
福島市マリッジサポーター名簿 福島市定住交流課

№ 氏名 性別 年代 住所 職業 資格 実施する活動・自己PR

1 佐藤
さとう

　朋子
ともこ

女 40代 大森 個人事業

保育士、幼稚園教諭　ﾒﾝﾀﾙｶｳﾝｾﾗｰ・ﾒﾀﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ・
コーチングスキルアドバイザー・マインドフル
ファッションプラクティショナー・結婚相談員９
年目　相談実績６０００人以上、婚活イベント
カップリング率８割

婚活の大学を主宰しています。婚活イベントやお引
き合わせの前に、男女の違いや話し方・装い等をお
伝えしています。結婚はゴールではなくスタート。
離婚・再婚・子育て・あらゆる学びと経験をお伝え
し、応援できたらと思います。

2 竹中
たけなか

　知博
ともひろ

男 70代 御山 会社員 写真撮影
・プロフィール用の写真を撮影します・お店をやっ
ています。いつでもご相談ください

3 後藤
ごとう

　善次
ぜんじ

男 60代 成川
市議会議

員
これまで多数紹介。若い方より３０～４０代の方
が多いです。

これまでは男性、女性共私個人の知り合いもしくは
紹介された方に私の知り合いに会っていただいてい
ます。今回紹介しようと考えた女性んの方からは遠
慮をされました。（本人は希望していたのに彼女の
勤め先の上司にいわれたとの事でした。）そのため
このサポーターを利用して、安心して話がすすめら
れると良いと思っております。 
　現在男性８名、女性７名のお相手を探していま
す。

4 後藤
ごとう

　智弘
ともひろ

男 50代 鎌田
セラピス

ト

恋愛セラピスト・アートセラピスト・パッション
テストファシリテーター 
合コンパーティーでのMC,須賀川市役所とのコラボ
で数回合コンツアーコーディネーター

セラピーでは電話・メール・直接でクライアント様
の問題を解決する活動。世界を幸せな人達でいっぱ
いにすることがモットー。まず自分を愛することか
ら

5 丹治
たんじ

　逸雄
いつお

男 70代 山口 自営業
【経験】マリッジカウンセラー経験約２６年、福
島県世話やき人６年　【資格】マリッジカウンセ
ラー

・パーティー企画　・お引き合わせ 
経験に基づき社会奉仕したいと考えております。

6 坪井
つぼい

　多美子
た み こ

女 70代 飯坂町 看護師 看護師・介護予防運動指導員・運転免許
マリッジサポーターとの交流を密に行い、いい出会
いがないか話し合う。自己PR：良いと思ったらすぐ
に行動にうつす。

7 菅野
かんの

　達幸
たつゆき

男 60代 松川町

2015年2月～福島県世話やき人　2019年２月～婚活
アドバイザー　デイサービス送迎職員を3年、2014
年定年 
趣味は四季を通して家庭菜園　おいしい安全野菜
栽培士として。

結婚願望を持つ人達のために 
1）結婚への相談　 
2）引き合わせ　 
3）婚活イベントの企画　 
4）各種情報提供　　　　　 
5）人生の相談 
これまで自分を支えてくれた、地域社会は基より、
それらの人々に恩返しの一つとして縁結びを応援し
たい。

8 菅野
かんの

　美江子
み え こ

女 80代 松川町 無職 仲人経験（20年以上）
新しい人生生活の導きになれるよう考えておりま
す。

9 渡邊
わたなべ

　ミサ子
こ

女 70代 五月町 自営 福島県世話焼き人

お引合せ　パーティー企画も可能です。　身近な方
を含めて悩み相談等を受けお世話することができま
す。複数の友人から話をすると癒されると言われま
すので気軽にお手伝いできるかなと思います。

10 半澤
はんざわ

　ハル子
こ

女 70代 渡利 助産師 助産師　看護師
助産師として悩みなど傾聴し出会いの機会や悩みな
ど対応できればよいと思います。

11 舩山
ふなやま

　仁
しのぶ

男 70代 上野寺 農業 福島県世話焼き人

婚姻成就まで粘り強く活動し多くのカップルを誕生
させたい。民生委員を昨年１２月より務めることに
なり今後地域の人との接触も増えることからこの機
会を利用して若い男女のサポートも行いたい。

12 堤田
つつみだ

　修
おさむ

男 60代 飯坂町 会社員

一般社団法人　日本酒学会認定　日本酒アドバイ
ザー・リクルートOB（ゼクシィ創刊）・大手冠婚
葬祭会社で、フリーウェディングプランナー
・地元福島こころネットG　WithWedding元社長 
 福島県世話焼き人

一人でも多くの方々の成婚のためにお引き合わせを
行って参ります。リクルートHD出身。結婚情報誌
「ゼクシィ」創刊からフリーウェデイング・プラン
ナー。結婚式場の経営まで、幅広くお世話すること
ができます。どうぞ宜しくお願い致します。

13 佐原
さはら

　真紀
ま き

女 50代 笹谷
市議会議

員
ＮＰＯ法人ふくしま３０年プロジェクト、資生堂

出会いのチャンスが無い方に、このような取り組み
がある事を紹介し、つながりを作っていきたい。人
と会う機会が多いので、コミュニティーを広げるの
が得意です。個人個人のチャームポイントを見つ
け、伝えサポートしていきたいと思います。

14 丹治
たんじ

　恵理子
え り こ

女 50代 南沢又 自営
病院婦長秘書、ＮＴＴドコモ・プロミス派遣社
員、キッチンカーでコーヒー等の移動販売

独身の方へのマリッジサポーターとして引き合わせ
を行います。キッチンカーでカフェをやっています
ので、気軽に相談に来ていただいても大丈夫です。
あなたの気づいていない魅力を引き出せるようがん
ばります。

15 木曽
き そ

　明美
あけみ

女 50代 永井川 会社員
ＦＭ-POCO「原美子・木曽明美のポコポコポコッと
チャレンジ」パーソナリティー　福島市手をつな
ぐ親の会会長元大笹生特別支援学校PTA会長

マリッジサポーターの存在を知ってもらい、市民全
体がマリッジサポーターを目指す。人の出逢いは、
いろんな人のつながりで広がっていくと思います。
少しでもお役に立てることができればいいなあと思
います。明るく元気がモットー。やるなら楽しくや
ろう。お節介が大好き。少しでもお役に立てればい
いなあ。

16 大場
おおば

　秀樹
ひでき

男 50代 方木田
県議会議

員

独身県職員のお見合いpartyを５回開き２組成婚
ＮＰＯ法人子ども未来クラブ理事長　 
ＦＭポコ　ラジオパーソナリティ

結婚に関する情報取集や個人面談を誠意をもって取
り組みます。

17 佐々木
さ さ き

　千佳子
ち か こ

女 50代 下野寺
学校事務
補助員

結婚式の司会・ウエディングプランナー、教会ア
テンダーを経験

結婚式の司会やウエディングプランナーの経験を活
かし、お引き合わせやイベントの司会を通して『あ
なたの出逢いのその一歩』をお手伝いします。一緒
に楽しみながら、未来のお話をしませんか？

18 番匠
ばんしょう

　啓太
けいた

男 40代 野田町
塾・会社

経営

恋愛コンサルタント、SBTコーチ2級、日青協中級
コーチ、教員免許（中学社会、高校地歴・公民、
中学専修）、剣道五段、ワールドエコノミクスリ
サーチ研究員　コーチングの資格を生かして、子
ども達、保護者、学校などで、講演

恋愛コーチング等を通して、理想の相手と出会い人
生をよりよくするお手伝いが出来ればと思います。

19 照井
てるい

　寿美子
す み こ

女 60代 早稲町 無職

内職や早朝パート、会社経営や農業ボランティア
など、数多くの職業を経験。４人の息子とお嫁
ちゃんともほど良い距離感で居ます。人生経験豊
富です。

・魅力UPアドバイス（男・女） 
・出会いパーティ企画、運営、イベント企画 
・メンタル個別相談 
私も婚活して再婚で、すてきな福島に来ました！ 
しあわせ福ふくマリッジサポーター照井です♡

20 佐々木
さ さ き

　幸恵
ゆきえ

女 30代 庄野 会社員

ベビーマッサージ講師、アロマセラピスト、カ
ラーセラピスト、居合道四段　ベビーマッサージ
の講師として、多くのお母さんや赤ちゃんに接し
ています。

気軽に何でもご相談ください。笑顔でお待ちしてお
ります。

21 村田
むらた

　えみ子
えみこ

女 70代 上浜町 主婦
（財）福島県中小企業振興センター元勤務　自然
食料理教室主催

人生経験豊かです。どんな悩みも相談して下さい。
幸せを見つけましょう。
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