英語 加羅　博子 から ひろこ 兵庫県西宮市 kay.ka4989☆gmail.com
日本庭園、絵画、彫刻（仏像）、伝統文化全般
年間約220日稼働、長期・短期どれも可
全国通訳案内士なので、どこでもガイドします。

英語 櫻井　ゆみ子 さくらい ゆみこ
京都府木津川
市

yumintig☆gmail.com

英語 佐竹　紀子 さたけ のりこ
兵庫県神戸市
東灘区

nonsatake3☆gmail.com

英語 杉山　由美子 すぎやま ゆみこ come.state☆ezweb.ne.jp 年間100～150日実働

英語 高原　勲 たかはら いさお 兵庫県西宮市 worldbridge7☆gmail.com

英語 立川　美樹 たつかわ みき tmiki326☆gmail.com

英語 田村　聡子 たむら さとこ 大阪府豊中市 tamura-samm☆tcct.zaq.ne.jp 歴史、美術が得意

英語 冨田　緑 とみた みどり 大阪府八尾市 midorit1811☆gmail.com

20数年の教員生活（大阪府立、私立高校、予備校、英会話学校）
の経験より、人に丁寧にまた大阪人らしく笑いを取りながら説明す
ることが得意です。
2017年4月ガイド専業スタートし、2年10ヶ月で、バス70日、FIT100
日実働（関西圏）。
フルマラソンや登山で鍛えた脚力と、友人に回遊魚とあだ名される
程の好奇心をもって自分で集めた“街歩き情報”に自信がありま
す。最近は長年の趣味である着物を着てする“英語落語”にはまっ
ています。

英語 中尾　幸乃 なかお ゆきの 岡山県総社市 nokiyu.no39☆gmail.com
現在、中国地方（山陰も含む）を中心に、関西、四国で活動中です
が、さらに範囲を広げていきたいと思っています。
アート、庭園、城、工芸品に興味があります。

英語 中川　浩文 なかがわ ひろふみ
京都府相楽郡
精華町

hero-n☆maia.eonet.ne.jp

英語 細江　守 ほそえ まもる 兵庫県宝塚市 m.h.guide.6650805☆gmail.com
［実働日数］54日
神戸等

英語 槇林　隆子 まきばやし たかこ
兵庫県神戸市
西区

mtakako☆sepia.plala.or.jp
神戸市、姫路市のガイドが多いが、地方出身（酒米農家）のため兵
庫県全般を紹介したい。日本の縮図として。
［実働日数］年間50～55日

英語 八尾　眞弓 やお まゆみ
奈良県磯城郡
三宅町

mayu1101yao☆gmail.com 茶道
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英語 吉田　淳子 よしだ じゅんこ
兵庫県神戸市
垂水区

jun0920☆hope.zaq.jp

全国どこでも行きますが、関西地域（神戸、京都、奈良、大阪）をメ
インにガイドしています。
得意分野は、神戸の六甲山、酒蔵めぐりなど。
体力に自信があり、ウォーキングツアーも好きです。

英語・
フランス語

神谷　恵子 かみたに けいこ
京都府京都市
右京区

qqke7mgd☆utopia.ocn.ne.jp
寺社仏閣、日本庭園、着物
［実働日数］80～100日くらい
体力あります。

英語・
スペイン語

武内　亜矢 たけうち あや 兵庫県西宮市 aya.aya.333.t☆gmail.com
定番の観光地に加え、何気ない日常のわかるまちあるき
年間約50日
関西全域（神戸、姫路等）

英語・
中国語

加納　叔子 かのう としこ
兵庫県神戸市
西区

toshiko_kanoh☆yahoo.co.jp
［得意分野］現代アート、建築
［実働日数］年間20日（医療遂次含めて）
［活動エリア］神戸、姫路　等

中国語 猪野　泰則 いの やすのり 大阪府高槻市 ino-yas5761030☆docomo.ne.jp

中国に親戚ができたことを契機に中国語の学習を始め、中国語の
全国通訳案内士の資格を取得しました。まだまだ経験は少ないで
すが、日本の良さ、ひょうごの良さを来日される中国語圏の方々に
お伝えしていきたいと思います。

中国語 岡本　和久 おかもと かずひさ 大阪府堺市 okamotokazuhisa67☆gmail.com
食品メーカーに勤務しているので、工場関連のガイドが得意です。
［活動希望エリア］姫路、神戸　等

中国語 計　暁博 けい あきひろ
兵庫県神戸市
中央区

a-kei888☆nifty.com

［得意分野］神戸市内（特に旧居留地、北野・山本通り界隈）、六
甲・摩耶一帯の神社仏閣
［ガイド実働日数］約20日
［活動希望エリア］神戸市内
［関連取得資格］全国通訳案内士（中国語）、総合旅行業務取扱
管理者、インバウンド実務主任者、ツーリズムプロデューサー、神
戸学マイスター、奈良まほろばソムリエ

中国語 清水　美紀 しみず みき 兵庫県西宮市 miki_jpn☆hotmail.com
［得意分野］関西観光、医療、接遇サービス
ガイド年間100日程度

中国語 李　新丹 り しんたん
兵庫県丹波篠
山市

bifengguiren.21☆view.ocn.ne.jp

10年以上のガイドの経験を持っており、団体や個人客やビジネス
で日本に来られるお客様など、どのようなお客様にも対応が可能
である。
［得意分野］観光、医療、教育、行政、日本の福祉政策（介護）
［年間実働日数］90～120日

フランス語 酒井　陽子 さかい ようこ 兵庫県芦屋市 s-muguet☆hb.tp1.jp
関西を中心にお伴致します。
お客様のご要望に合わせてご案内致します。

フランス語 美濃部　純子 みのべ じゅんこ 兵庫県宝塚市 jumino2810☆gmail.com 歴史、文化、街歩き

スペイン語 阪口　佳世子 さかぐち　かよこ
兵庫県神戸市
垂水区

kayoquins☆gmail.com

歴史（大学の専攻は日本史）
ペルー共和国公式観光ガイドだったので、歴史比較が得意
［活動希望エリア］阪神間、神戸、明石、姫路
［ガイド実働日数］74日（2019年合格）
スペイン語技能検定1級、DELEC2クラス

ドイツ語 竹田　ふくみ たけだ ふくみ 大阪府吹田市 fukumi☆kfx.biglobe.ne.jp
2019年　約90日実働
全国ツアー2回経験あり、あとは、西日本、京都が約半分

韓国語 加藤　則子 かとう のりこ 大阪府豊中市 norikokato21☆hotmail.com
若い頃は毎日のように神戸市で過ごしていましたので、神戸の食
べもの、特に、昔から続く伝統ある食べものを紹介できます。

※　☆を@に置き換えてください。
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