
登録番号 氏名 職種/所属名 主な活動場所 連絡先 自己PR（所有資格等)

群木育03-01号 大和 範柾 すみれこども園 伊勢崎市
すみれこども園
TEL：0270-74-5700
FAX：0270-61-6631

群木育03-02号 齋藤 裕子 沼田市役所農林課 沼田市

沼田市役所農林課
TEL：0278-23-2111
FAX：0278-24-5179
E-mail：saito-h@city.numata.lg.jp

沼田市では、令和2年にウッドスタート宣言を行
い、誕生祝い品として市内に誕生した赤ちゃんへ
木のおもちゃ（沼田のてんぐつみき）をプレゼン
トしています。
行政の立場から木育を普及したいと思います。

群木育03-03号 瀧 公恵 藤岡市立日野小学校 藤岡市や西毛地区内

藤岡市立日野小学校
TEL：0274-22-0824
FAX：0274-22-0255
E-mail：hino-es@fujioka-
school.gunma.jp

学校でのフォレストリースクールに参加し、木育
に興味を持ちました。経験はないので、体験学習
イベント（日・祝日）でのお手伝いくらいなら出
来る範囲で参加します。

群木育03-04号 小菅 綾
児童発達支援ハートグリー
ン

沼田市
児童発達支援ハートグリーン
TEL：0278-25-8193

（児童発達支援員）

群木育03-05号 阿部 奈央 ひだまり保育園 沼田市
ひだまり保育園
TEL：0278-25-8192

（保育士）

群木育03-06号 天野 早八佳 ひだまり保育園 沼田市
ひだまり保育園
TEL：0278-25-8192

（保育士）

群木育03-07号 宮前 太一 高崎市役所農政部農林課 高崎市

高崎市役所農政部農林課
TEL：027-321-1261
FAX：027-323-3224
E-mail：
miyamae3323@city.takasaki.gunma.jp

市の林業担当職員として、木育の普及を目指して
います。

群木育03-08号 山内 弘夫 山村散歩の会 前橋市、南牧村
山内弘夫
E-mail：yamauchi-hiroo@gmail.com

・国内産業における林業の経済的位置づけ並びに
環境・社会的役割について、小中学生向けに、分
かりやすく説明いたします。
・人口減少、少子高齢化問題で、全国的に注目さ
れる南牧村の林業について、文化的歴史的背景と
ともに解説します。
・「森のようちえん」のお手伝いをいたします。

群木育03-09号 月門 海 らららこども園 桐生市

らららこども園
TEL：090-2653-0017
FAX：0277-47-1066
E-mail：info@lalalakodomo.com

木育を通して、ものを大切にする心＝おもいや
り・やさしさを育みたいと思っています。子ども
たちが生きていく上で大切な「生き力」を育んで
いきたいです。

群木育03-10号 藤田 恭子 （株）SUBARU 大泉町

群木育03-11号 小松 愛 上野村森林組合 上野村

上野村森林組合木工課
TEL:0274-59-2074
FAX:0274-59-2885
E-mail:ueno2191@uenomura.ne.jp

木製家具、おもちゃ、食器などを製造していま
す。木に関して「こういうものが欲しい！」「こ
ういうことできる？」などありましたら気軽にご
相談ください。

群木育03-12号 國井 富廣 けやき保育園 みどり市、桐生市

けやき保育園
TEL：0277-76-2054
FAX：0277-76-2053
E-mail:keyaki4643@jtss-net.jp

子どもたちと一緒に遊んだり、木を使った製作な
どをしています。保護者や子どもたち、地域の方
たちと近くの山によく登っています。
（保育士 食品衛生責任者）

群木育03-13号 新井 翠 群馬県森林組合連合会 県内全域
群馬県森林組合連合会
TEL：027-261-0615
FAX：027-261-0697

森林組合として、県産材を活用した木育活動に取
り組んでいきたいと思います。
（森林インストラクター）

群木育03-14号 江角 春佳 群馬県森林組合連合会 県内全域

群木育03-15号 齋藤 玲也 ぐんまこどもの国児童会館 県内全域

ぐんまこどもの国児童会館育成支援課
TEL：0276-25-0055
FAX：0276-25-0059
E-mail：saito@kodomonokuni.or.jp

木育遊具を取り入れたおもちゃの広場を開催し、
子どもたちが優良おもちゃに触れられる機会を設
けます。また、大型児童館で様々な活動を行って
きた経験を活かし、木育遊具をはじめとしたおも
ちゃの素晴らしさを伝えていきます。
（中高教員免許（英語）日本語教師（主専攻）、
おもちゃコンサルタント）

群木育03-16号 吉村 聡 （株）三美堂 高崎市周辺地域

吉村聡（株式会社三美堂）
TEL：027-362-7167
FAX：027-362-7202
E-mail：sanbido@earth.ocn.ne.jp

生物や環境、食など様々な分野も絡めながら、面
白く有意義に伝えていきたいと考えています。
（群馬県緑のインタープリター、ビオトープ管理
士、NEALリーダー）

群馬県木育インストラクター登録者名簿（令和4年11月14日現在）※R4.12.6一部修正



群木育03-17号 石井 恵子
群馬県緑のインタープリ
ター

群馬県内
TEL：080-5655-3466
FAX：027-254-3124
E-mail：kobushi-saku@ezweb.ne.jp

・木と遊びお互いに学びあう体験学習を実施した
いと思います。
・世代にかかわらず仲良くなれる事
・笑顔で毎日過ごす事
（群馬県緑のインタープリター）

群木育03-18号 山口 聖子
群馬県緑のインタープリ
ター

県内全域
（群馬県緑のインタープリター、NACS-J自然観察
指導員、アロマテラピーアドバイザー）

群木育03-19号 福田 博一 サンデンフォレスト
サンデンフォレスト
（前橋市粕川町中之
沢）

サンデンフォレスト
TEL：027-285-3225
FAX：027-285-6681

（自然観察指導員）

群木育03-20号 塚田 正文
サンデンフォレスト
（前橋市）
ほか県内全域

TEL：027-252-5860
FAX：027-252-5860
E-mail：gha06703@nifty.com

サンデンフォレストで子どもや社会人による間伐
体験や丸太切り体験、グリーンウッドワークによ
る色鉛筆作り、フォレストリースクールでは木工
作でのこぎりの使い方指導などを行っています。
間伐材のスツール作りや横槌作りなどグリーン
ウッドワークと従来の木工作とを融合したプログ
ラムなども企画したいです。
（群馬県緑のインタープリター、森林インストラ
クター、NEALリーダー）

群木育03-21号 菊川 煕英 フォレストぐんま21 県内全域
TEL：090-3131-3301
E-mail：kikugawa@m8.dion.ne.jp

手入れが遅れた里山、藪化した竹林を整備して
「理想の森づくり」を行っています。

群木育03-22号 平田 公平 群馬県木材青年協会 県内全域

群馬県木材組合連合会内
TEL：027-266-8220
FAX：027-266-8223
E-mail：info@gunma-wood.com

木材に関する様々な業態の会員が集まっているの
で、様々な形で木育を行うことができます。

群木育03-23号 石田 博文 群馬県木材組合連合会 県内全域

(一社）群馬県木材組合連合会
TEL：027-266-8220
FAX：027-266-8223
E-mail：mokuren@wind.po.ne.jp

親子向け木工教室や、幼児向けの木育教室などを
実施しています。

群木育04-01号 伊良皆 高史

みなかみ町地域おこし協力
隊
NPO法人奥利根水源地域
ネットワーク

みなかみ町及び近隣市
町村

みなかみ町地域おこし協力隊
TEL：090-9953-8284
E-mail：irairaahoaho@gmail.com

みなかみ町地域おこし協力隊としてNPOに所属
し、自伐型林業及び、その振興に取り組んでいま
す。
モノ作りが好きで、昨年から簡単な木工にもチャ
レンジ中。木の魅力を多くの人に伝えたいと思っ
ています！

群木育04-02号 魚田 昌伸 片品村役場農林建設課 片品村

片品村役場農林建設課
TEL：0278-58-2113
FAX：0278-58-2110
E-mail：m-uota@vill.katashina.lg.jp

こどもが心地よいと感じる人肌と木材、まずは、
こどもたちに木のおもちゃを贈呈し、気軽にこど
もたちが木材にふれあい楽しむ機会を増やしたい
と考えています。そのためにも村内の木材利用の
推進と人材育成に注力したいと考えています。取
組の実現に向け、木育インストラクターみなさま
のお力添えをいただきますようお願いいたしま
す。

群木育04-03号 菊地 行生 おひさま倉賀野保育園 高崎市
おひさま倉賀野保育園
TEL：027-346-3899

（保育士）

群木育04-04号 人見 絢子 有限会社直工房

有限会社直工房
TEL：027-381-5314
FAX：027-353-2220
E-mail：nao-a415@rose.plala.or.jp

（保育士）

群木育04-05号 金田 美奈子 高崎市立 公立保育所 高崎市 （管理技士）

群木育04-06号 角山 里美 ふじおか中央こども園
角山 里美
TEL：090-416-9177
E-mail：karys-dis.06@docomo.ne.jp

（保育士）

群木育04-07号 中村 優子
幼保連携型認定こども園
鬼石こども園

藤岡市

鬼石こども園
TEL：0274-52-2763
FAX：0274-52-2783
E-mail：onishi-
kinder@rnythm.ocn.ne.jp

普段保育士として働いています。保育に役立つ木
育をこれからも学んでいきたいです。子どもたち
も興味を持つと思うので、私がよい見本となるよ
うに頑張ります。

群木育04-08号 岩田 美咲
社会福祉法人恵会
沼田めぐみこども園
めぐみ学童クラブ

沼田市
めぐみ学童クラブ
TEL：0278-24-4163
FAX：0278-24-4083

（放課後児童支援員）

群木育04-10号 山本 力駆 上野村役場 上野村保育所 上野村
木も好きですが、植物全般が好きです。（幼稚園
教諭、保育士、特別支援教諭）



群木育04-11号 佐藤 舞波
社会福祉法人清香会
大胡第２こども園

大胡第２こども園
群馬県前橋市堀越町
1397-2

大胡第２こども園
TEL：027-283-6778
FAX：027-283-8556
E-mail：oogodai2@sea.plala.or.jp

実際に遊んだり、触れたりすることで、木製玩具
ならではの面白さや楽しさを子ども達に伝えてい
きたいです。そして、木育を通し、ものを大切に
する心、思いやり持った優しい心を育ませたいと
思います。（幼稚園教諭、保育士）

群木育04-12号 植木 直満 嘱託用務技士 県央地域
植木 直満
TEL：090-4451-9136
E-mail：ueks2010@gmail.com

補助的な仕事から始めたいと思います。協力して
やっていきましょう。
木育について歴史を踏まえて詳しく説明できるよ
うにしていきます。

群木育04-13号 赤池 将平 桐生市立菱小学校 伊勢崎市、桐生市
桐生市立菱小学校
TEL：0277-44-4342

木育を通して、自分自身も学びながら、木の持つ
温かみや自然の大切さを伝えていきたいです。

群木育04-14号 吉田 慎吾
ぐんま国際アカデミー中高
等部

太田市

ぐんま国際アカデミー中高等部
TEL：0276-47-7711
FAX：0276-47-7715
E-mail：shingo@gka.ed.jp

ぐんま国際アカデミー中高等部でIB（国際バカロ
レア） MYP（中等教育プログラム） Design
（デザイン）を担当しています。尾瀬での森林環
境教育や、県産木材を活用したデザインプロジェ
クトを授業にて実践しています。（中高教員免許
（技術・情報・数学））

群木育04-15号 佐藤 祐太 学童クラブさくらんぼ 南牧村

佐藤 祐太
TEL：090-6936-6191
E-mail：
waraijuku.nanmoku@gmail.com

（放課後児童支援員）

群木育04-16号 森 美津枝 旭小放課後児童クラブ 太田市
旭小放課後児童クラブ
TEL：0276-49-2356

お手伝い出来ることをさせていただきます。

群木育04-17号 高橋 弘明
特定非営利活動法人しぜん
教育研究学園

東毛地域

特定非営利活動法人しぜん教育研究学園
TEL：0276-76-2015
FAX：0276-76-2016
E-mail：rina@beige.ocn.ne.jp

（中学校教諭･高等学校教諭専修免許(理科)、児童
発達支援管理責任者、放課後児童支援員）

群木育04-18号 長谷川 かほり
一般社団法人館林くらしと
あそびの研究所
たてくら学童クラブ

東毛地区

たてくら学童クラブ
TEL：080-6716-6678
FAX：0276-78-3540
E-mail：tatekura2020@gmail.com

群木育04-19号 都橋 彩花 群馬社会福祉専門学校 高崎市

群木育04-20号 都橋 正幸 烏川流域森林組合 高崎市

烏川流域森林組合
TEL：027-378-2030
FAX：027-378-2305
E-mail：m-tobashi@karasu-mori.jp

木育を通して、少しでも森林に関心を持ってもら
い林業の活性化に繫がるような活動ができたらと
思います。（森林施業プランナー、２級建築士、
１級建築・土木施工管理技士）

群木育04-21号 諸田 政徳 諸田建築 木工部 久善 群馬県内

諸田 政徳
TEL：0278-25-8424
FAX：0278-25-8424
E-mail：mokkoubu@mk-kyuzen.com

群馬県産木材を使用して木製商品を製作していま
す。
国産材県産材など地元の木材を有効活用すること
で、環境保全・水源涵養・災害防止等につなが
り、自分たちの生活や美しい故郷、大切な人の命
を守る役割を担う事ができます。県産材を使用し
た木育を通じ、楽しくその役割や大切な思いを育
み、共鳴できればと考えています。（防災士）

群木育04-23号 今市屋 杜羽 群馬県生活こども部 県内全域
今市屋 杜羽
E-mail：t.imaichiya@gmail.com

子どもたちの興味にゆったり寄り添ったり、自然
をじっくりと味わいながら楽しんだりすることが
得意です。決められたことを教えることよりも、
その場でこそ学べることを大切にしています。仕
事とは別でいろいろな活動に参加したいと考えて
おりますので、一緒に活動の輪を広めていきま
しょう。（保育士、幼稚園・小学校教諭、NEAL
リーダー）

群木育04-24号 見城 美江 沼田市役所 前橋市、利根沼田地域
見城 美江
E-mail：mie.kenjyo-627@ezweb.ne.jp

木にふれて、遊んでもらうことで、木や森林の大
切さに気づいてもらえるようなプログラムにしま
す。
木にふれることで、心も安定しますが、キーホル
ダー作りなどを通じて、多様性を理解し、時間を
かけて作ることでモノを大切にする気持ちを育み
ます。（森林インストラクター、自然観察指導
員）

群木育04-25号 飯塚 利明

群馬県緑のインタープリ
ター
ぐんま森林インストラク
ター会

東毛、中毛、東北毛
飯塚 利明
E-mail：fwgd9567@nifty.com

自然の中を歩いたり、ネイチャークラフト、ネイ
チャーゲームを通して、木に触れ、温もり、香り
を五感で感じ、ぐんまの木、自然の素晴らしさを
一緒に楽しみ大切にしましょう！（森林インスト
ラクター、群馬県緑のインタープリター、ＮＡＣ
Ｓ―Ｊ自然観察指導員、食育インストラクター）



群木育04-26号 高橋 美由紀
群馬県緑のインタープリ
ター

前橋市、渋川市
高橋 美由紀
TEL：090-5419-5308

自然、木工などが好きです。
子どもたちが小さい時から様々な物に触れ会える
お手伝いがしたいと思っています。(群馬県のイン
ターブリター)

群木育04-27号 加藤 深雪

群馬県緑のインタープリ
ター
ぐんま緑のインタープリ
ター協会
利根沼田自然を愛する会

県内全域
加藤 深雪
E-mail：miyuki0392@gmail.com

自然の中には美しいもの、楽しいもの、面白いも
の、不思議なものがいっぱいあります。自然体験
を通して、人と人の大切な繋がりのお手伝いがで
きたら、と願い活動をしています。（馬県県緑の
インタープリター NEALリーダー、公益社団法
人日本シェアリングネイチャー協会リーダー、公
益財団法人日本レクリエーション協会インストラ
クター、日本温泉地域学会温泉観光士）

群木育04-28号 竹井 真吾 緑のインタープリター 群馬県内
竹井 真吾
E-mail：teryus.g@icloud.com

日本人が暮らしの中で築きあげた木の文化やその
大切さ、ぬくもりを肌で感じること等、将来を担
う子どもたちに木育インストラクターとして伝え
て参りたい。

群木育03-24号 鎌塚 祥子

群木育03-25号 深町 尚子

群木育03-26号 杉木 雅宏

群木育04-22号 小林 慧

群木育04-29号 菅 尚子

【本名簿についてのお問い合わせ先】

環境森林部森林局林業振興課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-3240 FAX 027-223-0154
E-mail rinshin@pref.gunma.lg.jp

群馬県では、市町村や各地域の木育インストラク
ターと協力し、木育の推進を図ります。

群馬県環境森林部森林局林業振興課
TEL:027-226-3241
FAX:027-223-0154
E-mail：rinshin@pref.gunma.lg.jp

群馬県林業振興課 群馬県


