






















  

略歴

厚真町出身、伊達市在住。2000 年噴火は洞爺湖温泉小学校教員として経験。教育復興担当教員として、
学校の再開、緊急時の教育体制の確立ために全力を尽くしました。
その後、有珠火山防災副読本「火の山の響」を使用した防災教育を試みました。現在は伊達市稀府小学校
教員として、有珠山の学習に取り組んでいます。

主な活動歴

2000 年～ 2001 年　洞爺湖温泉小学校の復興担当教員として、緊急時の学校の教育体制確立にあたる
2002 年～ 2004 年　有珠火山防災副読本「火の山の響」「火の山の奏」作成検討委員
2006 年　　　　　　北海道火山防災サミット in いぶり現地実行委員
2007 年～　　　　　伊達市立稀府小学校教員として有珠山学習の実践中

得意分野

長年胆振西部を中心に小学校教員をやってきたので、学校教育関係者と顔の見える関係があり、それを生
かした活動ができると思っています。
授業の中で防災教育を行う上でのプランニングも、実践経験を生かせると思います。特に、子ども故の素
直な、しかし本質的な疑問を生かしたプランを考えられると思います。
また、2000 年噴火で被災した学校の教員だったという経験から、被害の実際を写真や動画で知らせるこ
とができると思います。さらに、災害時における学校の役割、とりわけ、心理専門家の援助を受けて行っ
た安全の確保と心のケアについても、児童・生徒へのあるべき支援の経験として語り継ぐことができると
考えています。

抱負や自己 PRなど

1977 年噴火を虻田本町地区で経験した私は、2000 年噴火直前まで山頂部で噴火するものだと思っていま
した。ところが、西山山麓で噴火したわけですから、私はただ驚くばかりでした。昭和新山の生成も知識
としては持っていましたが、いざ噴火となると、自分の経験したことが全てだと思ってしまったのでした。
また、噴火直前に学校を後にした時、「すぐに戻ってこられる」と考えてしまいました。これも、1977 年
噴火の経験を当てはめてしまった結果でした。
次の噴火で街の中心となる今の子どもたちに、私と同じ様な間違いをすることなく、有珠山をよく知って
災害をかわす知恵を持ってもらいたく、防災教育に関わってきました。
その中で，何度も何度も、有珠山の噴火現象を、現地におもむきながら、火山学者の方々から学び、さら
にはキラウエアも解説していただきながら巡り、いつの間にか火山に魅せられました。
自分自身の驚きと感動を、生き生きと伝えることができたらと思っています。

　佐茂　厚美　（さも　あつみ）

自分自身の驚きと感動を、生き生きと伝えていきたい



  

略歴

北海道壮瞥町上久保内出身、洞爺湖町在住。その後、両親の離農により伊達市に移住。
室蘭工業大学の夜学部で電気工学を学ぶ。
1977 年噴火の際は、室蘭の下宿先の窓から噴煙を目撃し、噴火を身近に感じる。
大学卒業後、虻田町に移住。虻田町（現洞爺湖町）議会議員として現在に至る。

主な活動歴

2000 年5月～11月　　

2000 年 12 月

2001 年 1 月
～ 2003 年 8 月

2001 年 4 月～

2002 年 2 月～

得意分野

災害にともなう救済・復興の現状や課題など多くの問題に直面し、実践を通して学ぶ機会を得ました。
火山がもたらす恵みとともに、噴火災害への住民の対応、まちづくりなどについて一緒に考えられる機会
を持ちたいと思います。

抱負や自己 PRなど

2000 年噴火は、長期間の避難生活を想定していない災害対策基本法や災害救助法の問題点が浮き彫りと
なりました。避難生活を余儀なくされ、多いときには長万部町から登別市までの 31 箇所の避難所を毎日
巡回し、健康、仕事、学校、借金の返済、被災した家屋の復旧など、くらしの問題が山積していました。
今後も繰り返されるであろう噴火災害に備え、行政･住民･専門家･マスコミが平時から連携･協力した減災
対策とその環境づくりに努めたいと思います。

　立野　広志　（たつの　ひろし）

行政･住民･専門家･マスコミが平時から連携･協力した減災対策とその環
境づくりに努めたい

「有珠山噴火再生住民の会」の事務局メンバーとして、住民が自ら学び、    噴火災害をプラス材料にと
らえ、関係機関とともに勉強会を継続し、その結果を提言する学習活動を行う。（述べ30回の勉強会）

泥流災害を受けた洞爺湖温泉小学校の再建をどのように行うのか。地域住民とともに複数のプラ
ンを出し合い、意見交換会「明日の小中学校の建設を考える町民意見交換会」を開催し、その結
果を行政に提言。最終的には、将来の安全を第一に、月浦地区での再建を町に提言し実現させた。

「560万人の観光地づくりﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ」を結成し、洞爺湖温泉の砂防地域を有効活用し、観光振興
に生かすため、噴火災害遺構保存の必要性や可能性について新谷融 北大教授（当時）、岡田弘 北
大教授（当時）宇井忠英 北大教授（当時）はじめ、中鉢 札幌国際大学教授の協力を得て、8回の
ﾜーｸｼｮｯﾌﾟを開催。住民・行政・学者の連携協力で4つの遺構物を保存展示することが出来た。

温泉街が全面解除された後、せっかく来町された観光客にできるだけのおもてなしを尽
くそうと、「有珠山知ろう会」を組織し、その後、「有珠山ボランティアの会」、「有珠山ガ
イドの会」と発展的に改組してきた。現在は、繁忙時のガイド活動や会の監事を担っている。

「有珠山噴火メモリアル委員会」の結成に加わり、事務局長として噴火災害の苦悩や全国
からの支援を忘れず、火山と共生するまちづくりを住民がともに協力し合い取り組んで
いくため、毎年3月31日を中心に地域ぐるみでイベントを開催。2010年で9回目となる。



  

略歴

神奈川県出身、壮瞥町在住。多摩美術大学 芸術学部 デザイン科 卒業
民間企業、JICA ボランティア（青年海外協力隊）を経て、2009 年 4 月より現職（壮瞥町職員）

主な活動歴

2009 年 4 月～　NPO法人そうべつエコミュージアム友の会　入会
2010 年 4 月～　壮瞥町総務課ジオパーク推進室勤務

得意分野

前職（民間コンサルタント会社）では、博物展示施設や科学館等の展示プランニング、演出、解説資料の
編集等をおこなっていました。ジオパークにおいても来訪者に満足していただける人的、物的両面の情報
伝達のあり方を考えていきたいと思います。

抱負や自己 PRなど

ジオパークには、防災・減災教育や地域の魅力を伝える担い手として、マイスターの存在は欠かせないと
考えます。また、マイスターにとっても、ジオパークは活躍の場を提供するものです。
このジオパークとマイスターの連携を活かしながら、次代を担う子どもたちを含めた地域の住民、国内外
からの観光客、火山防災の視察旅行参加者など、多くの人に有珠山の特性と周辺の魅力を効果的に紹介す
る活動により、数十年おきに噴火を繰り返す火山と、人の暮らしが近接した場所で共存している、世界的
にも珍しいこの地域の特徴と魅力を内外に発信していきたいです。

　加賀谷　にれ　（かがや　にれ）

世界的にも珍しい洞爺湖有珠山地域の特徴と魅力を内外に発信していきたい



  

略歴

岩手県出身、伊達市在住。大学時代に地質学の基礎を学び、その後北海道公立小中学校事務職員として採
用され現在に至る。2000 年には伊達市内勤務校において噴火災害体験。また、パソコン分野においては
伊達市市民講座、壮瞥町 IT講座を始め、講師歴多数。

主な活動歴

2000 年　勤務校が避難所となり、児童生徒や地域住民への対応を学ぶ。
2000 年　学校関係者に対し噴火災害および対応への調査を実施。その結果を基に、「学校現場から見た　
　　　　有珠山噴火災害及びその考察」（有珠山噴火災害マニュアル：A4版約 60 ページ）を作成、配布。
2001 年　北海道公立小中学校事務職員研究大会小樽大会において、調査結果を基に 2000 年噴火におけ　
　　　　る学校現場の実情を発表。

得意分野

パソコン関連の知識を生かして情報の収集および発信を行っていき、それにより人々の記憶が風化しない
よう、そして少しでも興味を持っていただいて防災に役立ててもらえるよう、力になれるかと思います。

抱負や自己 PRなど

2000 年噴火の際、「学校で何が起こったのか」「どのような対応をしたか」「どうすればよかったか」を関
係者へのアンケートにより調査しました。火山活動が起こった際、ほぼ間違いなく避難所となる学校、そ
してバラバラとなってしまう子どもたち。次の来るべき噴火において、問題となったことが少しでも解決
するよう、力添えができればと思います。また、学校関係者や子どもたちのために地域の歴史を織り交ぜ
ながら、火山活動に関する知識・経験そして知恵を伝えていきたいと考えています。

　阿部　秀彦　（あべ　ひでひこ）

学校に勤務する者として、次世代を担う子どもたちのために何ができる
かを問い続けたい



略歴

北海道旭川市出身、洞爺湖町在住。写真家、映像作家。2007 年 9 月、洞爺湖のウチダザリガニを水中撮
影したのをきっかけに、洞爺湖町に移住。以来、洞爺湖とその周辺地域の「原風景」を求めることをライ
フワークの一つとして撮影・創作活動を続けている。

主な活動歴

■写真展
2007 年 12月　「水『中』の駅を訪ねて」（とうや水の駅）
2008 年  1 月　「水『中』の駅を訪ねて」（洞爺湖ビジターセンター）
2008 年  3 月　「水『中』の駅を訪ねて」（洞爺湖町役場 1F ロビー）
2009 年 11月　「洞爺湖物語」（洞爺湖ビジターセンター）
2009 年 12月　「洞爺湖物語」（札幌NHKギャラリー）

■講   師
2008 年　4月　環境学習会 ( 環境省北海道地方環境事務所主催 )
2008 年　7月　環境学習会 ( 環境省北海道地方環境事務所主催 )
2008 年 12月　講演：「環境ＮＰＯで果たす写真家の役割」／かでる 27( 札幌市 )
2009 年 11月　壮瞥中学校 総合学習授業
2010 年　7月　滝川高校 課外授業
2010 年 12月　とうや小学校

■その他
2009 年 12月　音楽 CD「洞爺湖物語」の企画・制作
　　　　　　　HD映像作品　「洞爺湖物語」の上映 ( 洞爺湖町・壮瞥町・札幌市・江別市など多数 )
2010 年　1月　壮瞥町に田中正文洞爺湖写真館を開設

得意分野

■撮影     スチールからハイビジョンムービーまで、宇宙空間と人体内部以外のほとんどの撮影を経験し、
　　　　空中撮影を得意とし、水中撮影をスペシャルティーとする。潜水士免許。スキューバダイビング
　　　　指導員資格。閉鎖循環式潜水器具使用者認定。
■制作     文筆、雑誌編集、映像編集、脚本・シナリオ制作、ホームページ制作、マルチメディア制作
■学術     東西哲学、禅　( 大正大学哲学会員、比較思想学会員 )

抱負や自己 PRなど

自分の意識と感性、技術を生かしきるものとして 2011 年 4 月～ 6月をいずれも目標に、現在制作途中の
音楽・映像DVD作品「洞爺湖物語」と、英・日・中 3ヶ国語による洞爺湖の写真解説本、民間による洞
爺湖有珠山ジオパーク関連ポータルサイトをそれぞれ完成させ、これらクロスメディアを通し洞爺湖有珠
山ジオパークを広く内外に発信したいと考えています。

　田中　正文（たなか　まさふみ）

クロスメディアを通し洞爺湖有珠山ジオパークを広く内外に発信したい



  

略歴

東京都出身、伊達市在住。北海道大学精密工学科卒業。在学中は、ワンダーフォーゲル部に所属し、北海
道の山野を巡る。卒業後、キヤノン（株）にて複写機やファクシミリの開発に従事する。2007年定年退職後、
横浜市から伊達市に移住。

主な活動歴

2009 ～ 2010 年 伊達長生大学（生涯学習組織）にて「伊達に暮らして」のタイトルで近郊の自然などを紹介
2010 年 壮瞥「ジオパークで町づくり」活動に参加。冬のフットパスを研究する実地活動
 裏千家茶道北海道支部大会で「伊達の自然」について講演
2010 年～ 「壮瞥エコミュージアム友の会」に入り、諸活動に参加。体験レポートを発表
 「オロフレのスノーハイク」、「昭和新山の春」、「有珠山の山頂へ」、「洞爺湖中島の散策」、 
 「有珠山噴火から 10 年」、「ポロノットの森」など

得意分野

散歩や山行など自然の中を歩き回ること。
そんな中で感じたことを、文章やスケッチでまとめていくこと。
人との交わり（お酒が入った席なら、なお饒舌になる）。
「坂の上の雲」司馬遼太郎著　感銘を受けた所を語ること。

抱負や自己 PRなど

伊達に住んで、近くの丘の上や川沿い、町の中などをよく散歩する。また、近郊の有珠山、紋別岳、稀府岳、
室蘭岳、オロフレ山、徳舜瞥山、ニセコの山々などの山行に出かけている。
こうして自然の中を歩いて感じる四季の移ろいなどをエッセーにまとめたり、そこにスケッチの絵を加え
たりして、知人、友人に発信している。西胆振の
情報サイト「むしゃなび」に「伊達スケッチ便り」
というコーナーを設けていただき、同様の発信を
続けている。
今後は、洞爺湖、有珠山の周りで生活してきた人々
の営みや開拓の歴史などを勉強して行きたい。
また、この地域の豊かな景観や物成りについて発
信して、観光や地域活性化のお手伝いをして行き
たいと思っている。
自分の体験を文章や写真、絵を使いながらまとめ
て、この地域の魅力を発信して行く役割を担いた
い。

　池田　武史　（いけだ　たけし）

この地域の魅力を発信して行く役割を担いたい



  

略歴

壮瞥町出身、壮瞥町在住。高校時代まで壮瞥町で過ごし、１２歳の時に１９７７噴火に遭遇（東丸山の麓
で噴煙を首が痛くなるまで見上げ続けました）。旅行会社勤務の後、壮瞥町への思い断ちがたく、平成
２１年１月壮瞥町に戻って参りました。
軽妙な語り口はミマツワールドと呼ばれ、父三松三朗譲りです。

主な活動歴

旅行会社時代に北海道南西沖地震に遭遇、（函館支店勤務）奥尻島からのツアー客救出・現地対応用務にあたる。
旅行会社時代に有珠山宿泊研修を販売・送客
２００９年  １月～２０１１年６月　壮瞥町役場総務課防災担当
２０１０年１０月　有珠火山防災協議会主催総合防災訓練参加
エコミュージアム友の会（ジオパーク友の会）会員

得意分野

昭和新山・１９７７噴火での避難体験、行政の立場からの防災対応、被災地支援（宮城県山元町災害派遣経験）
山菜・キノコ・アウトドア関係・料理・植生・修学旅行対応・元旅行会社の営業経験からのツアーコーディネート・
ツアーハンドリングなど

抱負や自己 PRなど

幼少の頃、故三松正夫の膝の上で朝食を食べ、朝晩温泉に浸かる生活が当たり前でありました。大学・社
会人と壮瞥町を離れておりましたが、里帰りのたびに、故郷の美しさを見つめなおし、Uターンしました。
夕暮れ時の有珠山の稜線やオロフレ山や徳舜瞥岳の朝焼けなど、心震えるような美しい景色を見ていれば、
人間の小ささを再認識いたします。
さて、２０００年噴火を実体験できなかったのは、つくづく心残りでありますが、私たちの世代の義務は
先人が築いた知識や記録を風化させずに次の世代へバトンを受け継ぐことにあると思います。
人間は嫌なことは忘れようとしますが、火山と人間の共生は、いやな記憶ではなく、自然の驚異や神秘と
して面白く、わかりやすく語り継ぐことが大切だと思います。私は得意の説明能力を駆使し、ここを訪れ
る人たちに当地の素晴らしさと自然の素晴らしさと火山との共生を伝えていきたいと思います。

　三松　靖志　（みまつ　やすし）

当地の素晴らしさと火山との共生を伝えていきたい



  

略歴

室蘭市出身、壮瞥町在住。壮瞥町で出生しましたが、室蘭市で高校生まで過ごし、その後、白老町へ。
白老町で就職し、平成１９年職場の異動で壮瞥町へ。

主な活動歴

２００７年　そうべつエコミュージアム友の会　入会

得意分野

仕事で町内を巡回することが多いので、地域住民や企業へ、次におこる噴火において火山活動に関する情
報を伝えたり、噴火体験者からの声を聞いたりと、火山とうまく付きあっていく方法を一緒に考えていき
ます。

抱負や自己 PRなど

何十年おきにおこる噴火。人はどんなひどい災害に逢っても時がたつと、忘れていきます。
その記憶を風化させてしまわないように、そして、私達が住んでいる町は、火山の上にあり、絶景ポイント、
火山の恵など、火山と共生しているということを自らの言葉で広く伝えていきたいと思っております。

　松本　ありさ　（まつもと　ありさ）

火山と共生しているということを自らの言葉で広く伝えていきたい



　飯田　理　（いいだ　おさむ）

地域の魅力を多くの人に伝えていきたい

  

略歴

静岡県出身、洞爺湖町在住。2004 年より洞爺ガイドセンターに在籍し、洞爺湖・中島や有珠山をフィー
ルドにガイド活動を行っています。

主な活動歴

2004 年～　洞爺湖・中島でのガイドツアーの実施
2005 年～　西山山麓火口遊歩道でのガイドツアーの実施
2006 年～　有珠山ロープウェイでのガイドツアーの実施
2007 年～　金毘羅火口フットパス・遺構公園でのガイドツアーの実施

得意分野

野外でのガイド業務を専門に活動しています。
自然の素晴らしさや面白さを伝えるために、参加者により興味を持ってもらえるようなガイディングの技
術を磨いています。
主な活動フィールドは洞爺湖・中島や有珠山で、エゾシカの生態や森の生き物の繋がり、火山の力やそこ
に住む人々の思いなど、地域の魅力を多くの人に伝えていきたいと思っています。

抱負や自己 PRなど

洞爺湖に移り住んで 7 年、多くの方々に洞爺湖や有珠山にまつわる様々なことを教えて頂いてきました。
これからもこの地域の魅力を伝えるために必要なことを学んでいきたいと思っています。



　菅野　三知博　（かんの　みつひろ）

ルールとマナーに基づく行動指針や情報を地域に発信したい

  

略歴

豊浦町豊住出身、室蘭市中島町在住。（株）日本製鋼所並びに関連会社を約 45 年の勤務を経て定年退職。
自然との関わりを大事にしたい気持ちから、2010 年「室蘭ネイチャーオフィス」（北海道山岳ガイド協会
登録）を設立し、楽しい登山と自然からの癒しを楽しんでいます。

主な活動歴

室蘭市山岳遭難救助隊
室蘭市消防団第 9分団長
北海道アウトドアガイド山岳主任審査員
環境省自然公園指導員
室蘭山岳連盟副会長
室蘭市スポーツ推進委員会副委員長（旧体育指導委員会 )
1979 年　パキスタン国ヒスパー「プマリキッシュ 7492ｍ」登頂
2010 年　昭和新山登山学習会 企画・案内、有珠山登山学習会 支援

得意分野

16 歳から登山を趣味とし、46 年間、沢山の事を学ばせて頂きました。遭難救助隊や消防団の活動からは
防災を、自然界からはルールとマナー、生きていく術を学び、達成感と楽しさを体験してきました。

・災害と救助が身近にある事をふまえたリスク判断と救助技術

・危険を察知する経験と現代的機器を利用した危険回避技術

抱負や自己 PRなど

「火山の恵みの共有と防災」を正しく理解し、ルールとマナーに基づく行動指針や情報を地域に発信した
いです。1977-78 年噴火で、大地が起こす噴火の大きさを体感し、私の有珠火山とのお付き合いが始まり
ました。また 2000 年噴火での避難状況（室蘭市体育館）を見る事で、防災の大切さを痛感しました。身
近にある、このすばらしい “生涯の友”（洞爺湖や有珠火山）に関する自然と防災を、私の持っている知
識と組織を有効に活用し、正しく世間に伝承したいと思います。



  

略歴

壮瞥町出身・在住。虻田商業高校卒業後、昭和新山山麓の土産品店に勤務。（1977・2000 年噴火体験）
定年退職後、平成 23 年 4月より、そうべつ観光協会にお世話になっております。

主な活動歴

1972 年～現在 壮瞥消防団入団　1977・2000 年噴火前後対応
2012 年 ＮＰＯ法人有珠山周辺地域ジオパーク友の会 入会

得意分野

・洞爺湖の恵み、役割
・昭和新山の生い立ち、その当時の時代背景
・火砕流台地について

抱負や自己 PRなど

この町（壮瞥町）以外で暮らした事のない私ですが、祖母・両親・親類に聞いた話、それにも増して今
80 才以上の多くの知人より教えていただいた事を自分なりに勉強し考え、次の世代の人達に、この地域
に暮らす事がいかに楽しく恵まれている事かを伝える語り部になりたいと思っています。

　毛利　貞秀　（もうり　さだよし）

ここは楽しい、また来たいと思ってもらえる、地域の魅力を伝えていき
たい。



  

略歴

壮瞥町出身、壮瞥町在住。有珠山や洞爺湖の自然に囲まれて幼少期を過ごす。10 歳のとき有珠山噴火を
経験。小中学校で防災教育を受ける。

主な活動歴

高校時に避難所生活に関する論文を執筆。
2013 年より有珠山ロープウエイにて観光客向けのガイドを担当。
ジオパーク友の会 会員。

抱負や自己 PRなど

わたしは 2000 年の有珠山噴火の際、10 歳でした。当時は噴火災害がどのようなものかの知識もなく、親
の言うままに避難の準備をし、何もわからない状態で家を離れました。前兆地震の大きな揺れや地響きが
たえず、恐怖と不安を感じた記憶が鮮明に残っています。　
噴火が落ち着き学校が再開すると、噴火に対する防災教育が増えていきました。火口見学などを通して知っ
た災害の大きさや漠然とした恐怖は、備えることの重要さを浮き彫りにし、噴火災害の正しい知識が必要
だということに気づいていきました。そこに火山マイスターという存在が誕生し、平時にこそ準備をする
という体制づくりは非常に意義があると感じます。
有珠山の周辺に住む人々の意識も変わり、噴火に対する悪い思い込みが以前よりも少なくなったようにも
感じます。それと同時に、まだまだわかっていないことや、足りていない、もしくはもっと対策をしてい
くべきことがたくさんあると思います。また、有珠山噴火の際になされている対策や、避難の経験がほか
の地域でも活かせるように、考えていくことも可能なのではないでしょうか。　
次回の噴火が 2000 年噴火と同じようにうまくいくとは限りません。しかしもうすぐに、有珠山は次の活
動時期に入ります。その際にあわてることなく、また噴火による犠牲者を出さないために、若い世代が地
域を担えるような取り組みをしていくべきだと考えました。

　川南　結（かわみなみ　ゆい）

次回の噴火対応が 2000 年噴火と同じようにうまくいくとは限りません
若い世代が地域を担えるような取り組みをしていくべきだと考えます



  

略歴

旧虻田町出身、洞爺湖町洞爺湖温泉在住。1977 年噴火では高校生として噴火災害体験。大学卒業後、証
券会社に勤務しアメリカ留学、シンガポール駐在。バブル経済崩壊後、日本に帰国し札幌市で学習塾経営。
30 数年ぶりに地元に戻り洞爺湖町議会議員として現在に至る。

主な活動歴

1977 年　噴火災害体験
2010 年　火山防災学習会への参加を始める
2011 年　火山サポーター登録、火山マイスター講座等受講
2012 年　火山マイスターネットワークの学習ツアー等に参加

得意分野

マラソン、ウォーキングが趣味なので、ジオパークの新たな見どころをスポーツツーリズムの視点で発見
し、海外勤務の経験を活かし日本語、英語で対応しながら地元の良さを伝えたい。また、学習塾を 13 年
間経営していたので修学旅行生とジオ学習について考えていきたいと思います。

抱負や自己 PRなど

洞爺湖有珠山ジオパークは、環境問題、防災・減災教育、エネルギー学習、縄文文化などいろいろな観点
から学び、楽しめる空間だと思います。
悠久の歴史から火山活動を学ぶだけでなく、今の変動する大地から学ぶステージがこのジオパークにはあ
る。特に北海道有数の観光地を抱えるこの地域に来る多くの外国人観光客に正確な情報を伝えていきたい。
また、観光、農業、漁業を基盤にするこの地域の人々の生業に多大な影響を与える噴火活動について、防
災対策から減災対策への意識変革を地域住民にお伝えしたいと思います。

　下道　英明（しもみち　ひであき）

地域の人々に防災対策から減災対策への意識変革を、多くの来訪者、特に
外国人観光客には正確な情報を伝えたい



  

略歴

静岡県富士市（富士山の麓）出身、壮瞥町（壮瞥温泉）在住。2003 年、37 年間過ごした大阪より昭和新
山の麓に移住。現在、米、野菜、暖房用燃料のほとんどを自給している。

主な活動歴

2004 年～　そうべつエコミュージアム友の会（現ＮＰＯ法人有珠山周辺地域ジオパーク友の会）に入会し、
　　　　　  会主催のほとんどの催しに参加。
2010 年～　壮瞥町の火山マイスターによる「ジオパークで町づくり」活動に参加し、冬のフットパスを
　　　　　  開発する実地活動を行う。
2013 年～　有珠山ロープウェイガイド活動に参加。

得意分野

登山を趣味としてきたので、登山道の整備補修は得意で、オロフレ登山道や昭和新山の周回コース整備に
は楽しんで参加している。また自給自足的生活を目指してきたので、樹木の伐採、草刈りなどは日常の仕
事であり、ジオサイトの整備にはこれからも役にたてると思う。

抱負や自己 PRなど

有珠山に最も近い地区の住民としての私の第一の課題は、地区住民の皆さんとともに次の噴火を無事乗り
越えることである。そのために、正確な知識を持ち、敏捷に行動できる体力や危険を察知する能力が衰え
ないよう日々努力していきたい。
訪れる人たちには、当地区の 100 年以上にわたる火山との付き合いの歴史を伝えたい。
ジオサイトの自然劣化・植生回復をコントロールする問題が今後出てくると思われるので、維持管理にか
かわりながらこの問題を考えていきたい。藪山歩きを趣味としてきたので、かくれたジオサイトの発掘と
トレイルの踏破調査、また廃道復活にも積極的にかかわりたい。

　鈴木　龍夫（すずき　たつお）

かくれたジオサイトを発掘し、トレイルを工夫し、すべて歩いて
まわれるジオパークに！



  

略歴

東京都出身、壮瞥町在住。アメリカ短期留学後派遣のホテルマンとして働く傍ら、留学やインターンシッ
プを通してたくさんの国を訪れました。東京の生活に比べ、自然との関わり合いが深い他国のライフスタ
イルに惹かれ、いったんは外国への移住も考えましたが、スノーボードをきっかけに北海道にたどり着き、
その自然の大きさに魅せられ現在に至ります。

主な活動歴

有珠山ロープウェイ遊歩道案内ガイドとして、他県からいらっしゃるお客様に洞爺湖と有珠火山の魅力を
存分に楽しんでいただけるよう、日々勉強・工夫しています。
ジオパーク友の会 会員

得意分野

ヨガ：全米ヨガアライアンス　認定インストラクター
スノーボード：日本スノーボード協会　公認インストラクター
山登り（気分転換）

抱負や自己 PRなど

『あるがままに』
山はただそこにあり続け、たくさんの不都合があろうとも人はそこに住み続ける。

『陰と陽・表裏一体』
与えてくれる恵みが大きい分だけ、被る被害も甚大な『災害大国日本』
人が創った街の中で生活していると『災害』とは非現実的でとても恐ろしいもの。ただ、自然災害とは本
来、自然の『活動』、あるべき姿。
起こるかもしれないこととして受け入れつつそこに居続ける、『土地』との共生。
● 内なる熱い部分と直でつながっている洞爺湖・有珠火山
● 火山に関わる熱い人々の昔と今
● 尊い恵みの数々
地球の息吹を身近に感じて、『愛すべき日本』の姿をほんの少し思い出していただけたら嬉しいです。
火山は地球の内部へと続く窓。『生きている地球』の活動とそこに『関わる人々の熱い気持ち』を、一緒
に体感しましょう。

　高橋　祐子（たかはし　ゆうこ）

「生きている地球」の活動とそこに「関わる人々の熱い気持ち」を、一緒
に体感しましょう



  

略歴

地球（北米地域、カリフォルニア州サンディエゴ）出身、壮瞥温泉在住。
1987 年～ 1993 年　米国空軍にて、火災救助隊員、救命士
1994 年～ 1997 年　青森県十和田市にて幼稚園教師、児童養護助士
1997 年～ 2002 年　青森県十和田市教育委員会にて、小学校英語教師
2002 年～ 2008 年　 北海道伊達市（※当時、現在は豊浦町）NPO 法人シュタイナースクールいずみの学校にて、
　　　　　　　　　 英語教師及び青空教室指導員
2008 年～                    壮瞥町教育委員会にて、外国語指導助手（英語教師）兼通訳、課外活動指導

主な活動歴

・壮瞥町教育委員会の一員として防災学習や壮瞥町子ども郷土史講座に参加。
・洞爺湖有珠山ジオパークの世界認定に伴い、案内看板やパンフレット等の翻訳業務に従事。

得意分野

英語のネイティブスピーカーであり、ネイチャーセラピーや野外サバイバル術に詳しく、また、基本的
応急処置の心得やライフガード・水泳インストラクターの経験もあります。

抱負や自己 PRなど

子供の頃から野宿をしながら自然散策や野外探険を続けてきました。そんな愛する大地の魅力を、子供か
ら大人まで、もちろん他の国の方々とも、大いに分かち合っていきたい。特に、子どもたちが大自然との
接点を多く持ち、好奇心や健康を育み、恐怖や不安に立ち向かう強さを身につけていく手助けをしたいと
考えています。子供たちには、自然における逆境での経験と、あらゆるものが繋がりあっていることへの
気づきの中で生きてほしいと願っています。
また、私たちが向き合っている自然の危険を知り火山災害に冷静に対処していくことの大切さを、学び、
伝えていきたいとも考えています。
季節や時間を問わず、皆さんと一緒にのんびりと経験や興味をシェアしていきたいです。

『生きている地球』に深い尊敬の念を抱きながら、この美しい地域を守っていきましょう。
 
I have been exploring the wilderness and bivouacking since junior high school and am passionate about 
sharing this land we love with children or adults, and of course with those from other countries. My 
highest ambition would be to help children get back in contact with nature, regain their wonder and 
well-being, overcome fears, and live their lives strengthened by experiences with adversity in nature and 
an awareness of the interconnection of all things. I also hope to help people know about the dangers and 
volcanic disasters that we face and why and how we can react to them calmly.    
Let`s get together at any hour or season for a saunter or to share our experiences and interests. And may 
we all preserve this beautiful area and feel reverence for the living Earth.

　Douglas  Newton（ダグラス ニュートン）

子どもの心の再発見と、自然の神秘の感動を広げていきたい
Rediscover childhood passions and be moved by the mysteries of nature...



  

略歴

鹿児島県出身、洞爺湖町洞爺町在住。札幌の専門学校で動物・植物のことを学び、北海道の野生動物調査
の仕事に携わる。洞爺湖中島にはその頃から縁があり、洞爺湖でカヌー・トレッキングガイドの仕事に就
くのを機に洞爺湖へ移り住む。現在はアウトドアガイドと野生動物の調査業を仕事として活動している。

主な活動歴

2002 年～　洞爺湖周辺地域でのカヌー・火山ガイドの実施
2004 年～　北洞爺湖地区での鳥類相調査
2012 年～　洞爺湖有珠山地区でのジオパークガイドプログラムの作成
ジオパーク友の会 会員

得意分野

洞爺湖でのカヌーガイド、中島や有珠山などのトレッキングガイドなど、洞爺湖の魅力をより楽しく感じ
ていただけるようにプログラムを考え、提供しています。
好きな分野は野生動物。特に鳥類は得意分野です。

抱負や自己 PRなど

洞爺湖のことを知れば知るほど、火山との関わりが見えてくる。動物・植物、地形、気象、、、
ここに住んでいる人々の生活も含めて、様々なものと火山との繋がりをとても興味深く感じています。
自分で感じた面白い！すごい！をわかりやすく、楽しく伝えることができるよう、様々な分野にチャレン
ジし、精進していきたいと思います。

　福島　豪（ふくしま　ごう）

自分で感じた面白い！すごい！をわかりやすく、楽しく伝えたい















  

略歴

主な活動歴

抱負や自己 PRなど

洞爺湖・有珠山に関する知識を深く正しく身につけ、この地域の素晴ら
しさを地域内外の方々に伝えていきたい。

　江川　理恵（えがわ　りえ）

行動力・瞬発力・持久力そして根性には自信がある、今は化石のスポ根系です。この持ち味を生かし、フットワー
クを軽く、フィールドワークを大切に、どんどん動き回りたいと思っています。そのために、まずは洞爺湖・有珠山
地域を深く正しく知り、次の噴火の際に防災の地域リーダーとして何ができるかを考えつつ、この地域の素晴ら
しさを自分なりに出来る事を実践して守りながら、同時に地域内外の方々にも伝えて行く努力をし続ける事を、
洞爺湖有珠火山マイスターとして、これからの私の人生のライフワークにしていこうと考えています。　　　　　

得意分野

岡山県出身、伊達市在住。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
幼い頃よりNHKの「自然のアルバム」や「兼高かおるの世界の旅」を観るのが大好きな子供でした。野原や森に
出掛けるときは、いつも植物図鑑や昆虫図鑑を持参していたほど、植物や生き物に興味を持っていました。また
小学生のころから山登りは好きでしたが、大人になってからは山小屋の番人になりたい！と思うほどの登山好き
でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
若い頃、観光業界を目指して勉強していた時期もありましたが、事情により諦めました。が、とにもかくにも現在
にいたるまで、じっとしている事が最も苦痛、自然の中で動き回る事が大好きな私です。　　　　　　　　　　
それにしても、最近の自分ときたら、まるで子供のころに戻ってしまったような行動ぶりです。　　　　　　　　

有珠山には何度となく登っています。有珠の海にも30年前より数えきれないほど通いました。もちろん洞爺湖も
しかり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2001年冬より、ルスツリゾートにおいてスキーインストラクター（SAJ）として勤務　　　　　　　　　　　　　
2008年冬より、ニセコでテレマークスキー指導員（TAJ）として稼働　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2014年5月より、ウィンザーホテル　アウトドアアクティビティー部門において、洞爺湖中島・2000年遺構のガイ
ド・ホテル敷地内カート遊覧によるガイド・マウンテンバイクガイド・セグウェイインストラクターなどとして非常
勤勤務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

スポーツ全般→登山・スキー＆テレマークスキー（バックカントリーも）・バスケットボール・テニス・マラソン・サ
ーフィン・サイクリング・スキューバダイビング（ライセンスはありますが、現在はしていません）・釣り・浮き球野
球（ご存知ですかか？）…つまり一言で言えば「おてんば」です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
野草が大好きで、名前を覚えるのは得意です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
カフェを経営しているので、一応、料理とお菓子作りは得意なのだと思います。　　　　　　　　　　　　　　



  

略歴

主な活動歴

抱負や自己 PRなど

人間と自然との付き合い方を多くの方々に発信していきたい。また、
住民みんなで、洞爺湖や有珠山のことを発信できるような街にしたい。

　安藤　達哉（あんどう　たつや）

2009年　　洞爺湖の水環境とウチダザリガニの関係性について研究
2010年　　地球環境の現状を伝えようと環境教育を実施
2012年　　洞爺湖ビジターセンター・火山科学館の自然体験活動担当として勤務
　　　　　 訪れる方々（主に修学旅行生）に館内や野外で火山や自然のことについてガイド

洞爺湖有珠山ジオパークは人間と自然がうまく共生できている地域だと思います。私はこの地の有珠山噴火を
例にして、人間と自然との付き合い方について発信していきたいと考えています。そのためには、なるべく多くの
方々に発信していくことが必要です。これから私は興味を引きつける楽しそうな企画やポスターを作っていこう
と考えています。そして、地域の子どもたちにも当地の魅力を改めて認識してもらい、将来はここに訪れる人に対
して住民みんなで、洞爺湖や有珠山のことを発信できるような街にするのが私の目標です。　　　　　　　　

札幌市出身、洞爺湖町在住。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
酪農学園大学環境システム学部生命環境学科で自然環境について学び、洞爺湖の水環境に関する研究を行い
ました。その後研究生として同学科に在学し各地で環境教育を実践、2012年より、洞爺湖ビジターセンター・火
山科学館の自然体験活動担当職員として勤務しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

得意分野

体を動かして自然を感じるのが大好きです。普段は支笏洞爺国立公園の自然情報を発信する仕事を行っている
ので、洞爺湖周辺の自然については詳しいと思います。また、火山や自然のことを楽しく分かりやすくつたえるた
めの方法を日々研究しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



  

略歴

主な活動歴

抱負や自己 PRなど

噴火に関する正しい知識と経験、そして有珠山周辺地域の素晴らしさを
積極的に伝えていきたい。

　伊藤　修（いとう　おさむ）

2000年  3月～　  室蘭市にて2000年噴火を体験
2012年10月～　  勤務校のとうや小学校にて「有珠山噴火による津波想定避難訓練」の計画・実施
　　　　　　　   （西胆振消防組合・洞爺中学校と連携）
2014年  9月～　  洞爺湖町社会科副読本編集委員として、副読本「とうやこ」の一部執筆
　　　　　　　　（有珠山噴火による浄水場被害、明治以降の噴火の歴史、新たに「ミマツダイヤグラム
　　　　　　　　　について加筆）
2015年  2月～　  宇井教授による座学に参加（同時に火山サポーター登録）
2015年  7月～　  阿部マイスターによる野外学習会（中島フットパス）に参加
　　　　　　　   宇井教授による「マイスタースキルアップ講座」に参加
2015年  8月～　  阿部マイスターによる有珠山周辺地域学習会（26か所）に参加
　　　　　　　   阿部マイスターによる野外学習会にて昭和新山に初登頂
2015年  9月～　  マイスター養成講座（2日間）に参加
2015年10月～　  先輩マイスターによる自主勉強会に参加

洞爺湖と有珠山を望むこの地域は、火山の恩恵を十分に受けています。温泉や美味しい野菜、美しい風景などで
す。一方で噴火の恐ろしさや教訓は、時が経つにつれて忘れられていく傾向にあるのも事実です。この地域で小
学校の教員をしている私にとって、これから大人となり、将来必ず起こる噴火時に実際に活動を行うことになる
であろう子ども達に、正しい知識と経験を伝えていくことは、私にとっての責務であると感じています。この活動
を通して学んだ地球のダイナミズムを感じ取ることができるこの有珠山地域の素晴らしさを自分が縁する子ど
も達や地域の方々に積極的に伝えて行きたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉県出身、伊達市在住。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
子どもの頃に宇宙と地球・自然科学・歴史などへの興味を持つ。千葉県立千葉西高等学校普通科在学時に地学
の基礎を学ぶ。1991年より胆振管内の小学校（伊達市・室蘭市・洞爺湖町）に勤務し現在に至る。　　　　　　

得意分野

声が大きいこと。オーバーなくらいの表現力。「雨ニモ負ケズ」にしゃべること…くらいなものです。
この分野についてはまだまだ知らないことばかりです。仕事の関係上、初心者にも噛み砕いて分かりやすく伝え
ることは比較的得意かと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
その他～合気道歴10年、書道歴10年、子ども会指導者免許、プロジェクトWETエデュケーター、軟式野球公認審
判員2級、野球観戦（広島カープファン歴40年）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



  

略歴

主な活動歴

抱負や自己 PRなど

世界中の人々が憧れる大地、北海道。そして、大好きな洞爺湖と有珠山。
この素晴らしい自然と、貴重な地球資源の保全、火山と人々との共生への
ボランティア活動を、今後のライフワークとしてゆきます。

　後藤　信二（ごとう　しんじ）

2014年4月　　洞爺湖町　環境審議会委員
2014年8月　　有珠山ロープウェイ入社
2014年9月　　有珠山周辺地域ジオパーク友の会に入会
2015年5月～　有珠山ロープウェイガイドツアー
2015年5月　　洞爺湖町　まち、ひと、しごと創生有識者会議委員

東京では、自宅の窓から外を眺めると、人の行列が歩いていました。洞爺湖町の自宅からは、洞爺湖が一望でき、
エゾリスやエゾシカ、キタキツネが生活しています。この素晴らしい自然と、貴重な地球資源の保全、火山と人々
との共生へのボランティア活動を今後のライフワークとしてゆきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　
具体的には、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
①洞爺湖有珠山ジオパークの知識を常に深めていく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②地域との絆をさらに深めていく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③伝える相手に合わせた技術を取得していく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　障がい者等の生活弱者に優しいVM（火山マイスター）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　外国の方々に優しいVM　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
④子供たちへの語り部となっていく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　子供たちは、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　「言葉の体温」を通して命の温もりを知る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　「声の響き」を通して喜びや悲しみ、命のかけがえなさを感じ取る。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　→農家の方々が豊かな実りを願って種を蒔く様に、「防災と平和の種」を蒔いていきたい。　　　　　　　

東京都出身、洞爺湖町在住。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
航空工学を専攻するも、オイルショック（死語？）で希望の航空業界に進めず、金融機関システムエンジニアの道
を歩む。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2014年3月、定年退職までの我慢ができず早期退職、長年憧れの大地、北海道洞爺湖町に、東京から夫婦のみで
移住（2015年1月、長女家族も東京から洞爺町に）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ワカサリゾート（有珠山ロープウェイ）入社をきっかけに、洞爺湖有珠山ジオパークのとりこになる。　　　　　

得意分野

マリンダイビング、小型船舶操縦士、自家用飛行機操縦士、大型自動車、応急手当普及員（講習会の開催等）、介
護職員初任者研修、アマチュア無線通信士（JF1HRN）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



  

略歴

主な活動歴

抱負や自己 PRなど

　大越　正史（おおこし　まさふみ）

小学校教師というのは、よく言えば何でもできる、何でもやる。裏を返せば、何事にも中途半端、器用貧乏。その
中途半端だった私が、有珠山の魅力に取りつかれ、マイスターになったことに、正直驚いています。合格してまず
思ったこと、それは、「もっと有珠山のことを知りたい！」「もっと火山の勉強がしたい！」  
2000年噴火から2年後の虻田小学校に赴任、遠足で西山、金比羅山を散策させてもらったり、学級レクで昭和新
山に登らせてもらったり、地域参観日にキッチン火山実験をしてもらったり、マイスターの方々には、本当にお世
話になりました。今度は、マイスターという立場で、活動の幅をさらに広げていけると思います。未来を担う子ど
も達に、有珠山の素晴らしさを伝えたい、自然と共生する生き方を教えたい、そして、自分たちの生まれた故郷、
洞爺を愛する心を育てたいと思っています。

得意分野

神奈川県出身、洞爺湖町在住。
学生時代、友人と『青春18きっぷ』で、全道を2週間ほど旅行し、北海道の大自然に魅せられました。しかし、その
時はまだ、北海道での生活が待っていようとは、夢にも思っていませんでした。1989年、いくつかうけた教員採用
試験で、北海道だけ合格。北野広大にあこがれ単身北海道へ。室蘭栄高校定時制、登別市立若草小学校を経て、
2002年、洞爺湖町立（当時は虻田町立）虻田小学校に赴任しました。
　　　　　　　

・1977年噴火     中学校１年夏休みの自由研究『有珠山噴火の新聞記事の切り抜き』
・2000年噴火     室蘭市にて噴火を体験。
・2002年             虻田町立虻田小学校赴任。５年総合的な学習の時間『有珠山と共に生きる』実施。
・2009年            ４年総合的な学習の時間『入江貝塚へＧＯ！』実施。
・2011年             火山サポーター登録。
・2013年            ４年総合的な学習の時間『有珠山調べ隊』実施。学級レク『昭和新山登山』実施。

得意と言うよりただ好きなだけですが…
・スポーツ    小中高はサッカー、バスケットボール、水泳。教員になってからは、バドミントン部、バスケ部の顧問   
                      を経験。
・音楽            周りの迷惑かえりみず、ギター片手に教室で熱唱。現在、和太鼓少年団『虻太鼓』の顧問をしています。
・生き物        現在、教室の水槽でウグイ、モツゴ、ウキゴリ、ドジョウ、スジエビ、エゾサンショウウオ、ヤゴ、温泉グッ
　　　　      ピー、クワガタ、カブトムシ（幼虫）を飼育中。※洞爺湖で採った生き物ではありません。
　　　　　　　　　　　　　　

未来を担う子ども達に、有珠山の素晴らしさを伝えたい、自然と共生する生き
方を教えたい、そして、自分たちの生まれた故郷を愛する心を育てたい。



  

略歴

主な活動歴

抱負や自己 PRなど

　渡邉　つづり（わたなべ　つづり）

豊浦町在住の初の洞爺湖有珠火山マイスターとして、町内外に洞爺湖有珠山ジオパークや豊浦町の魅力をどん
どん発信していきたいと思っています。また、現在私の住んでいる豊浦町民の方々は有珠山の噴火に対する危
機感や火山災害に対する備えがないのが現状です。そうした現状を変えられるように、様々なアプローチを通じ
て、住民の方々の意識を変えていけるよう取り組んでいきたいと思います。さらに、まだまだ勉強不足ではありま
すが、先輩マイスターの方々にはあまりない、考古学の視点を活かして、この地域に住んでいた古代の人々や文
化が有珠山とどう付き合ってきたのか、洞爺湖有珠山ジオパークのテーマ「変動する大地との共生」を“過去から
現在にかけて”という視点で広く知っていただけるよう頑張りたいと思います。

得意分野

北海道江別市出身、豊浦町在住。　
北海道大学文学部・北海道大学大学院文学研究科で考古学を学び、その間、現在住んでいる豊浦町で小幌洞穴
遺跡と礼文華遺跡の発掘調査に参加しました。2015年、豊浦町教育委員会に学芸員として採用され、現在は、学
芸員・火山マイスター・社会教育主事の“三足の草鞋”で、様々な観点から社会教育事業を企画・実施しています。

2009 ・ 2011年　　豊浦町小幌洞穴遺跡発掘調査に参加
2012～2014年    　豊浦町礼文華遺跡発掘調査に参加
2015～　　        　 豊浦町教育委員会で学芸員として文化財や防災教育などに携わる。事業に参加した町内外
                                   の住民の方々にフィールドワークなどを通じて豊浦の魅力を発信

考古学、特に“鉄製品”について大学で学んできました。また、石器づくりや土器づくり、勾玉づくりなど、考古学関
連のワークショップもできます（先輩学芸員の方々ほどうまくはありませんが）。インドアでは、読書や映画、音楽、
サブカルチャー、アウトドアではスノーボード、スキューバダイビング（最近はやっていません）などが好きで、凝り
性もあって、狭く深く詳しいです。
　　　　　　　　　　　　　　

豊浦初の洞爺湖有珠火山マイスターとして、町内外に洞爺湖有珠山ジオパー
クや豊浦町の魅力をどんどん発信したい。



  

略歴

抱負や自己 PRなど

　佐々木　和恵（ささき　かずえ）

実際、その方たちは避難所生活、避難するときにも非常に大変な思いをされているようです。私は、何が大変で

どう改善されるべきなのかをこれからたくさんの人の声を聴き、工夫できることを考え、先輩マイスターの方の

協力を得ながら住民や行政に知ってもらうチャンスを作りたいと考えています。

元々私は心理カウンセラーとして避難所のボランティアに入りたいと思い、今勉強をしているのですが、数年前

に病気で入院した時に同じように病気の人や障害のある方も見てきました。身体が動かしにくい、身体が痛い

精神的に辛い人、高齢者の方、小さな子ども達…みんな避難所生活を送るわけです。そのことを考えたときに

「自分のやるべきことがある、求められていることもとても大きな役割なのでは？」と気づきました。

私は、難病でまだ軽いですが身体に障害もあります。私が火山マイスターになっても、みんなと同じように山に

登ったり、ガイドなども出来ないだろうと認定審査を受けようかまだ迷っていた時に「考え方を変えれば受かる

」と言われ初めはどういうことだろう？と思っていました。２度目の試験で合格をいただいたのですが、１度目

の認定審査の後、審査員の先生方の言葉から自分に求められていることをいろいろ考えました。

北海道稚内市出身、洞爺湖町在住。　

父の転勤により小学校１年生の時に洞爺湖温泉へ引っ越してきました。小学校２年生の時に有珠山噴火、３年

生の時には住んでいた所のすぐそばで泥流が発生し、被害を間近で見ていました。2000年の噴火では、洞爺村

役場職員として、炊き出しのお手伝いをしました。

短期大学卒業後は旧洞爺村役場、洞爺湖町役場の保育士として勤務。途中で難病になり手足が不自由になった

ため、現在は事務職員として洞爺湖町役場で勤務しています。

災害とは切っても切り離せない『避難』や『避難所生活』を、被災者のニーズに
合わせた柔軟なものになるよう改善していきたい。



  

略歴

主な活動歴

抱負や自己 PRなど

　今野　浩吉（いまの　こうきち）

2000年噴火により、一遍に職と住まいを失いました。避難、避難所生活、解雇、キャラバン隊参加等々、色々な経
験をしてきました。避難所では自治会を作り、生活に伴うルール作り、行政との打ち合わせなどの活動をしてきま
した。これらの経験を元に、次に起こるであろう噴火に備え、この地域で出来うる減災に向けた取り組みを積極
的に行っていきます。

洞爺湖町在住。
29年前に北海道に渡り、洞爺湖温泉のホテルに就職。1999年12月、地元の女性と結婚しました。
翌年の3月31日からは噴火により、約３カ月の避難生活を送りました。その後は洞爺湖温泉のホテルに再就職し
観光協会による有珠山周辺の安全宣言を全国に伝えるキャラバン隊に参加した事をきっかけに、金比羅災害遺
構や西山山麓火口の案内を始め、有珠山ガイドの会に参加しました。

・2000年5年       有珠山周辺の安全宣言 全国キャラバン隊参加
・2001年              金比羅山麓火口群にて、ボランティアガイド
・2002年              有珠山ガイドの会に参加

 

洞爺湖有珠山周辺の素晴らしい自然と景観を、火山と共生しているこの地域
を、全国の皆様へご案内してゆきます。



抱負や自己 PRなど

洞爺湖有珠山地域は近代火山学発祥の地であり、噴火予知と事前避難の成功という世界初の快挙を成し遂げた地域です。この
すばらしい歴史に誇りを持って、火山の魅力発信や減災活動を行い、そして数年後に迫る有珠山噴火への備えを地域住民が率
先しておこなっていかなければなりません。住民の一人として「私にできることは何か?」を今後も考えつづけ行動できるように、
地域のキーパーソンを目指していきたいと、マイスターになってあらためて思います。どうぞ新参者ですが、よろしくお願いいた
します。また、「火山ガール」という言葉を流行させたいです。目指せ火山ガールオフ会！

さらに大きな目標としては、「美しい景色には訳がある」のは洞爺湖有珠山に限ったことではなく、日本中の美しい景色の裏には
地球のダイナミックな営みがある、というジオパークの普及です。変動する地球のダイナミックな活動について、正しく知る人が増
えることは、人々の減災意識を高めていくことにつながると考えます。

私は子供の頃より、自然の中で体を動かすことが大好きでした。上京してビルや人に溢れた中で暮らすこと14年、子供が出来た
こともきかっけで「自然の中で生きたい」と思うようになり移住先を探しました。2015年に初めて洞爺湖を訪れた時に「ここだ！」
という衝撃を受け移住を決めました。「行動力」だけで道を開くタイプです。何でもやってみないと気がすみません。火山マイスタ
ーとの出会いも同様で、「この制度はこれからの未来に大いに役立つ」と確信し、すぐに火山マイスターになるための勉強をはじ
めました。当初は道外から来たよそ者の自分に、地域で役立つキーパーソンになれるのか？と受験をためらいましたが「ここで自
分が何をしたいのか？」「地域の力になりたいと思う心が大切」と教えてくれた先輩マイスターの活躍する背中を見て勇気をもら
い、経験は浅いが未来に向けて出来ることをしようと受験の決心をしました。マイスターとなった今後の目標は、まずは、今まで
学んだことをきちんと人に伝えられる技術を高める事と、洞爺湖有珠山についての知識をさらに高めていくことです。そして私が
初めてこの地域を訪れた時に感じた自然美の感動が「火山の恵み」であることを多くの方に知ってもらいたいです。

あだ名はスポギャル(スポーツギャル)と呼ばれるほど体を動かすことが大好きです。大学で体育教師の免許を取得したことから
スポーツは全般的に得意です。今はヨガやダンス、バスケットボールを地域の方々や子供たちに教えています。また、整体師を長
年してきた経験を生かし、さまざまな体の不調の相談を受けています。最近では子供の発達や成長に興味があり、妊娠中の母体
、生まれた赤ちゃん、幼児の整体も行っています。また、得意とは言えませんが微生物と戯れられる「発酵」が好きで、自家製の酵
母やパン、甘酒などを作っています。子育ての基本は母の手料理と思い、お菓子づくりもしています。行動力と好奇心で「いろいろ
な所に出没する」事も得意かもしれません。　　　　　　　　

得意分野

主な活動歴
・2011年3月　　  東京で東日本大震災を経験し防災教育に関心をもつ
・2017年4月      　壮瞥町地域おこし協力隊 嘱託職員として採用される
                                有珠山周辺地域ジオパーク友の会 入会
・2017年4月 ～     洞爺湖有珠山地域にて行われる講習会、フォーラム、自主勉強会など半年間で約20回参加       
                                学習会を通しマイスターを目指す

略歴
静岡県浜松市出身、壮瞥町在住。
進学のため上京し、日本女子体育大学卒業。その後、美容整体師の道に進み、約10年勤めた後、妊娠を機に退職。出産後は独立
し、主に東京・横浜にて出張整体や美容・健康講座を開催。「子育ては自然とともに」を実現するために家族で思い切って愛する
洞爺湖を求め移住。2017年に壮瞥町の地域おこし協力隊として採用され嘱託職員として活動を開始。
とにかく小さい頃から自然が大好きでした。大好きな地球のことを学ぶときはワクワクします。火山を学びたいと思ったのも地球
のことをもっと知り、いろんな人と共有したいと思ったからです。今は環境（自然）教育での町おこしを目指しています。

長友　加也（ながとも　かや）

変動する地球のダイナミックな活動について、正しく知る人が増え、人々の減
災意識を高めたい。



  

略歴

主な活動歴

抱負や自己 PRなど

　山本　耕三（やまもと　こうぞう）

洞爺湖有珠山には、一言では言い表せない様々な魅力があります。その奥深さに魅せられ、この地域に抱かれ
て生活したいと思いました。
この地域をもっと深く知りたい、地域と関わっていくためには何ができるか。その足がかりとして火山マイスター
になり、地域と地域の人たちとともに生きることが私の今後の活動です。
地球の陸地は火山活動によって形成されました。そして火山は地球の内部からの様々な贈り物を届けてくれま
す。その恵み、地域資源の理解と活用、防災減災教育など微力ながらお手伝いできればと考えています。

得意分野

横浜市出身、洞爺湖町洞爺町在住。
幼少期は昆虫少年、小学校から天文少年、中学からはバスケ、高校まで横浜で過ごす。
生態学に興味を持ち帯広畜産大学へ、専門は森林生態学。
民間企業で環境調査員、競技ボートに魅せられ教員に、30数年生物教員、ボート部顧問、40歳過ぎまでボートの
現役選手として国体に出場、成年全種目で入賞。
全国、世界のボートコースで水上から陸の植生等を眺める。
2015年、伊達緑丘高等学校に赴任、洞爺湖有珠山周辺の眺望と自然環境に魅せられる。2017年から洞爺町へ。

・1985年から現在　     高等学校 生物教員
・2017年6月     　　　  有珠山周辺地域ジオパーク友の会 入会

・植生等の外観からジオパークを考える。
・火山学、地質学と生態学を全体としてとらえること。
・ジオパークを全身で楽しむ。
・陸＝トレッキンク、クロスカントリースキー、スノーシュー、サイクリング
・水＝カヌー、ボート
・動植物の観察
・食＝ジオの恵み

火山の恵み、地域資源の理解と活用、減災教育等をとおして、地域と地域の人
たちとともに生きていきたい。



  

略歴

主な活動歴

抱負や自己 PRなど

　宮本　好（みやもと　よしみ）

「地域と暮らす」
洞爺湖町の嘱託職員として、地域おこし協力隊として、主に地域や農作物のＰＲを担当してきました。洞爺湖有
珠山ジオパークと出会い、地域の魅力をどのようにＰＲしていくか、今後、必ず起る噴火に対して自分が何がで
きるかを考えてきました。
この地域の豊かさをもっとたくさんの人に知って欲しい。地域の為に何かしたいという想いは日々強くなります。
人と人が繋がり地域がどんどん活性化していくために、何が起こるかわからないけどいつも楽しみながらワクワ
クする日々を目指して、これからも地域のＰＲや洞爺湖有珠山について、たくさんの方たちに伝えてきたいと考
えています。

得意分野

札幌市出身、洞爺湖町在住。
2015年 洞爺湖町地域おこし協力隊として移住。
農業のＰＲを行うとともに、町内ジオパーク関連のイベントの立ち上げ運営にも携わる。

　　　　　　　

・2015年            洞爺湖町移住　洞爺湖町地域おこし協力隊として活動～
・2016年            洞爺湖町主催「ジオの恵み」イベント、フードスクール「カルデラカフェ」、「ジオバスツアー」の
                            企画運営に携わる。

・主にSNSを通しての情報発信
・イベントなどの企画運営
・長年接客業に携わっており、お客様とのコミュニケーションを取りながら進行していくことが得意です。

地域の豊かさをもっとたくさんの人に知って欲しい。地域のＰＲや洞爺湖有
珠山についてたくさんの方たちに伝えてきたい。



  

略歴

主な活動歴

抱負や自己 PRなど

　藤岡　綾 （ふじおか　あや）

洞爺湖有珠山ジオパークの魅力を世界中に発信したい。そして思う存分楽しんでもらいたい。有珠山の脅威と
は裏腹に、私達は素晴らしい景観など火山の様々な恩恵を受けて生活しています。今一度、この地域の素晴らし
さを見直し、更なる発展を目指し日々奮闘中です。

また、この地域を訪れる多くの外国人旅行者が、もし噴火等の災害に遭遇し、不安で困難な状況下にある場合は
少しでも彼らに正しい情報を提供し、力になれるよう取り組みたいと思っています。

得意分野

札幌市出身、洞爺湖町在住。
学生時代をアメリカで過ごし、2004年に帰国。結婚を機に洞爺湖町へ移住。2014年より一般社団法人洞爺湖温
泉観光協会に勤務しています。洞爺湖有珠山ジオパーク周辺には毎年多くの外国人観光客が訪れます。職場で
は得意の英語を活かし、日々外国人観光客を案内しています。昨年は温泉ソムリエの資格も取得しました。

2016年　4月  ユネスコ世界ジオパーク昭和新山登山学習会ジオツアー  
2016年　5月  ユネスコ世界ジオパーク有珠山学習会ジオツアー2016 
2016年　6月  洞爺湖有珠山ジオパーク宇井先生　スキルアップ講座（座学）   
2016年　6月  洞爺湖有珠山ジオパーク宇井先生　スキルアップ講座（座学） 
2016年　8月  ジオパーク友の会　有珠山周辺見どころバスツアー 
2016年　8月  火山マイスターを目指す自主学習会
2016年　8月  ユネスコ世界ジオパーク講演会
2017年　5月  ユネスコ世界ジオパーク有珠山学習会ジオツアー2017 
2017年　6月  まるごとジオパークフィールドワーク壮瞥中学校引率  
2017年　6月  洞爺湖有珠山ジオパーク宇井先生　スキルアップ講座（座学）  
2017年　6月  洞爺湖有珠山ジオパーク宇井先生　スキルアップ講座（座学）    
2017年　8月  1977有珠山噴火フォーラム 
その他、観光に携わる事業やイベントに多数参加しています。

洞爺湖町には年間300万人の観光客が訪れ、その中でも外国人の割合が1/3以上です。5年間のアメリカ留学で学
んだ英語を活かし、日々この地域の魅力を伝えています。また観光に携わる翻訳やMICEの誘致等にも力を注いで
います。

洞爺湖有珠山ジオパークの魅力を世界中に発信し、訪れる人たちに思う存分
楽しんでもらいたい。



  

略歴

主な活動歴

抱負や自己 PRなど

　加賀谷　千絵（かがや　ちえ）

「次の噴火でも2000年の噴火の時のように事前避難に成功するとは限らない、噴火の兆候を感じたら行政の
指示を待たずに避難する必要がある」と言う専門家の言葉を聞き、自ら行動できるようになるため有珠山や、
防災・減災について学ばなければと思い火山マイスターを目指しました。次期噴火でも犠牲者を出さないため
に自分にできることは何か学んでいきたいです。
またガイド活動を通して、有珠山の火山活動やこの地域の取り組みについてお伝えすることで、参加された方
々の身の回りで起こりうる防災・減災についても考えてもらうきっかけを作れたらと思っています。

静岡県出身、壮瞥町在住。
大学でアラビア語を専攻。大学卒業後、会社員、海外青年協力隊、ヨルダン留学などを経て北海道壮瞥町に移
住。移住前に国内や海外の火山を見に行き、移住後は有珠山に関する学習会に参加したことで火山に興味を
持つ。

2009年4月～　      壮瞥町移住後、有珠山に関する学習会に多数参加
2010年8月～　      火山マイスター事務局勤務。火山マイスター制度の運営、講座などの企画・運営に携わる 
2012年9月                                
2019年6月～9月　有珠山ロープウェイでガイド活動

次期噴火でも犠牲者を出さないために自分にできる事を学んでいきたい。
またガイド活動を通して、有珠山の火山活動やこの地域の取り組みをお伝え
することで、身の回りで起こりうる防災・減災についても考えてもらうきっかけ
を作りたい。



  

略歴

主な活動歴

抱負や自己 PRなど

　荒井　秀樹（あらい　ひでき）

私のように有珠山周辺で生まれ育った人の方が、そこにあるのが当たり前で有珠山や洞爺湖に興味を持ってい
る方が少ないと改めて感じています。その気持ちもわかるので、地元出身の方々にも普段から気にしてもらい、
日常の話題に”有珠山”が出てくるように、地域住民との交流を図りながら活動をしていきたいと思っています。
また、地域全体が今まで以上に防災意識を高めていけるように、子どもから高齢者まで幅広い世代に向けたイ
ベントをサポートしたり、企画していきたいと考えてます。

伊達市出身、伊達市在住。
幼少の頃に1977年の有珠山噴火を経験し、高校卒業後に伊達を離れる。2000年噴火の時は札幌在住で、4月か
ら神奈川へ転勤になったので、近くで噴火を経験できなかった。
2003年に伊達市に戻り、2008年くらいからアウトドアスポーツに興味を持ち、徐々に登山などを始め、今に至る。

1977年　　伊達市にて噴火を経験
2016年　　NPO法人 ジオパーク友の会に入会
2016年～　ジオパーク友の会や周辺市町主催の有珠山学習会や昭和新山登山会などの行事に参加

SNSを使って特に胆振エリアの情報を発信する活動をしています。

地域全体が今まで以上に防災意識を高めていけるように、子どもから高齢者
まで幅広い世代に向けたイベントをサポートしたり、企画していきたい。

得意分野



  

略歴

主な活動歴

抱負や自己 PRなど

　佐々木　美穂子（ささき　みほこ）

洞爺湖有珠山ジオパークの中で認知度が低い、豊浦町のジオサイトを観光だけでなく、火山活動や縄文文化・ア
イヌ文化と共にもっと多くの方に知っていただきたいと思っています。
北海道胆振東部地震でのボランティア活動の経験を生かし、噴火だけではなく、自然災害に備え、地域町民と共
に、防災・減災について一緒に学び、有珠山噴火時は避難所となる豊浦町でお役に立ちたいと思っています。

北海道上川町出身、豊浦町在住。
大雪山国立公園のある上川町で登山やバードウォッチングなど自然に親しみながら育ち、兵庫県伊丹市では阪
神淡路大震災を体験。その後大阪から子供を連れて札幌へ移り、通信会社で育成業務を担当。豊浦町へ移住後
は、より北海道生活を楽しむために、北海道観光マスター、温泉ソムリエ取得。環境教育にも関心を持ち、プロジ
ェクトワイルドエデュケーター講習を修了。ジオパーク行事に参加する内に火山性ウイルスに感染し、ジオパー
クの虜になる。

2014年～　  豊浦町移住後は毎年、洞爺湖2DAYマーチ、洞爺湖マラソン、伊達マラソンなど地域の行事に参加
2017年　　  昭和新山登山会をきっかけにジオパーク友の会に入会。ジオパーク関連の登山会、防災講演、ガイド
                        講座、登山道整備などに参加
2018年9月　北海道胆振東部地震の被災地 安平町の災害ボランティアセンターにて、8日間滞在し、作業リーダー
                        を経験
2018年10月  日本ジオパーク全国大会（アポイ岳ジオパーク）に参加

歩く事と子供が好きなので、自然の中で一緒に歩きながら、楽しく学べるフィールドワークができると思います。
食べる事と温泉も好きなので、火山の恵みである野菜や果物、海の幸や、この地域にあるいくつもの温泉なども
火山活動のお話と共に楽しく伝えられたらと思っています。
好きな事、興味のある事にはフットワークが軽く、縦横無尽に行動するのが得意です。

豊浦町のジオサイトの魅力を多くの人々に伝えると共に、火山との共生を地
域の方 と々共に考えていきたい。

得意分野



  

略歴

主な活動歴

抱負や自己 PRなど

　黒田　聖乃（くろだ　きよの）

私は、学部時代に農業土木を専攻し、地域そして世界、地球規模での資源の流れ、環境保全について学んできま
した。教員となってからは、地域の自然を見つめることで、私たち人類がこの地球システムに生きていることを生
徒に伝え、命の尊さ、命を守ることについて伝えたいと考えてきました。この視点を活かして、洞爺湖有珠山ジオ
パークの火山マイスターとして、自然科学の知識を伝えるだけでなく、火山によってもたらされる恵み、歴史、文
化、人々の思いなどについても派生させて伝え、地域の減災教育と未来の地域人材を育成する一翼を担いたい
と考えています。
火山マイスターの活動は、’’Think globally, act locally.’’（地球規模で考えて足元から行動せよ！）というスローガ
ンに通じています。地域からの小さな一歩が、やがて世界をつなぐ大きな一歩になるような活動をしていきたい
と考えています。
国や文化が違っても、地球は一つ！
海とのつながり、大気とのつながり、大陸とのつながり…マグマとのつながりもあるのです！

函館市出身、伊達市在住。

2011年～現在　高校理科教員として勤務
2017年～　　　有珠山登山学習会、火山マイスター養成講座、伊達市防災講演会などに参加
2018年5月　　  北海道伊達緑丘高等学校の「総合的な学習の時間（探究）」、「生物基礎」において植生遷移を題材
                               とした巡検学習の企画立案を担当
             6月　　  北海道伊達緑丘高等学校の「総合的な学習の時間（探究）」において防災ワークショップ企画調整 
                               を担当

   関心分野です。
・ 地域資源を活用した教科横断学習
・ 世界と地域のつながりを地球科学の視点で考える。
・ ジオパークとESD、SDGsとの関連を考える。
・ 土木の視点から防災について考える。

’’ Think globally, act locally. ’’   （ 地球規模で考えて足元から行動せよ ! ）
地域からの小さな一歩が、やがて世界をつなぐ大きな一歩になるような活動
をしていきたい。

得意分野



  

略歴

主な活動歴

抱負や自己 PRなど

　江幡　文彦（えばた　ふみひこ）

そうべつ情報館保存資料に代表される洞爺湖有珠山に関する文書・画像等の資料整理（電子データ化）に取り
組みたい。
■研究資料、噴火記録・写真、報告文書、新聞等の情報を系統的に整理し、索引し易い電子データ化を試みる。　
　（映像データは規格対応可否検討）
　①現状の資料分類・索引等の整理を行い、基準を設定する。情報の整理・概要索引から詳細情報へのリンクに
　　配慮した保存ファイルのグループ化を検討する。
　②文書・画像等をドキュメントスキャナーで読取る。
　③言語光学認識機能（OCR）によって、Word、Excel、PDF等資料に合せた文書形体への変換を行う。　　
　④変換情報を索引分類した電子ファイルに保存する。
■資料整理と管理によって、火山マイスターの活動（情報発信、防災教育、ガイド等）への活用の有効化を図る。

北海道夕張生れ、北満新京にて幼少期を過ごす。終戦後日本へ引揚げ東京在住。都立青山高校卒業。
北海道大学（水・海洋気象学）卒業。造船会社に就職、船舶基本設計（船体形状・復元・推進性能、構造・強度等）
を担当、コンピュータ処理計算ソフトウェア開発等を行う。2000年よりISO(品質・環境・ISMS/国際標準化機構マ
ネジメントシステム）JSA主任審査員。
学生時代は“山スキー部”に所属、札幌近郊・大雪山系・ニセコ等の冬季スキー山行、夏季の北日高山系縦走、北
アルプス山行等を経験。
伊達市在住。

1977年　　　有珠山噴火を室蘭にて経験
2014年　　　(社)北海道自然保護協会入会（自然保護に関する研修会等に参加）
2015年～　　火山マイスター養成講座や有珠山噴火40周年記念フォーラム等に都度参加
2019年11月　NPO法人有珠山周辺地域ジオパーク友の会に入会

過去の噴火を知識として理解し、避難に際し適切な防災行動をとる為に、噴
火に関する資料、対応の課題等を地域の人々や避難指示に対応する関連の
人々が理解し、運用等の展開を行いやすいよう情報管理に取り組みたい。
又、これらの情報を防災学習の為に活用したい 。



  

略歴

主な活動歴

抱負や自己 PRなど

　田中　博子（たなか　ひろこ）

ふだん豊浦町で漁業や農業に関する体験プログラムを企画しガイドしています。日本人はもちろん、世界中の方
たちに少しでも楽しんでいただけるようにとガイドブックや地域の地図、ホタテやサケなどの模型を手作りして
います。今後も、北海道や洞爺湖有珠山ジオパークエリアのすばらしさを知ってもらうために積極的にガイドブ
ックや資料などの製作に携わりたいと思っています。
私が住んでいる豊浦町の礼文華・小幌地区は、洞爺湖有珠山ジオパークサイトに含まれており、とても美しくて
火山活動がもたらした恵みを直に感じとることができる場所です。同じく豊浦町に住む先輩マイスターの方たち
と一緒に、町のこともたくさんPRしていきたいと思います。

札幌市出身、豊浦町在住。
短大卒業後、テレビ局でニュース情報番組のディレクターなどに携わる。2014年から1年間、イギリスに語学留
学。帰国後、旅行添乗員として道内外を案内。ガイドだけではなく観光の力で地域づくりをしていきたいと考え、
2016年7月から豊浦町地域おこし協力隊に。2年8か月の任期を終了し、2019年4月から豊浦町の「噴火湾とよう
ら観光協会」に就職。漁師さんや農家さんなどと協力して、豊浦町ならではの体験プログラムを企画しガイドも
行う。

2016年  7月　豊浦町地域おこし協力隊に採用される
                          自身で体験プログラムを企画しガイドを行う
2018年10月　日本ジオパーク全国大会洞爺湖有珠山プレジオツアー「サケの一生」ツアーガイド
2019年  4月　豊浦町地域おこし協力隊の任期満了
　　　　　　（一社）噴火湾とようら観光協会に就職
2019年  7月　洞爺湖有珠山ユネスコ世界ジオパーク再認定審査で「噴火湾クルーズ」
　　　　　　「あなたの知らないホタテの世界」ガイド
2019年度4月～9月の上半期で、日本人・外国人あわせて19組241人にガイドを行う

 国内旅行業務取扱管理者、国内旅程管理主任者資格を有しており、今後、観光協会を通して旅行業を行ってい
きたいと考えています。
イギリスに語学留学をしていましたので通訳なしで英語ガイドが可能です。
裁縫や絵を描くことが好きで、体験ツアーで使用している小道具などを手作りしています。またテレビ製作に携
わっていましたので、動画撮影や編集も得意です。

北海道、洞爺湖有珠山ジオパーク、豊浦町のすばらしさを知ってもらうために
積極的にPRしていきたいと思います！

得意分野



酒井　史明（さかい　ふみあき）

私達の地域についての自然科学、噴火の歴史、減災文化を国内外の方々
にわかりやすく解説し、ひとりひとりが自らの生活環境と減災を結びつ
けて考えられる様なガイドを心掛けたいと思います。

略歴

主な活動歴

得意分野

抱負や自己 PRなど

札幌市出身　伊達市大滝区在住

大学卒業後渡米、カルフォルニア州で暮らし健康教育活動に従事。帰国後は伊達市大滝区を拠点にアウト

ドアガイドや自然体験教育の講師として活動。

2008年～　　　大滝アウトドアアドベンチャーズ設立

　　　　　　　 大滝氷筍洞窟ガイド ジオパーク推進協議会の行事協力

　　　　　　　 長流川&支笏湖カヤック ガイド

2011年3～4月　東日本大震災 災害救援活動

　　　　　　　 宮城県南三陸町 災害救援ネットワーク北海道

2013年　　　　洞爺湖有珠火山サポーター登録

2016年～　　　ジオパーク友の会入会

2021年～　　　洞爺湖東湖畔カヤック ガイド

・アウトドア体験プログラムの構築と実践

・アウトドア技術を活用した自然調査と研究

私達の地域についての自然科学、噴火の歴史、減災文化を国内外の方々にわかりやすく解説し、ひとりひ

とりが自らの生活環境と減災を結びつけて考えられる様なガイドを心掛けたいと思います。



宇井　尚（うい　たかし）

大滝目線で減災の取り組み・ジオパークの魅力発信していきます！
小さなことからコツコツと！

略歴

主な活動歴

得意分野

抱負や自己 PRなど

札幌市出身　伊達市大滝区在住

親から、1977~1978年の有珠山の噴火では火山灰が札幌まで降ってきて洗濯物や車が汚れた話を聞く。

３歳頃体験。2000年に田舎暮らしを目指し有珠山噴火の前日3月30日大滝に移住。有珠山からの地鳴りの

ような音と揺れを何度も感じ、不安な夜を過ごす。翌日有珠山が噴火。火山灰により次第に空が真っ暗に

なり、ライトを点けていても国道を走る車が見えないぐらいの状態になる。

1995年     　阪神淡路大震災ボランティア活動→障がいを持つ方達と公園内に建てられたプレハブ 避難所

　　　　　  で1か月程過ごす。

2010年～　 スキーインストラクター→ルスツ・ニセコ地域にてスキーガイドを行う。

2017年～　 田舎の便利屋ウイ・コーポレーション開業→地域の高齢者等を対象に庭木剪定・草刈・立木

                       伐採・雪下ろし等を生業とする。

2018 年～　おおたき新聞くらぶ発足→地域の情報を地域住民自ら発信共有する「おおたき新聞」を発行。

2020年～　 地域活性化団体「シンタ」発足→地域の仲間と地域の自然保全・活用を目指す。

2021年～　 NPO法人有珠山周辺地域ジオパーク友の会入会→洞爺湖・有珠山ジオパークの魅力を勉強し 

                       つつ、SNSや「おおたき新聞」にて発信中

動物・昆虫・植物・キノコ好きです。

地域の仲間と活動している「おおたき新聞くらぶ」は、地域の情報を発信し地域の事をお互いもっとよく

知ってもらおうと 2018 年に発足しました。コミュニティフリーペパー「おおたき新聞」を発刊していま

す。「たかちゃんの里山リポート」というコーナーでは地域の自然や出来事に関して不定期で記事を書い

ています。また、火山マイスターで得た知識や情報をおおたき新聞等を通じて地域住民と共有をしていき

たいと考えています。

大滝目線で減災の取り組み・ジオパークの魅力発信していきます！

小さなことからコツコツと！



飯村　直樹（いいむら　なおき）

移住するほどほれ込んだ洞爺湖周辺地域の魅力と、私自身は噴火を経験
していませんが、これまでに学んだことを多くの方に伝え、今後の防災
・減災につなげていきたいと思います。

略歴

主な活動歴

得意分野

抱負や自己 PRなど

静岡県磐田市出身　洞爺湖町在住

2009年10月に洞爺湖に初訪問。2014年10月から12月にかけて放送されたテレビアニメーション「天体（

そら）のメソッド」で洞爺湖が主要な舞台となったことをきっかけに再訪し、それ以降、この場所とここ

に住まう人たちの心の温かさに魅了され、計48回訪問。2021年4月、洞爺湖町役場へ就職し、移住。

2017年8月　  火山マイスター養成講座（フィールド）受講

2018年11月　天体（そら）のメソッドの舞台となった洞爺湖周辺を紹介する同人誌を自費出版

2020年10月　昭和新山フィールドツアー、有珠山ロープウェイジオツアー参加

2021年8月　  NPO法人有珠山周辺地域ジオパーク友の会入会

2021年9月　  火山マイスター養成講座（オンライン）受講

2021年9月　  火山マイスター認定審査自主勉協会（フィールド）参加

2021年10月　火山マイスタースキルアップ講座（座学）受講

2021年10月　ジオツアー有珠山学習会（フィールド）参加

2021年10月　火山マイスター認定審査自主勉協会（フィールド）参加

これといって特に得意な分野はありませんが、写真撮影が趣味であちこちに写真を撮りに出かけています。

洞爺湖が大好きでついに移住してきてしまいました。移住するほどほれ込んだ洞爺湖周辺地域の魅力を多

くの方に伝えていきたいと考えています。私自身は噴火を経験していませんが、これまでに学んだことを

多くの方に伝え、今後の防災・減災につなげていきたいと思います。



前橋　史子（まえはし　ふみこ）

地域に住まう人や、住み始める移住者に、火山の近くで暮らすために
必要な知識や情報を伝えられる人になりたい。

略歴

主な活動歴

抱負や自己 PRなど

青森県青森市出身　壮瞥町在住

ニューヨークでデザインを学び、2013 年に帰国。帰国後は建築やグラフィックデザインに携わりながら、

店舗を持たないコーヒー屋として活動。2021 年に壮瞥町へ移住し、地域おこし協力隊に着任。観光プロ

デューサーとして、地域でのイベント企画や観光施設の看板等のリニューアルに関わる。

2021年～　　　壮瞥町へ移住

　　　　　 　　NPO法人有珠山周辺地域ジオパーク友の会入会

2022年10月　　第12回日本ジオパーク全国大会（白山手取川大会）参加

地域に住まう人や、周辺地域に住み始める移住者に火山の近くで暮らすために必要な知識や情報を伝えら

れる人になりたいと考えています。外から来た人間として、今自分が感じている火山についての情報ギャッ

プを埋めるお手伝いをしていきたいです。

また、地域おこし協力隊と運営している「地域のあそびば ミナミナ」や個人事業で営業している「ヨツ

カド商店」なども、情報提供の場やいざという時に活用できるような場として活用していければと思って

います。

得意分野

食にかかわること



榎本　裕美（えのもと　ひろみ）

ジオパーク内の温泉を多方向から分析し紹介します。
もう「あ～いい湯だった～」だけで終らせません。

略歴

主な活動歴

抱負や自己 PRなど

室蘭市出身　伊達市在住

保育士、介護福祉士などの現場を40年

ひとり酒、ひとり旅、ひとり温泉をこよなく愛する名もなき者

2016年～　　壮瞥町図書ボランティア

2020年～    　 NPO法人有珠山周辺地域ジオパーク友の会入会

当たり前になりすぎてしまった温泉たちの存在をあらためて見直し、ジオパークの絶景も温泉も火山あっ

てこその営みで生まれた事実をおしみなく伝え続けます！

音楽のON、温泉のON、恩恵のON、3つのONが私のエネルギーの源です。

得意分野

・温泉分析書から湯の特性を読み解くこと

・なんちゃって料理

・音楽を聞くこと、奏でること



中岡　紗恵子（なかおか　さえこ）

「火山と共生するこの地域の魅力」を国内外の人へ伝えていきたい。

略歴

主な活動歴

抱負や自己 PRなど

愛知県名古屋市出身　壮瞥町在住

趣味：サウナ、スキー、パン・お菓子作り、語学学習、一人旅、裁縫

特技：ピアノ

2020年9月～　壮瞥町に移住

　　　　　　 『壮瞥町地域おこし協力隊』として壮瞥町教育委員会　生涯学習課に所属

　　　　　　   社会教育係として、スポーツや国際交流事業の町おこしを担当

　・TOKYO2020オリンピック　フィンランド 男子競歩チーム　受入・通訳担当

　・『キートスクラブ』（フィンランドとの国際交流促進に向けた団体）事務局

　・『そうべつ喫茶キートス』（フィンランド文化イベント）運営

　・そうべつ国際交流クラブ事務局

　・NPO法人地遊スポーツクラブ　ジュニアスポーツクラブ　事務局

　・そうべつアウトドアネットワーク事務局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

自然の営みに感謝し、この地域の素晴らしい魅力を国内外の人に伝え、減災文化の伝承に貢献したいです。

多世代・異文化・生物多様性・・・様々な壁を越えてお互いに尊重し合い、共生し、助け合いができる地域

づくりを目指して活動していきたいです。



矢田　正明（やだ　まさあき）

有珠火山の知識や経験を身近な人から伝えたい。

略歴

主な活動歴

抱負や自己 PRなど

長万部町出身　洞爺湖町在住

1998年に地元の高校を卒業後、虻田郵便局に郵便配達員として勤務。

郵便配達の最中に2000年噴火を経験。

人生の半分以上を洞爺湖町(旧虻田町)で暮らす。

・2000年噴火の際、豊浦町の避難所(公民館、体育館等)に、避難住民あての郵便物を配達

・郵便局における「洞爺湖有珠山ジオパーク」のPR

１市３町（伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町）での職場経験を生かし、洞爺湖有珠山ジオパークのサイ

トを巡ることで、地域の魅力や自然のすばらしさを学び、伝えていきたいです。

有珠山噴火においては、減災・防災の知識や経験を身近な人から伝えていきたいです。

また、小学生や中学生を対象に噴火遺構等のガイドやジオパークの環境保全に取り組みたいです。

得意分野

野外活動（アウトドア・アクティビティ）



山田　ひと美（やまだ　ひとみ）

土地を知り、恵みをもらい共に生きることを伝え、防災・減災につながる
食育やジオパークの魅力を伝えていきたい。

略歴

主な活動歴

得意分野

抱負や自己 PR など

愛知県出身　豊浦町在住

2019 年より農業など第一次産業を学ぶため洞爺湖町へ移住、2023 年より結婚を機に豊浦町へ。

2022 年  NPO 法人有珠山周辺地域ジオパーク友の会入会、ガイド養成講座、有珠山登山学習会、火山マイスター養成講

座、全道ガイド研修などを経てマイスターを目指す。

食べることが大好きで、食べることで人を元気にしたいと栄養士として働いています。（管理栄養士、調理師免許保

有、2020 年北海道フードマイスター取得）北海道には、栄養や健康を伝える前に、自分の口に入る食べ物はどう出来

るか知るためにやって来ました。

栄養士として病院、高校の寮、保育所、福祉施設で働いた経験があります。「食べられることのよろこび」を病院で働い

ているときに考えるようになり、単純なおいしさ以外に、栄養など生きるために食べることの持つ意味を伝えられる

よう日々模索中です。

食べ歩き、料理、お菓子作りなどが好きで、美味しい調理の仕方や食べ方を考えるのが好きです。中でも、郷土食や B

級グルメなどその土地ならではの食べ方や食べ物に興味があるで、美味しいものをご存知でしたらぜひ教えてくだ

さい。ジオパークの魅力を食の面から伝えるお手伝いが出来たらうれしいです。

学生時よりラクロスというスポーツをしています。現在は審判員として活動し、北海道から愛知、ハワイ、チェコ、韓

国、カナダなどの大会に審判員として参加した経験があります。（英語は勉強中…いつか英語でガイドもしてみた

い！）

若手審判員の育成やスキルアップ講座の主催なども行っています。（火山マイスター受験に当たって多くの方に助け

て頂いたことがとてもありがたく、また「教える、伝える」という面でもとても勉強になりました）審判員の育成で

培った「考えるきっかけを持つ」伝え方を、火山マイスターの活動にも活かせたらと思います。

審判員の活動は、出身、年齢、性別に関わらず、興味や目標を持って活動する点など火山マイスターとの共通点も多い

ので、どちらの活動にも活かせたらと思っています。

洞爺湖町に来てからは栄養士の傍ら、畑作、果樹園、ハウス栽培など 1 市 3 町で農業のお手伝いをさせて頂いていま

す。こちらに来てびっくりしたことは、野菜、果物、魚介類…何を食べても美味しいこと！ジオパークのことを知るに

つれ、土地の成り立ちとそれに関わる人の努力によって美味しい食べ物ができるということを知り、ますます興味が

つきません。今後はもっと土地を知り、恵みをもらい共に生きることを伝え、防災・減災につながる食育やジオパー

クの魅力を伝えていけたらと思っています。

火山マイスターを目指したきっかけは、この土地の魅力はもちろん、関わる人々にとても魅力を感じたことでした。

魅力を感じ、自分もこの土地のために何かできることはないか？と考えた結果、火山マイスターになれたことがとて

もうれしいです。先輩方に沢山勉強させていただき、積極的に活動していきたいです！

私自身はこれといった経歴や誰にも負けない専門分野はありませんが、興味を持ったことに突入していく行動力は

あると自負しています。自分の力を惜しまず、面白そうと思ったことは積極的に関わっていきたいです。



伊藤　晋吾（いとう　しんご）

「地球の活動を良く知り」、「地球にお世話になっている」、「住まわせても
らっている」という気持ちがあれば地球と上手くやっていける、その事を
特に子供たちに伝えたい。

略歴

主な活動歴

抱負や自己 PRなど

北海道函館市生まれ、函館高専土木科卒。

2021 年 3 月北海道建設部を退職し伊達に移住。

北海道建設部在職中は道内各地を転勤し漁港事業、河川砂防事業に従事。

学生時代は、釣りキチ三平、BE-PAL、北の国から、C.W. ニコルに影響を受け、外遊びに明け暮れていました。

開発と保全で対立が生じていた 1990 年後半、「行政の意識をもうすこし環境にも向くように出来ないか」

との思いから土木技術者として行政の一員となり、環境に配慮した施設整備に力を注いできました。

しかし、人口減に転じた現在の日本では、地球の活動を良く知れば、施設に頼らない地球との共存が可能なの

ではと考えるようになり、であれば土木行政にいる必要もないと思い定年を待たず退職してしまいました。

2021 年 10 月　NPO法人有珠山周辺地域ジオパーク友の会入会

以降ジオパーク講座、登山学習会、ガイド育成講座等に参加

特に登山と子供向け行事に積極的に参加させていただいています。　

一時期、地球にとって一番の悪は人間！だから人間は居なくなれば良い！とまで思っていましたが、今では

「地球の活動を良く知り」、「地球にお世話になっている」、「住まわせてもらっている」、という気持ちがあれ

ば地球と上手くやっていけるのでは、と思うようになりました。

そんな「気持ち」のことを野外活動を通して、特に子供たちに伝えようと思ったとき、地球の活動を実感でき

るこの地域って最適なんじゃないか、と気が付きました。

地球の生き物はみんなつながっている、地球も生きている、人間はそのつながりの輪に入っているのでしょうか。

そんなことを教えるというよりは感じてもらえるような取り組みをしていきたいです。

得意分野

河川、砂防施設の効果と、環境への影響について勉強してきました。魚、特に川と海を行き来するサケ科魚

類が好きです。

網走・釧路で仕事をしていた時は、知床世界遺産に隣接する地域での施設整備にも従事していたため、自

然の連鎖と人との共存について多くのことを学びました。

趣味は野外活動全般。山川海全部好きです。特に食べられるものを得られる、釣り、山菜・キノコ採りが大

好きです。



中山　洋子（なかやま　ようこ）

大好きなこの地域の魅力をたくさんの方々にお伝えしたい。

略歴

主な活動歴

抱負や自己 PRなど

室蘭市出身　伊達市在住

高校卒業後、東京、沖縄、カナダなどに住んでいました。

2021年6月～　  NPO法人有珠山周辺地域ジオパーク友の会入会

2022年9月～  　世界遺産「北海道・北東北縄文遺跡群」北黄金貝塚オコンシベの会入会

  北黄金貝塚にてガイド活動

地球が好きで、地球の作り出す美しい景色が好きで

人々がこの地球で生きて、築いてきた痕跡を感じるのが好きで

自然と遊ぶのが好きで

旅をしながら、地球の美しさを感じ、遺跡を巡り、海ではダイビングや波乗りをしながら、

国内や海外を巡ってきました。

様々な場所でたくさんの感動を味わいましたが、実は私の住んでいるこの地元には

とても魅力のあるジオパークや世界遺産があると再認識し、学びはじめました。

そして、知れば知るほど魅力たっぷりのこの地域が何より大好きになりました。

そんなこの地域の魅力をたくさんの方々にお伝えしたいです。

そして、「火山と共生」しているこの地で、地域の方々と防災についてしっかりと考え、

「生きている地球」の恵みと共生についてたくさんの方々と共有したいです。



河原　美千代（かわはら　みちよ）

創業51年目のHotel ROYALでGeneral Manager(女将さん)として奮闘中。
2000 年の噴火の体験を活かし防災・減災活動をしていきます。

略歴

主な活動歴

抱負や自己 PRなど

北海道新ひだか町で生まれる。

1988年  結婚を機に伊達市で暮らす。

2018年　　　北海道胆振東部地震の際、伊達市でいち早く炊き出しを行った

2020年　　　 NPO法人有珠山周辺地域ジオパーク友の会入会

2021年　　     伊達市地域ガイド協会主催  第1回モニターツアーのコース造成とガイドを経験

2021年　　     ジオパーク友の会主催  雲仙普賢岳火砕流30周年  島原半島ジオパーク研修参加

2022年　　     北海道ジオパークガイドワークショップ（十勝岳ジオパーク）参加

火山の怖さだけではなく、火山の事をよく知ることで、地域全体の防災・減災に繋がる活動を企画・運営

していきたいです。




