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アユートキャスティング 
プロフィール関西タレント

転送・複写・外部持ち出し厳禁

文化人・プロスポーツ選手OB・MC・占い師



文化人 
茶人・小早川　宗護

https://youtu.be/2ur-2lIBx-w

大手旅行代理店立ち上げメンバーである父と、 
裏千家茶道の師範である母の間に育ち、 
幼少期より抹茶を嗜む。 
海外留学の一年間を除く小学生以降の人生を、 
日本屈指の高級住宅街として知られる兵庫県芦屋市で過ごす。 

大学卒業後は小売店や飲食店の対面接客、営業職などに携わりつつ、 
従来「接客・もてなし」の現場で常識とされてきた 
接客マナーに強い疑問を抱き、 
茶道を研究する。2006年に接客教育事業をスタートさせ、 
事業を継続するかたわら大学院に進学。2011年には茶道の 
マネジメント研究から修士号を獲得、もてなしに対する思想、 
哲学をより一層深める。 

現在は茶道のもてなしを軸とした小売店の販売員教育や飲食店の 
接客者教育に携わりつつ、 
人事教育の仕組み作りなどを含めた接客にまつわる 
コンサルティングを行っている。 
セミナーは現場の管理に悩む経営者から支持されている。 
また、裏千家茶道の師範としても活躍しており、 
現在社中内の弟子数は70名程度。 

座右の銘は「創造と挑戦」。 
代表著作は「接客は利休に学べ」、２０１３年WAVE出版刊

イメージ



文化人 
花飾人・宮内　孝之

大阪府出身の母親の影響で、幼少期から花とふれあう。 
1984年 テレビ番組花製作の先生に弟子入り、 
夜は定時制高校にて勉学に励む。 
1988年 全国バラ飾人大会に出品、優秀賞受賞。 
また市場花コンテスト、優秀賞受賞。 
1992年 オーストラリアに渡り花の生産者を15カ所回り、 
花の修行に努める。 
1998年 帰国後、花の総合プロデュース会社ポチを設立。 
2006年 庭師の石原和幸に弟子入り、 
花の空間プロデュースを開始。 
2008年 ヨーロッパ各地にて修行。 
今までにない花のコラボレーション活動を模索。 
自分でいけた花を自ら撮影する写真家としても活動。 
現在に至る。

・イベント・ブライダル・花空間装飾 
・店舗にて生花・プリザーブドフラワー 
・観葉植物の小売販売 
・フラワースクールの開催 
・店舗・庭・庭園のデザイン・ガーデニング業務 
・花とお酒のコラボレーション 
・植木リース業務 
・花雑貨・家具・その他・輸入販売業務 
・店舗プロデュース・店舗コンサルタント



文化人 
己書 師範・平井　浩二

経営者の方、 
企業の営業マンの方 
・ 企画書の作成のために。（オリジナリティの創出） 
・ お礼状、挨拶状の作成のために。（手書きで作りたい） 
・ 署名に個性を出すために。 
・ 自己啓発のために。 
など

個人参加の方 
・ 年賀状や暑中見舞い等のハガキを作成したくて。 
・ アルバムの整理を自分の字で。 
・ 新しく熱中できるものを見つけたくて。 
・ 友だちづくりのために。 
・ 中には、手のリハビリのためにという人も。

コミュニケーションの多様化が進み、自分の言葉は「活字」 
となって発信されます。画一化された字体、使い回されている 
イラスト。それらで本当の心を描写できているのでしょうか。 
個々の思いを伝えるのに充分なのでしょうか。 
そんな現代だからこそ、自らの手で筆をとり、筆を走らせること 
の意味を伝えたいと考えました。『心』という個性を表現する術の 
ひとつとして、「己書」の普及を考えました。 
筆を走らせるということは、『自らの心を描き、表す』ことに通じます。
そこには、「心が筆を走らせる」楽しさがあります。 
楽しさは笑顔となって、人と人の心を繋げます。 
書が繋ぐ 心の絆。 
まずは楽しみ、そして喜んで。時代に逆行するかのような時間 
の中で、自分なりの世界観を創出していく道場です。 
「己書」が温もりのあるコミュニケーションツールとして、心の 
ふれあいと絆を生むように、己書道場は活動を続けます。

https://youtu.be/NPHFbm5MC8U

自営業の方 
・ 自筆名刺や営業用ツールの作成に。 
・ 手書きメニュー、POPの作成のために。



漫才師などを経て現在はタレント、作家として活躍中。 

2007年M-1グランプリ準決勝進出最年少コンビ「まえだまえだ」の漫才他、  
若手ライブの構成・舞台監督も担当し、その手腕を発揮。 

現在では、Ｊ：ＣＯＭ高槻の16年続いている町ぶら番組『わがまち探偵団』を始めタレントとして、 
またNHK『いないいないばあっ！あつまれ！ワンワンわんだーらんど』などの放送作家、 
更には『笑いを通してコミュニケーション力を上げよう』という講演活動など幅広く活動している。

文化人 
笑育講師　　こうのきよし



１９６７年生まれ 　ボストン・ウェントワース工科大学を卒業後、 
神戸大学経営大学院でＭＢＡ（経営学修士）、 
大阪市立大学大学院医学研究科で医学博士号（公衆衛生学）、 
カリフォルニア大学（アーバイン）医学部で解剖学修了証をそれぞれ取得。 
博士論文「魚・脂肪酸摂取とぜんそくの関係」は、 
フランス医学誌「結核と肺疾患」及び 
国際栄養論文サイト「Vitasearch」に掲載された。 
現在、医療・健康問題研究所代表、同志社大学生命医科学部講師。 
監修著書　「お米でダイエット」（出版文化社）他

文化人 
医学博士　　宮本正一 人気のセミナータイトル 

１）　認知症にならない生き方 
　　　～脳のメカニズムを知る～ 

２）　私はなぜ太るのか  
　　　～ヒトの脳はダイエットが苦手～ 

３）　医学博士の脳診断 
　　　～あなたの脳を５分で解析～ 

４）　英語脳の作り方  
　　　～１日で英語が話せる法則～



涙活師　橋本昌人



スポーツ＆タレント 
元近鉄バファローズ　投手 
村田　辰美

1952年7月9日  

秋田県横手市出身の元プロ野球選手（投手）・ 

プロ野球指導者、野球評論家・野球解説者

出演番組 
よみうりテレビ（1991年 - 1992年） 
• 劇空間プロ野球 
• まるごとバファローズタイム 
関西テレビ・フジテレビ（1996年 - 2002年） 
• 熱チュー!プロ野球　（プロ野球中継） 
• プロ野球ニュース 
• 感動ファクトリー・すぽると! 
ラジオ大阪（1996年 - 2007年） 
• 近鉄バファローズナイター 
• ラジオ大阪ドラマティックナイター 
• オリックス・バファローズ ナイトスタジアム 
J SPORTS（ - 2007年） 
• J SPORTS STADIUM

https://ja.wikipedia.org/wiki/7%E6%9C%889%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E7%94%B0%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E6%89%8B%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E9%87%8E%E7%90%83%E9%81%B8%E6%89%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%95%E6%89%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E7%90%83%E8%A9%95%E8%AB%96%E5%AE%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E7%90%83%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E8%80%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/Dramatic_Game_1844
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%94%E3%81%A8%E3%83%90%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/Enjoy!_Baseball
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E9%87%8E%E7%90%83%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%99%E3%81%BD%E3%82%8B%E3%81%A8!
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E9%89%84%E3%83%90%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%AA%E5%A4%A7%E9%98%AA%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BA_%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/J_SPORTS_STADIUM


スポーツ＆タレント 
元阪神タイガース　投手 
中西　清起

野球教室 
少年野球から、社会人野球、指導者の為の指導まで、 
各団体、チームでの野球教室もご要望にお応えいたします。

講演会・トークショー 
団体向けの講演会や企業向けの社員研修など、講師として派遣可能です。 
また、飲食店や、宴会場でのトークショーのゲストとして派遣も承ります。



スポーツ＆タレント 

元北海道日本ハムファイターズ　投手 

斉藤　佑樹

1988年6月6日生まれ。群馬県太田市出身。 
2006年、早稲田実業学校高等部3年時にエースとして夏の甲子園に出場し、 
全国制覇。「ハンカチ王子」として大フィーバーを巻き起こした。 

早稲田大学入学後も輝かしい成績を残し、数々の栄冠を獲得。 
2010年、アマチュア球界№1の右腕としてドラフト1位で北海道日本ハム 
ファイターズに入団。ルーキーイヤーから6勝をマークし、プロ2年目の 
2012年には開幕投手も務めた。 
2017年からは背番号をアマチュア時代に慣れ親しんだ「1」に変更した。 

しかし度重なるケガに悩まされ登板数も伸びず2021年10月に引退を発表。 
今後の新たな活躍が期待される。

出演項目 
・講演会 
・野球教室 
・イベント出演 
・メディア出演 
・広告 
etc



スポーツ＆タレント 

元西武ライオンズ　投手 

工藤 公康 (くどう きみやす)

・1963年5月5日生まれ 
・1981年 名古屋電気高校から投手として西武ライオンズに入団  
・1982年～2010年 西武-ダイエー-巨人-横浜-西武 でプレー(実働29年) 
・2012年～2014年 解説者・スポーツキャスターとして活動 
・2014 年 春 筑波大学大学院人間総合科学研究科 入学 
・2015年 福岡ソフトバンクホークス 監督就任 
・2020年 春 筑波大学大学院人間総合科学研究科 修了(体育学修士)  
・2021年 10月 福岡ソフトバンクホークス監督退任  
・2022年より全国各地の企業・大学での講演や地域での野球教室などを  
　　精力的に行い、社会貢献を軸に活動を広げていく 

出演項目 
・講演会 
・野球教室 
・イベント出演 
・メディア出演 
・広告 
etc



瞑想師 
氣質診断 
タロット占い 
財運鑑定 
お財布鑑定

金田滋梵（カネダシボン）

生年月日から、 
あなたのこの世の運勢を占います。 
何のために生まれてきたか 
知りたくありませんか？

阿倍野区安倍晴明神社 
占いコーナーで鑑定中

占い師



占い　まりの部屋 
もり　まり 【保有資格】 

・氣質診断士 1 級 ・色彩心理カウンセラー1 級 
・国際 SDGs 協会 SDGs アドバイザー  
・漢方養生指導士 漢方スタイリスト  
・Total Body Therapist  
【活動メニュー】 
・氣質診断 
・色彩心理カウンセリング 
・四柱推命 
・オラクルカードリーディング 
・レイキ ・ボディセラピー(主にハンドトリートメント)  
【活動場所】 あべのキューズモール出店 その他、 
多数イベント企画および出店  
【得意分野】 ・家族や親族、職場の人間関係のお悩み  
・持って生まれた性質、性格、適性、趣向 ・人生の大きな流れ  
・人生の転機や、その時期の注意点 



誕生日7月3日 

出身地　大阪 
趣味・特技 
ネットサーフィン・瓦割り・どこでも寝れること 
方言・外国語 
泉州弁・大阪弁・遠州弁

司会　楢松　ちえ

主な出演作品 
司会ステージ 
東京ガールズコレクション（2011-2014） 
大阪インターナショナルコレクション 
鈴鹿8時間耐久ロードレースイベントステージ 
市川右近（現右團次）チャリティーイベントトークショー 
X-JAPAN TOSHI ディナーショー

キッズイベント司会 
うたのおねえさん 

舞台 
加藤健一事務所 
「銀河鉄道の夜」 
「カッコーが泣いた夜に」 
「牡丹灯籠」 
「パパアイラブユー」 

オクト企画 
神様に出会った日 
アルジャーノンに花束を

ドラマ 
命の現場から 
水戸黄門 
部長刑事アーバンポリス21 
女は度胸 
暴れん坊将軍 
八百屋長夢日記 

PV 
スズキセニアカー 
共立十全病院 
ヤマハ音楽教室





その他スポーツOB

その他・プロ野球関係者 
栗山英樹（元北海道日本ハム） 
斎藤佑樹（北海道日本ハム） 
杉谷拳士（北海道日本ハム現役選手） 
達川光男（元広島東洋カープ)　　   
桟原将司　(元阪神タイガース）　    　　 
黒木知宏（元千葉ロッテマリーンズ）　　    
高橋慶彦（元広島東洋カープ）         
片岡安祐美（茨城ゴールデンゴールズ）　 
中畑　清（読売巨人軍）　　　　　　　 
掛布雅之(元阪神タイガース) 
山田久志（元オリックスバッファローズ 
福本　豊（元オリックスバッファローズ 
デーブ大久保（元西武ライオンズ）　　 
桧山進次郎(元阪神タイガース)　　　　

女子プロゴルファー 
諸見里しのぶ　 
大江香織　 
一之瀬優希　 
佐伯三貴

☆陸上関係者　 
千葉真子　 
有森裕子　 
谷川真理　 
野口みずき

☆バレーボール関係 
三屋裕子　 
益子直美　 
大林素子　 
竹下佳江

☆サッカー関係 
澤穂稀　 
丸山桂里奈　 
大竹奈美

☆スケート 
村主章枝　 
八木沼純子

☆テニス 
杉山　愛　 
沢松奈生子

☆レスリング 
浜口京子　 
吉田沙保里　

☆ボクシング 
長谷川穂積　 
亀田興毅　 
亀田大毅　

☆ものまね芸人 
谷村仁司　 
セニョール玉置　 
美川憲二　 
ゆうぞう　　　 
安陪里律子　 
英二　 
俵山栄子　 
みはる　 
こんちはる 
アントキノ猪木

☆落語家 
三遊亭圓楽　 
林家木久蔵　 
春風亭昇太　 
林家正蔵　 
三遊亭小遊三　 
林家たい平 
林家三平　 
三遊亭好楽　 
林家木久扇　 
三遊亭好太郎　 
三遊亭楽大　 
桂竹丸 
春風亭柏枝　 
春風亭勢朝　 
笑福亭べ瓶

☆寄席芸人 
おぼんこぼん（漫才コント) 
マギー司朗　 
ふじいあきら（マジック） 
ナポレオンズ（マジック）　 
コント山口君と竹田君（コント） 
テツ＆トモ（バラエティコント）



その他　必要なもの 
・音響＜PAオぺレーター 1名 　・　ホテルや会場の専属でもOK＞ 
　　　＜PAオぺレーター がいない場合　別途　お見積もり＞ 
　　　＜PA機材持ち込み＆オぺレーター 別途　お見積もり＞ 
・ワイヤレスマイク　１～３＜出演者により異なる＞ 
・ピンマイク・ヘッドセット　１～３＜出演者により異なる＞ 
・マイクスタンド　　１～２個 
・控え室＜姿見・椅子・テーブル・飲み物・ハンガーラック　場合により食事＞ 
・ステージ横に早着替えスペース＜パーテーションなどでOK 出演者により異なる＞ 
　　　　＜姿見・椅子・テーブル・飲み物・ハンガーラック必要＞ 

　　　食事＜弁当で可＞・飲み物はスタッフ分をご準備ください。 
スケジュールの仮押さえは１週間・その後決定優先になります。 
お振込確認後スケジュール決定となります。 
決定後のキャンセルはキャンセル料が発生します。 

税別 
大阪市内　駐車場・駐車券のご用意をお願いします。　　 
大阪市外　交通費実費　・　　　　その他　要相談　 
＜宿泊が必要な場合は別途見積もりになります。＞



プロジェクション・マッピング
韓国

プロジェクション・マッピング
日本

スマホで簡単
動画編集・面白アプリセミナー

恐竜イベント 集客イベント マジックセミナー

世界特許の印刷物 キャスティング


