
お名前 ご職業 令和5年3月28日 現在
（50音順）

1 市川　新蔵 歌舞伎俳優 25 中村　太地 ヴァイオリニスト

2 伊藤　京子 ピアニスト 26 中村　有志 俳優・パントマイマー

3 岩元　美智彦 株式会社JEPLAN取締役会長 27 中山　忠彦 洋画家

4 宇佐美　志都 書家・文字文化文筆家 28 蓮井　求道 声楽家（バリトン）

5 鵜木　日土実 ピアニスト 29 羽住　英一郎 映画監督

6 大竹　英雄 囲碁棋士　名誉碁聖 30 葉月　けめこ 脚本家　作詞家　ライター

7 大西　ゆか 声楽家(ソプラノ) 31 林家　きく麿 落語家

8 カルロ・アントニオ・デ・ルチア 演出家・テノール歌手 32 平出　隆 詩人

9 川口　ヱリサ ヴァイオリニスト 33 平山　秀幸 映画監督

10 川口　さやか ピアニスト 34 ペ－タ－・ゲスナ－ 演出家

11 川原　尚行 NPO＆NGO　医師 35 牧野　伊三夫 画家

12 ゴルフ・ピチャヤ 歌手・俳優・ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 36 町田　そのこ 作家

13 篠崎　史紀 ヴァイオリニスト 37 南　紫音 ヴァイオリニスト

14 島田　雅彦 作家・詩人 38 森岡　謙一 声楽家（テノール）

15 杉山　邦博 元ＮＨＫアナウンサー・相撲ジャーナリスト 39 森下　卓 将棋棋士

16 せきや　てつじ 漫画家 40 森野　由み 声楽家（ソプラノ）

17 橘家　蔵之助 落語家 41 Sadaharu Yagi ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ/ﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｴﾝｼﾞﾆｱ

18 ダニエーレ･アジマン 指揮者 42 山本　リンダ 歌手

19 谷口　英治 クラリネット奏者 43 吉本　実憂 俳優

20 津村　禮次郎 観世流　能楽師 44 横内　謙介 劇作家

21 豊嶋　起久子 声楽家（ソプラノ） 45 柳亭　燕路 落語家

22 冨永　裕輔 シンガーソングライター 46 リリー・フランキー イラストレーター・小説家

23 中田　新一 映画監督 47 和田　直也 作曲家

24 中村　かなめ 歌舞伎俳優

（50音順）

1 池田　信太郎 バドミントン選手 16 重定　知佳 パラアーチェリー選手

2 池元　友樹　 元プロサッカー選手 17 柴原　洋 プロ野球解説者

3 今永　昇太 プロ野球選手 18 竹下　佳江 バレーボール選手

4 田中(入江) ゆき レスリング選手 19 中本　健太郎 マラソン選手

5 植木　通彦 元競艇選手 20 永井　謙佑 プロサッカー選手

6 上野　太郎 セーリング選手 21 西山　将士 柔道家

7 内村　航平 元プロ体操選手 22 早田　ひな 卓球選手

8 太田　和臣 ウエイトリフティング選手 23 東　慶悟 プロサッカー選手

9 カズ山本 元プロ野球選手 24 福井　烈 プロテニス選手

10 岸川　聖也 卓球選手 25 本田　泰人 元プロサッカー選手

11 北津留　翼 競輪選手 26 箕内　拓郎 元ラグビー選手

12 北畠　紗代子 アーチェリー選手 27 山田　章仁 ラグビー選手

13 君原　健二 マラソン選手 28 山本　浩之 車いすマラソン選手

14 金　哲彦 プロランニングコーチ 29 吉岡　稔真 元競輪選手

15 潮田　玲子 バドミントン選手

（50音順）

1 あえか シンガーソングライター 25 田代　美代子 シャンソン歌手

2 秋本　祐希 女優・モデル 26 多田野　曜平 声優

3 天野　功 天寿し 27 袴着　淳一 アーティスト・小説家・ファッションデザイナー

4 あやなん YouTubeクリエイター 28 萩尾　みどり 女優

5 磯田　久美子 フリーアナウンサー 29 原岡　薫 大学教授・コメンテーター

6 ISAKICK 30 原口　あきまさ タレント

7 SHOGO 31 ビックスモールン・ゴン タレント

8 YOSHIAKI 32 日野　真一郎 ヴォーカリスト（LE VELVETS）

9 芋洗坂係長(小浦一優) ダンサー・振り付け師・お笑い芸人 33 深見　亮介 俳優

10 大串　奈央 ロックアーティスト 34 藤田　大吾 シンガーソングライター

11 お祭りBoy タレント 35 藤原　樹 パフォーマー / 俳優
(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)

12 お宮の松 タレント・芸人 36 前田　佳織里 声優

13 KAZYA ギタリスト 37 光石　研 俳優

14 金子　有希 声優 38 宮本　隆治 アナウンサー

15 キタキュウマン ご当地ヒーロー 39 向山　毅 ミュージシャン（ソリディーモ）

16 KENZO ダンスアーティスト（DA　PUMP）・振付師 40 森田　順平 俳優

17 古閑　正美 ミュージシャン 41 安河内　眞美 鑑定士

18 小森　順二（GUNN） ミュージシャン 42 横内　正 俳優

19 紗綾 タレント 43 吉開　りりぃ アーティスト

20 櫻 シンガー 44 ラムジ・山下祐樹 ミュージシャン

21 佐々木　正洋 アナウンサー 45 秋山 竜次

22 白石　さおり オーディション評論家・タレント 46 馬場 裕之

23 高城　亜樹 タレント 47 山本 博　

24 高田　憂希 声優 48 渡邉　貴義 照寿司

これまで「観光大使」としてご活躍いただきましたシーナ様が平成27年2月14日に、

「文化大使」としてご活躍いただきました佐木隆三様が平成27年10月31日に、青山真治様が令和4年3月21日にご逝去されました。

　生前のご功績に深く敬意を表するとともに心からご冥福をお祈りいたします。

タレント

北九州市特命大使一覧（124名）

北九州市スポーツ大使（29名）

北九州市観光大使（48名）

北九州市文化大使（47名）
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