南紀熊野ジオパークガイド 西エリア
氏名

フリガナ

担当エリア

顔写真

プロフィール

得意とする案内場所

朝本 紀夫

アサモト ミチオ 西、南

S44年～バス観光に携わり、H5年～体験釣等マ
リン事業を手掛ける。
40年前～西及び南エリアを景観奇岩奇峰の観
フェニックス褶曲（ジオクルージング）
光商品化（バス）、好評を得ており、このたびのジ
オガイド学習会で得た知識をどう伝えるか！ワク
ワク感一杯！

石田 泰啓

イシダ ヤスヒロ 西

和歌山県に移住して3年、教員生活退職後3年で
す。団体行動の企画などは、元の仕事からも出 まだまだ勉強不足で特にありません。
来ると思います。よろしくお願いします。

イシマル ミホコ 西、北、東、南

ガイドのまるです。古道ガイド、熊野全般の案内
人です。大地や自然を五感で感じることで癒され
救馬渓観音 他 上富田町のジオサイト
て元気になる「熊野ジオセラピー」の案内も行っ
フェニックス褶曲（すさみ）
ています。
志原海岸（白浜）、弟乗（北山）
熊野の美しさ、素晴らしさをぜひ一緒に体感しま
しょう！

イナダ ヒロアキ 西

定年退職後和歌山県に移住し、熊野古道の魅
力にとりつかれ、古道を甦らせ、整備している大
辺路刈り開き隊の中でも活動しています。この素
晴らしい大自然の恵みをもっと多くの人たちに
知って欲しいと思っています。

石丸 美穂子

稲田 溥明

－

大石 真弓

オオイシ マユミ 西

すさみ町在住。農的暮らしに挑戦中。
味噌や醤油は自分で作る。集落の長老達が垣
間見せる昔ながらの知恵や手業に心ひかれる。
フェニックス褶曲/備長炭の炭焼き窯
ジオも地球の歴史。想像力も動員して楽しくガイ
ドしたい。
guide in English also available

大島 克也

オオシマ カツヤ 西

シーカヤックガイド。シーカヤックで海上散歩しな
がら、ジオツアーを楽しんで頂きたいと思いま
円月島
す。

大野 純

オオノ ジュン

西

小倉 悦子

尾崎 彰宏

掛井 園子

川上 純一

國友 チヨ

阪中 利和

オグラ エツコ

西、北、南

登山が趣味の山ガールです。
我が町上富田町は「豊かです,水も緑も人情も」
元気があっても無くってもファミリーで親子でお友 西エリア
達と来ていただいて、笑顔でお帰りいただきま
す。

オザキ アキヒロ 西

マラソンが好きでよくランニングをしています。
地元の熊野古道大辺路仏坂の語り部をしていま
すが、地元の貴重な大地の資産を知り、これを 志原海岸一帯
機会にその周知と地域振興に役立てて行けれ
ばと思っています。

カケイ ソノコ

西、南

ガイド経歴は定年退職後に海南市の語り部、8
年前から県の熊野古道の語り部に入部、現在に
至る。
フェニックス褶曲
意気込みは、南紀熊野の大地、奇岩、怪石や、
虫食い岩、褶曲等の素晴らしい芸術作品をお客
様に案内し、その感動を共有して頂くこと。

西

大地の言葉に耳を傾けるとき私は少し学者にな
る。
大地の姿を目にするとき私は少し詩人になる。
そして、大地の時間を感じるとき私は大いに哲学 すさみフェニックス褶曲
者になる。
思わぬ自分を大地が呼び覚ますかもしれませ
ん。

西

南紀白浜の地質、地形、温泉、歴史、文化などを
わかりやすく楽しく、ご案内いたします。
保育士、中学校教諭、介護福祉士の資格があ 南紀白浜周辺
り、小さなお子様からご高齢の方まで。又、車椅
子などをご利用の方も対応できます。

カワカミ ジュンイチ

クニトモ チヨ

サカナカ トシカズ 西

特技 磯釣り歴45年（長くやってるだけで下手で
す）
資格 2級小型船舶操縦免許
ガイド経歴 2年
ジオガイドとしての意気込み
あぁ白浜 もう何度も来て知ってるよとおっ
しゃるお客様 初めてお越しのお客様も まぁ一
度私達の話をお聞きになって 白浜の変化に富 旧白浜町内、円月島の不整合、権現崎泥岩岩
だ海岸は昨日今日に出来たものではなくながぁ 脈、白良浜、千畳敷、三段壁、シガラミ磯、源泉、
～い時を経てこうなりました。なんで？ から 成 保呂の虫食い岩 など
る程 うぅ～んもっと聞かせて興味が湧いてきた
又来たいと思って頂ける事請け合いです。また
後世へ大切に引き継がなくてはいけない訳も旅
費と時間を対やして期待を持っておいで下さった
お客様の満足度を120％叶えられるように頑張り
ます。
老若男女多数の御来浜お待ち致しております。

佐々木 司郎

佐藤 寛

芝 光治

新谷 洋一

神保 圭志

ササキ シロウ 南、西

「南紀熊野で、『地球』を感じてもらいたい！」そ
んな思いで、ジオパークガイドにはじめてトライし
ます。
樫野埼燈台、海金剛、潮岬燈台
総合旅行業務取扱管理者の資格をもつサイエン
スコミュニケーターです。

サトウ ヒロシ

西、北、南、東

通訳案内士、和歌山県特区ガイド、高野山案内
人
商社勤務時代は京都、奈良への外人の案内、
枯木灘海岸、熊野世界遺産、白浜近辺
退職後は大阪府の自宅、和歌山県の住居を往
復を、紀伊半島の中央部を通り枯木灘でも磯釣
りをも通し、熊野古道他の経験豊かです。

西、北

「半農雨読」ミカン農家の息子と畑仕事をしてい
１、田辺湾～枯木灘
ます
２、大塔山系と日置川流域
鉄道旅行、登山、城めぐり、街歩きが大好きです
３、果無山系と富田川流域
熊野の自然と文化を楽しみましょう

シバ コウジ

シンタニ ヨウイチ 西

紀州語り部、古道石畳の修復や刈り払いをしな
がら何とか15年続けてきました。自然観察が得
意な方です。普段は農業に汗を流しています。
フェニックス褶曲及、黒嶋海岸のトンボロと洞門
（山間）近くにありながら余り知られていなかった
等
褶曲を見て頂き歴史の積重ねを見ることのでき
る素晴らさに感動してもらえるようにしていきま
す。

ジンボ ケイシ

熊野古道大辺路刈り開き隊、古座川街道やどや
の会等でガイド、道普請をやっています。和歌山 熊野古道大辺路、古座川流域、古座街道（上富
県世界遺産マスター、和歌山県自然公園指導 田町朝来～串本町古座）
員、串本町文化財保護審議委員

南、東、西、北

築山 省仁

ツキヤマ ショウジ 西、南

大きな声と笑顔が特技。県の世界遺産マスター
１期生です。ガイドになって、普段見ていた景色
自分の住んでいる南紀白浜
が大地の何千万年間かけて作り上げた作品で
三段壁・千畳敷・白良浜・円月島
あると気づくようになりました。諸々の雑学をおり
まぜて案内します。

築山 由里子

ツキヤマ ユリコ 西

主婦歴35年。料理は速いです。でも、ガイドは
自分の住んでいる南紀白浜
ゆっくり。新米ガイドの目線で新しい発見を一緒
三段壁・千畳敷・白良浜・円月島
に楽しみましょう。

中谷 一陽

中村 千佳子

新田 浩司

浜田 千佐子

浜田 八洲男

林 憲昭

林 美由貴

ナカタニ カズハル 西

和歌山大好きジオ大好き中谷一陽です。自分達
が住んでいる和歌山の成り立ちを楽しく伝えるガ
フェニックス褶曲
イドを心がけます。自然の彫刻と太古のビートを
体感しにきてください。Let it Beat !!

ナカムラ チカコ 西

･すさみ町語り部団体「長井坂クラブ」所属
・紀州語り部
・スキューバダイビングのガイド歴は１５年
すさみ町全般と穴場スポット
女子ならではの笑顔と明るさで、ジオでも海でも
山でもご案内いたします。

ニッタ コウジ

アウトドアクラブ？？？「Ｓ．Ｔ．Ｏ．Ｃ」をやってま
す。
フェニックス褶曲…得意と言うか自分が行きたい
あっ…ガイド経験なんて全くない初心者です。
だけです。はいっ！！
ただ、自然が好き健康で居たい。それだけです。
のんびり、ゆっくりと楽しめたらと思います。

西

ハマダ チサコ 西、北

特技は手間のかからない料理作りとフットワーク
の軽さ。有償ガイド経験は約3年の新人ですが、
安全第一を心掛けています。省エネと体力作りも
兼ねて今年から先ずは3Km圏内をママチャリ復 西エリア
活。
資格 介護ヘルパー2級、日体協公認スポーツ
指導員

＜白浜温泉地区＞
三段壁とその周辺・陸上と海上共
千畳敷とその周辺・陸上と海上共
権現崎とその周辺・陸上と海上共
番所崎とその周辺・陸上と海上共
＜富田・日置地域＞
保呂の虫食い岩とその周辺
志原海岸と日置川流域
＜田辺地区＞
天神崎・元島・ヒキ岩及び百間渓

ハマダ ヤスオ 西

世界遺産マスター（熊野地区担当）
熊野セラピー（熊野健康村）
訪問介護3級
市民団体「熊野人倶楽部」代表
白浜美術家協会事務局長
富田浦歴史文化保全協議会理事

ハヤシ ノリアキ 南、西

串本町田並に居を構える芸術家です。縁あって
熊野の土地に移住し、熊野の自然の魅力に惹
かれジオパークガイドを受講しました。本州最南 田ノ崎、さらし首、橋杭岩、串本、潮岬
端の町から熊野の大地の魅力を発信してみたい
と考えています。

ハヤシ ミユキ 西

キャンプや里山生活体験の指導、山歩きなどのネイチャーガイド、
さらに指導者養成などの活動をとおして、環境教育プログラムの実
践・企画提案などをおこなっています。ジオパークガイドをとおして、
地域の自然環境に目を向け地域を愛する人の輪をひろげ、来訪者
に愛される地域づくりを目指します。
日本キャンプ協会 キャンプディレクター1級
全国体験活動指導者認定委員会 NEALコーディネーター
自然体験活動推進協議会 ＣＯＮＥコーディネーター
日本インタープリテーション協会 ＩＴＳ修了 インタープリター
日本エコツーリズムセンターガイド養成講座修了 エコツアーガイド

勉強中ですので、特にありません。

ヒラノ コウダイ 北、南、東、西

ある時は山や岩の案内係、ある時は観光イカダ
の乗組員、ある時は自称・日本一小さな観光協
私の生まれ育った三重県と奈良県の境目にある
会の相談役（役員は犬と猫）、ある時は陶人形作
和歌山県の小さな飛び地『リトルワンダーランド
家。
嶋津』
「今日は楽しかった」「また来るよ」って言って頂
けるよう頑張ります。

吹揚 克之

フキアゲ カツユキ 西

１.公立中学校元教員 行政書士
2田辺市文化財審議議会審議委員
3田辺随筆クラブ会長
白浜町、三段壁、千畳敷、白良浜、円月島、臨
4紀南文化財研究会理事
海、番所山、富田地の自然（大地）、歴史のご案
5和歌山県観光ガイド専門委員紀州語り部 経
内
験10年
6私のふるさとのすばらしさをわかりやすくご紹介
したい。

堀 敏実

ホリ トシミ

平野 皓大

松下 祐造

松場 三恵子

三栖 起

西、南

－

紀州語り部
熊野の石仏（特に庚申塔）が好きです。
川も大好きです。

石仏のある場所、カヌーで行けるところならどん
な場所でも。

マツシタ ユウゾウ 西

ガイド歴1年、ＮＰＯ「自然体験学習支援センタ」
会員。海が好きでダイビングが好き。南紀熊野
円月島、白浜の泥岩岩脈、千畳敷、三段壁、志
は海で作られたジオ。大地と海の接点を伝えた
原海岸、救馬渓、フェニックス褶曲
い。お客様に楽しい気づき、新しい発見をして頂
けるように…

マツバ ミエコ

西

東京出身の私が南紀熊野ジオパークガイドに?!
高校・大学でワンダーフォーゲル部に所属したア
ウトドア派。
大地の動きが実感できる場所（例 白浜 泥岩岩
縁あって紀南に来てからはこの地の自然・人・食
脈）
べ物に魅せられている。
大昔に起きたことを、今、この目で見られるおも
しろさをお伝えしたいと思います。

西

熊野の森ネットワークいちいがしの会会員
白浜シルバー人材センター大辺路語り部合格
大辺路刈り開き隊隊員
財団法人天神崎の自然を大切にする会会員
白浜を中心として、椿を案内したい！
田辺ジオパーク研究会会員
熊野検定２級合格
白良浜を中心に世界遺産の語り部として約３年
程度

ミス オコス

山内 恒男

ヤマウチ ツネオ 西

山本 泰司

ヤマモト タイジ 西、南、北、東

従来からの観光地をジオの観点から専門的な話
ではなく、約１０年熊野古道の語り部経験をジオ
白浜町内、上富田町内
パークガイドにいかして地域の文化や歴史を交
えた話を来訪者と一緒に語り合いたい。

山本 正

山本 由美子

山本 芳博

ヤマモト タダシ 西

自分が住んでいる大地のことを知りたいと思い、
ジオガイドに。皆様と共に学び、発見や感動を得 ・フェニックス褶曲
たいと思います。デザインワークとデザイン教育 ・三段壁
に携わっていました。福祉住環境コーディネー
・志原海岸
ター検定、ECO検定取得。

ヤマモト ユミコ 西

ガイド養成講座三期生です。講座を修了して南
紀熊野の
地元、志原海岸を案内できるるように勉強中で
地形・地質のおもしろさに目覚めました。
す
やっと出発点に立ったところですのでこれから
志原海岸（旧日置川町）はお宝満載です。
です。

ヤマモト ヨシヒロ 西、南、東

潜水士の資格を持ち、キヤノンの一眼レフ5dMarkⅢで水中撮影しています。ジオサイトが海 白浜の円月島の裏（通称、裏円月）や千畳敷、三
中にどのように続いているか調査し、月１回、毎 段壁、すさみの黒島やソビエト、串本の橋杭岩や
日新聞和歌山県内版に連載している「ぶくぶく潜 海金剛、コメツブ、アシカ、ドウネの海中部分
水隊長」です。

－

