H30 南紀熊野ジオパークガイド 南エリア

氏名

平野 皓大

岩永 勝二

福辻 京子

西浦 康代

担当
顔写真
エリア

プロフィール

得意とする案内場所

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
観光協会の相談役（役員は犬
と猫）、ある時は陶人形作家。
「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。

私の生まれ育った三重
県と奈良県の境目にあ
る和歌山県の小さな飛び
地『リトルワンダーランド
嶋津』

北南
イワナガ カツジ
東

ジオパークは大人の部活と言
われています。私達は住んで
いる地域のことについて、案
外知らないものです。
一緒に歩いて未知への挑戦を
してみませんか。地球のこと
地学を学べばきっと今迄と
違った世界が拡がると思いま
す。

得意とする場所は特にあ
りません。
歩けばどこでもいいとこ
ろです。

北南
フクツジ キョウコ
東西

現在の地形を見て1500万年
前の出来事がわかる等ジオ
サイトの勉強をしたことで、熊
野古道語り部として話す内容
に深みと意義が加わった。他
に熊野セラピスト・特区通訳案
内士（英語）

熊野川、神倉神社（ごと
びき岩）
那智の滝、鈴島、浮島の
森

フリガナ

ヒラノ コウダイ

ニシウラ ヤスヨ

北南
東西

築山 省仁

ツキヤマ ショウジ 南西

山本 泰司

ヤマモト タイジ

佐藤 寛

サトウ ヒロシ

・熊野古道、川で吹く横笛…
・サービス介助士２級
・熊野川川下り語り部
・熊野古道を熊野セラピスト
神倉神社、熊野川川下
語り部として案内してます。
り、新宮城、鈴島
熊野の霊場を地質でみると！
を楽しく解りやすく伝えていけ
たらと思っております。

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
いた景色が大地の何千万年
間かけて作り上げた作品であ
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。

自分の住んでいる南紀
白浜
三段壁・千畳敷・白良
浜・円月島

北南
東西

北南
東西

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、退職後は大阪
枯木灘海岸、熊野世界
府の自宅、和歌山県の住居を
遺産、白浜近辺
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。

堀 敏実

小倉 悦子

橋口 雅美

ホリ トシミ

オグラ エツコ

北南
西

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。

北南
東西

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 西エリア
ミリーで親子でお友達と来て
いただいて、笑顔でお帰りい
ただきます。

ハシグチ マサミ 南東

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。

感動できるものが熊野にはた
くさんあります。
実際に見て聴いて触れて感じ
て、多くの方と「おぉぉ～」を共 那智の滝周辺、太地町
有したいジオ。
熊野、那智ガイドの会にも所
属しています。

天満大津波記念碑、下
里古墳と周辺、樫野崎灯
台と周辺、橋杭岩、古座
川一枚岩、高池の虫喰
岩、滝ノ拝、勝浦温泉
（足湯）

橋杭岩、潮岬の陸繋島、
海岸段丘、樫野崎、海金
剛

森 正

モリ タダシ

結城 力

ユウキ チカラ 南

串本町議会議員
特技：手品

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
田ノ崎、さらし首、橋杭
に惹かれジオパークガイドを
岩、串本、潮岬
受講しました。本州最南端の
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。

シバサキ ヒロコ 南東

高知大学理学部にて火成岩
岩石学を専攻。
同大探検部にて各地の洞窟
探検調査を行う。
卒業後は愛媛県の石材会社
に就職。加工業務に従事。現
在は串本町にて二児の母。
時々リバーガイド
石の事なら何でもどうぞ

一枚岩、嶽の森等古座
川町の弧状岩脈関連の
サイト
橋杭岩、潮岬、等串本町
の火成岩関連のサイト

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。和歌山県世界遺産マス
ター、和歌山県自然公園指導
員、串本町文化財保護審議委
員

熊野古道大辺路、古座
川流域、古座街道（上富
田町朝来～串本町古
座）

林 憲昭

芝崎 浩子

神保 圭志

上野 一夫

仲江 孝丸

ジンボ ケイシ

ウエノ カズオ

南東

行政書士、熊野検定二級、個
人情報保護士、平成16年度、
熊野川語り部の会、県観光ガ
イド専門員、紀州語り部、
南紀熊野の大地を学び、歴史
や文化、自然を共に楽しもう

北南
東西

南東

ナカエ タカマル 南

大辺路刈り開き隊の隊長を務め
ています。
八年程まえからツアー会社のガ
イドを務めてきました。
若い時から海を潜り、川で遊び、
山仕事をしてきた関係が今ガイド
として生きてきています。森林保 九龍島、大島、あら船海岸
護員として大塔山に3年間にわた
り毎月登山し、調査をしてきまし
た。
自然の生態系に異変がありま
す。シカの増えすぎです。森に狼
が必要です。

串本近辺の地元の者しか知ら
ない魅力あるポイントをたくさ
ん掘り起こしてきました。最近 串本町のジオサイト。特
橋杭岩のジオソングも作り、 に橋杭岩と荒船海岸は
歌って踊れるジオガイドを目 経験豊富です。
指しています。楽しいひととき
をご一緒に過ごしましょう。

石丸 美穂子

芝 光治

濱田 千佐子

吉田 梢

掛井 園子

山本 芳博

朝本 紀夫

イシマル ミホコ

シバ コウジ

ハマダ チサコ

ヨシダ コズエ

カケイ ソノコ

ヤマモト ヨシヒロ

北南
東西

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
とで癒されて元気になる「熊野
ジオセラピー」の案内も行って
います。
熊野の美しさ、素晴らしさをぜ
ひ一緒に体感しましょう！

救馬渓観音 他 上富田
町のジオサイト
フェニックス褶曲（すさ
み）
志原海岸（白浜）、弟乗
（北山）

北南
東西

「半農雨読」ミカン農家の息子
と畑仕事をしています
鉄道旅行、登山、城めぐり、街
歩きが大好きです
熊野の自然と文化を楽しみま
しょう

１、田辺湾～枯木灘
２、大塔山系と日置川流
域
３、果無山系と富田川流
域

北南
東西

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 西エリア
ねて今年から先ずは3Km圏内
をママチャリ復活。
資格 介護ヘルパー2級、日
体協公認スポーツ指導員

南

ジオパークの活動に携わり、
「地元にこんなものがあったの
か！」と驚くばかりです。地質
橋杭岩
についてはまだまだ勉強中で
すが、楽しく学んでゆきたいと
思います。

南西

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。
意気込みは、南紀熊野の大 フェニックス褶曲
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。

北南
東西

潜水士の資格を持ち、キヤノ
ンの一眼レフ5d-MarkⅢで水
中撮影しています。ジオサイト
が海中にどのように続いてい
るか調査し、月１回、毎日新聞
和歌山県内版に連載している
「ぶくぶく潜水隊長」です。

アサモト ミチオ 南西

白浜の円月島の裏（通
称、裏円月）や千畳敷、
三段壁、すさみの黒島や
ソビエト、串本の橋杭岩
や海金剛、コメツブ、アシ
カ、ドウネの海中部分

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
フェニックス褶曲（ジオク
観奇岩奇峰の観光商品化（バ
ルージング）
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！

新見 かおる

岡本 修司

佐々木 司郎

長尾 雄二郎

長尾 陽子

伊藤 幸子

山本 隆寿

長谷 洋

シンミ カオル

南西

オカモト シュウジ 南

ササキ シロウ

ナガオ ユウジロウ

ナガオ ヨウコ

イトウ ユキコ

・特技 紙芝居をする
・資格 ジオガイド、熊野本宮語り
部、保育士、幼稚園教諭２級、硬
筆ペン字師範、アニマルナース
他
・職業 元保育士、今無職（ガイ
ド、介護中）
・コメント 地元潮岬の良さを楽し
く伝え好きになってもらえるガイド
になりたいです。エルトゥールル
号の遭難時救助活動をした曾祖
母のこぼれ話をできるようなガイ
ドになりたいです。

潮岬、潮崎灯台下海岸、
樫野崎、樫野崎灯台、熊
野古道、中辺路（発心門
～大社）

特技：ウルトラマラソン100ｋｍ
完走
資格：調理師、アマチュア無線
局JK3OBQ
潮岬、紀伊大島
ガイド歴：なし
意気込み：南紀熊野の素晴ら
しさを多くの方に紹介したいで
す。

南東
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。

南東

渓流アマゴ釣り（テンカラ）・横
笛の練習中・熊野那智ガイド
にも所属。南紀熊野は自然の
博物館。山川とともに美しい海
岸が広がり、大地の変容を物
語る岩や地層が随所にありま
す。隠れた穴場を選んで御案
内いたします。

宇久井半島（陸繋島・外
の取り・地玉の浜）、新宮
（上倉山のゴトビキ岩・孔
島・鈴島）、太地町海岸
（舵取崎・燈明崎）、那智
勝浦町（那智の滝・お蛇
浦）

南東

土と戯れたり、絵を描いたり、
自然の中で遊ぶのが大好
き！普段は熊野三山の古道
ガイドをしています。地形の成
り立ちと歴史の深い関わりを
みなさんにご案内できると思う
となんだかわくわくしてきま
す。。

太地町海岸（梶取崎、灯
明崎）
那智勝浦町（那智山周
辺）
新宮市（浮き島の森、丹
鶴城）

北南

資格 森林インストラクター、日本山
岳ガイド協会自然ガイドⅡ、NACS-J
自然観察指導員など。和歌山へ来て
20年近くなります。熊野古道や大塔
山系の山など、あちこち行くうちに「熊
野している」といわれる植物や生き物
たちに出会い、その面白さに紀伊半
島から出ていくことができなくなりまし
た。ジオガイドとしては木や草花、生
き物たちと地質地形の関係と人々の
暮らし、熊野古道の歴史を通して紀
伊半島のジオををご案内いたします。

北エリア 北山峡(北山
村全般) 小雲取越え(熊
野川町)

ヤマモト タカトシ 南

ZTV地域特派員
南紀熊野和みの里
和歌山県自然公園指導員
古座川
地域と密着したガイドを行いた
い。

ナガタニ ヒロシ 南

潮岬青少年の家に勤務。
保健体育の教職課程を卒業
し、健康体操を実施。
ツアーにも体操を取り入れ、
「楽しく！わかりやすく！健康
に！」のモットーを目指しま
す。
写真好き大歓迎！私と「ジオ
ザップ」しませんか！？

串本町：橋杭岩、田子の
浦（さらし首層）、江田海
岸
古座川町：一枚岩、嶽の
森山、天柱岩、少女峰、
滝の拝、虫喰岩
エリア拡大中

須藤 英司

ストウ エイジ

中川 幸

ナカガワ ミユキ 南

坂本 淳子

山本 妙子

畑野 良弘

博多 敏希

南東

サカモト ジュンコ 南

ヤマモト タエコ

南東
西

和歌山県商工連合会経営・技
術強化支援事業専門家
環境省IPCCレポートコミュニ
ケーター
環境社会検定エコピープル
和歌山は観光・温泉だけでな
く体験・体感・感動の地として
子どもからシニア世代・初心
者からエキスパートまで様々
なプランやコースでおもてなし
2010年東京から移住後、地元
の魅力を伝えるウォークイベ
ントに携わってきました。
古座川街道やどやの会、大辺
路刈り開き隊所属。和歌山県
自然観察指導員。
お客様からたくさんの「はぁ
～」「ひゃ～」「ふぅ～ん」「へぇ
～」「ほぉ～」を頂けるようなガ
イドを目指します。

串本町和深海岸、サラシ
首層、江田海岸、田の
崎、潮岬の陸繋島、潮岬
の海岸段丘、潮岬の火
成岩、大島の火成岩、海
金剛、樫野崎、橋杭岩、
高池の虫喰岩と牡丹岩、
古座川の一枚岩、嶽ノ森
山、滝の拝、荒船海岸

古座川

ガイド歴はありませんが、楽し
く歩いて、地元の良さをみなさ
潮岬
んと分かち合えれば幸せで
す。

・熊野は自然豊かなところ、美
味しい食べ物のたくさんあると
ころ、楽しい人のいるところ。こ
那智勝浦町
んないいところを紀伊半島の
（那智山周辺及び町内全
成り立ちを含め、ちょっと掘り
域）
下げてご案内できるのを楽し
みにしています。
・熊野・那智ガイドの会所属

ハタノ ヨシヒロ 南

横浜からUターンしてきまし
た。アマチュア無線局局長で
す。あらふね海岸を遊び場と
して育ちました。みなさまのお あらふね海岸
越しをお待ちしております。ご
一緒にジオサイトを遊びましょ
う！

ハカタ トシキ

２０１１年２０１５年まで4年間エ
コツアーガイドとして活動して
いました。
スノーケ
ル、滝ツアー、サンゴの植え 橋杭岩、一枚岩、荒船海
付けプロジェクトなどをやって 岸
いました。今後は串本の大自
然を使って楽しいことを提供し
ていきたいと思っています。

南

