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僧侶　NPO法人女のスペース.にいが
た代表

1982年第１子妊娠中の公民館
講座参加から、公民館活動、新
潟市に女性センターを作る会を経
て、にいがた女性会議会員とな
る。設立準備会から参加して、
1994年女のスペース.にいがた設
立からのスタッフ。現在代表。

女性対象の相談活動。
DV.デートDV防止について。
上手に気持ちを伝えよう。
子どもの権利条約について。
お念仏.お浄土について。

●R2　DVとは？、DV.デートDVを知っ
て支援者になろう、昨今お寺事情～
誰にも聞けない，こんなことあんなこと
～

グローバルデザイン事務所イケイ　代
表

NPO法人まちづくり学校理事、新
潟工業短期大学非常勤講師（ビ
ジネス実務）、新潟産業大学非
常勤講師（グリーンツーリズム演
習）、元専門学校非常勤講師（コ
ミュニケーション・プレゼンテーショ
ン）

コミュニティ、地域振興協議会等
のビジョン作り、まちづくりの場の運
営
まちあるき、グリーンツーリズムなど
着地型観光のコーディネート
コミュニケーション、プレゼンテーショ
ンの講演、クラフトデザイン活動

●胎内市観光　ボランティアガイド講
座
●R1　富山県各地の地域コミュニティ
ビジョン作り
●R2　まちづくりのコミュニケーション　プ
レゼンテーション

ビジネス実務検定２級　販売士３級

株式会社総合教育研究所　取締
役会長

大学卒業後、（株）リコーに入社。
系列販売会社の営業マネー
ジャーを体験した後、メーカー本社
販売計画部門で販売促進・商品
企画のスタッフ業務に携わる。企
業理念と人生理念の実現を一致
させた経営を支援する社会教育
者としての使命を自覚し、３７歳の
時、（株）総合教育研究所を設
立。幸援家として現在に至る。

研修講師として「経営管理者研
修」「チーム・マネジメント研修」
「リーダーシップ研修」「キャリアデザ
イン研修」「コーチング研修」「マー
ケティング研修」等を務めている。
経営コンサルタントとして「経営品
質向上活動」「顧客満足向上活
動」「業績向上組織開発」「目標
管理・人事制度構築」等に努め
ている。

●R1　◆経営管理者養成コース　『管理者の職
務と役割』・管理の基本原則・目標設定と実施・
自己のリーダースタイル分析・自身の目指す管理
者像『組織を変革するチームとメンバーの育て
方』・チームビルディングの進め方・OJTの進め方・
人材育成計画の立て方と進め方
◆部下指導・育成リーダー養成講座　『部下育
成の基本』・部下指導・育成リーダーの役割と心
得・効果的部下指導・育成計画のつくり方・具
体的部下指導・育成の進め方『仕事の教え
方』・教える前に準備すること・教え方の４ステップ
◆新潟市キャリア啓発事業　地元職業人講演
会　『人生が楽しく、仕事にやりがいが持てる幸せ
の秘訣』・なぜ挨拶は必要でしょうか？・失敗から
学ぶことで成功を手に入れられる・人間は自分が
考えた通りの人間になる・幸せは今有るものに「あ
りがとう」と感謝することから始まる

(社)日本生産性本部認定日本経
営品質賞セルフアセッサー
(社)日本生産性本部認定ベンチ
マーキングインストラクター
ＮＰＯ内部統制評価機構認定内部
統制評価者
ＮＰＯ日本メンター協会公認パート
ナー等

子育て応援ファシリテーター・おうち起
業コンサルタント・事業共創クリエイ
ター・講師　等 個人事業の他、横越コミュニティ

協議会役員、江南区地域の茶の
間お～うん/副会長、江南区自治
協議会委員、江南区男女共同
参画地域推進員、NPO法人はぐ
ハグ/理事、日本ファシリテーション
協会新潟サロン/運営メンバーな
ど、子育て支援や地域福祉、支
え合いのしくみづくりなどにも幅広く
携わる。

家庭教育学級講師・ファシリテー
ター
ワークショップの企画運営
ファシリテーション研修
起業創業支援・集客コンサルティ
ング
コミ協などでの地域に根差した活
動経験からチラシづくりや広報研
修なども得意とする。

●R1　ゆりかご学級「みんなで子育て
トーキング」　ファシリテーター
●R2　西区支え合いのしくみづくり
ファシリテーション研修及びワークショップ
コーディネート「西区支え合いのしくみづ
くりパンフレット」制作（デザイン）、ファシ
リテーション講座「会議が楽しくなる”コ
ツ”がある！」《認定資格》

・BPファシリテーター



全て 全市
三,新,加,燕,

五,阿,胎

小,中,高,青,
成,女,親

全市
三,新,加,燕,

五,阿,胎

青,成,齢,男,
女

全市
三,新,加,燕,

五,阿,胎

小,中,高,青,
成,男,女,親

全市
三,新,加,燕,

五,阿,胎

全市
三,新,加,燕,

五,阿,胎

フリーアナウンサー

ラジオ局アナウンサー、番組ナビ
ゲーター。
司会者。朗読サークル講師、話し
方・アナウンス講座講師。

朗読を主とする発声や滑舌、呼
吸法のレッスン。
朗読会の開催（文学作品や新潟
の昔話など。）
小学校での職業講話。
社会人向けの話し方講座、障が
い者向けのコミュニケーションレッス
ン。
司会、プレゼンテーション、ナレー
ションのレッスンなど

●R1　そのき市民学級　新潟の昔話
（朗読）
●R2　MISS EARTH JAPAN
NIIGATAビューティトレーニング　スピー
チレッスン、コミュニケーションレッスン

アドラー心理学講師

大学卒業後、カネボウ化粧品株
式会社に入社。結婚後、新潟市
でパート、専業主婦時代にアド
ラー心理学を学び進め、2019年ア
ドラー心理学講師として起業。現
在はアドラー心理学に基づいた子
育て、コミュニケーションの講演、講
座を開催している。

◆アドラー心理学に基づいた、自
分も相手もOKなコミュニケーショ
ン。職場、家庭などあらゆる人間
関係の基盤を作ります。
◆アドラー心理学に基づいた、自
分で考え行動できる子に育てる、
怒らない・ほめない・第３の勇気づ
け子育て

●H30　ほめるよりのびるアドラー流子
育て
●R1 　怒らない　ほめない　第３の子
育て＝勇気づけでHappy親子になりま
せんか？、ほめるよりのびる「勇気づけ」
子育て

音楽講師、演劇講師

エリザベト音楽大学宗教音楽学
科パイプオルガンコース卒業。
現在、リコーダー、歌等のアンサン
ブル演奏会を行いつつ、劇団「弘
前劇場」での俳優経験、劇団ひま
わりでの講師経験を活かして、高
校演劇の指導や一般向けの演劇
ワークショップを開催。音楽活動と
演劇活動の二つの分野で精力的
な活動を展開している。
江南区演劇実行委員会上演作
品演出担当
新潟県内高等学校勤務（音楽
非常勤講師）
音楽教室主宰（リコーダー、ピア
ノ、パイプオルガン、ボイストレーニ
ング）

・演劇：演劇をコミュニケーション能
力育成のツールとしてとらえ、以下
のような内容を柱に進めていく。
（身体と心の柔軟・発声（身体機
能の低下を補うための発声法を含
む）・台詞のしゃべり方）
・音楽：誰もが手にしたことのあるリ
コーダーを用い、個々のレベルに対
応しながらアンサンブルの楽しさが
感じられる講座。

●R1　高校生のための演劇コミュニ
ケーション講座、演劇コミュニケーション
講座

中学校・高等学校音楽教員免許

プロコーチ、教育アドバイザー、ワーク
ショップデザイナー、ワークショップリー
ダー、ＮＰＯ法人はぐハグ理事、（社）
実践行動学研究所理事 首都圏の難関中学受験塾、およ

び県内の進学塾において、生徒
指導、教育コンテンツ開発、人材
育成、組織開発等を行う。現在
は、人がよりよく生きるためのコーチ
ング、小～高校生対象のレジリエ
ンス教育、シチズンシップ教育プロ
グラムの開発とファシリテーターの養
成を行う他、環境問題に関する
ワークショップにも力を注ぐ。

・コーチング、コミュニケーション、
チームビルディング、リーダーシップ、
ファシリテーション（学び合いの場づ
くり）、環境問題に関するワーク
ショップ
・家庭教育、子育て、モチベーショ
ン、レジリエンスに関する講演

●H29　楽しく学ぶコミュニケーション
●H30　笑って子育て！大原流コーチ
ング入門
●R1　 プロコーチがやっているわが子の
やる気と自律を引き出すコミュニケーショ
ン

米国CTI認定プロフェッショナル・コー
チ（CPCC）

シニア・プロジェクト（株）マチノちえこカ
ルチャースクール代表 新津市立新津第一中学校ＰＴＡ

会長、新津高等学校親師会長
（平成8年～平成10年）新潟市、
新津市教育委員（8年間）、家庭
裁判所調停委員（10年間）、新
津簡易裁判所調停委員（現在
～）、社会福祉法人秋葉福祉会
理事、新潟市ユネスコ協会副会
長（現在）、新潟市主任児童委
員（現在）、シニア・プロジェクト
（株）代表取締役

１．子どもから大人までの心の問
題へのケアと見守り
２．ひきこもり支援を20年間行い、
就職に23名を結びつけた
３．会社の社員研修やカウンセリン
グ
４．ＰＴＡの保護者への講演活動
５．街の活性化への取り組み
６．子どもの見守り

●H30　ビジネスマナー・セルフケア・コ
ミュニケーション研修
●R1　 親子、親同士のコミュニケーショ
ンの取り方～子どもがいていまの自分
がある～
●R2　 親子のきずな～子どもがいてい
まの自分がある～心理カウンセラー・産業カウンセラー・

教育カウンセラー・社会経済生産性
メンタルサポーター
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専門学校講師、カルチャースクール
講師、内外情勢調査会登録講師

ＮＨＫアナウンサー（３４年間）
ＮＨＫ文化センター支社長（９年
間）
新潟市教育委員（８年間）

スポーツ放送こぼれ話（４回の五
輪中継や高校野球、プロ野球、
ゴルフなど）。放送を通じて知り
合った一流選手の話、心に響く話
し方のコツ、（コミュニケーションのう
まい取り方）など。アナウンサー生
活についてなど。

●R1　スポーツ放送こぼれ話や五輪の
話

1998年よりNPO法人女のスペー
ス・にいがた相談員、2007年より
「女性のためのこころのcare講座」
ファシリテーター、2012年よりデート
DV防止セミナーを高校・大学等で
講演、2014年より新潟地域若者
サポートステーションにて就労支援

女性のためのこころのcare講座、
デートDV防止セミナー、コミュニ
ケーション講座、若者支援につい
て、等

●R1　デートDV防止セミナー

沢野正行音楽教室 ドラム科講師
補佐、コンサート・イベント司会者、
ナレーター 清心女子高等学校卒業。資生

堂に美容部員として入社。退社
後、実家の化粧品店を継ぎ、美
容業界に20年間身を置く。その
後、夫の音楽関係の仕事を手伝
い、コンサートの司会を務め、フリー
ランスの司会者として、多くのイベ
ント、各種セレモニーに携わる。
2011～2018年（8年間）新潟市
教育委員を務める。

・主人と共に各公民館にて、子ど
も・大人のドラム体験レッスン、コン
サートに携わる。
・イベントの司会者として、コンサー
ト、各種セレモニーに携わる。
・日本語の美しさを大切に、ナレー
ターとして活動。
・コミュニケーションの重要性、言葉
の大切さを伝えている。

新潟落語会会員・新潟県防犯アド
バイザー

昭和47年新潟県巡査拝命。昭
和49年新潟落語会入会。平成
23年新潟県警退職。同年新潟
県防犯アドバイザー委嘱、現在に
至る。昭和63年から交通安全・
防犯・特殊詐欺防止落語などを
創作、県内外で口演。平成24年
9月第4回社会人落語日本一決
定戦優勝。

落語による防犯講座・高齢者学
級講座・交通安全教育。
初心者落語教室。落語口演。地
域防犯・交通事故防止講演。

●R1　新潟県防犯出前講座31回、
他口演　164回

メンタルリンク　代表　マナーコンサル
タント　採用コンサルタント

新潟県生まれ。建築会社、小売
業社で約１０年間、人事・教育担
当として社員採用、教育研修立
案、企業内トレーナーなどを行う。
1998年メンタルリンクを設立。中学
生の職場体験に向けたマナー講
習会、高・専門・大学生に向けた
社会人準備セミナー、企業内研
修など、ビジネスマナーを中心とし
た研修講師として活動。

新入社員研修、ビジネスマナー研
修、ストレスマネジメント研修な
ど。「働く女性のストレスマネジメン
ト」、「悩める部下の対処法－カウ
ンセリングマインドと勇気づけ－」、
「好感の持てる話し方」などの講
演。専門学校にて、人間関係
論、カウンセリング＆コミュニケー
ション科目を非常勤講師として担
当。

●R2　「人生が豊かになるマナーの基
本」、ビジネスマナースキルアップ研修
～お客様・上司・先輩から信頼される
ビジネスパーソンになるために～、ビジネ
スマナー研修　～好感が持てる電話応
対＆お茶出しマナー～

一般社団法人マナー教育推進協
会認定マナーコンサルタント
厚生労働省認定初級産業カウンセ
ラー
（財）生涯学習開発財団認定コーチ
ストレスマネジメント士
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株式会社アドハウスパブリック　代表
取締役　・　Gallup社認定ストレング
スコーチ

新潟県新潟市出身。実績効果
を生み出すクリエイティブな事業提
案に評価が高く、業種・規模を問
わず、さまざまな企業・事業のブラ
ンディングに携わり、その数は過去
15年間で約650件以上に上る。
代表的なものに越後雪室屋の立
ち上げ・運営や、エディブルフラワー
六次産業化などがある。

事業開発、デザイン、人材チーム
育成を組み合わせた独自手法
で、中小企業・団体のブランド化
を行う。一般企業のほか越後雪
室屋、アートミックスジャパン、アル
ビレックスBC、新潟市役所など
800件以上の実績。ストレングス
ファインダーを活用した研修が人
気。県内受講者は3,500名強、企
業導入は100社以上。

●R1　社員の潜在能力を掘り起こし
経営に活かす！サイバーエージェント・
メルカリも導入の最新人材活用術「ス
トレングスファインダー」セミナー、「中小
企業のためのブランディング　基礎と実
践」、「あなたの強みを職場で活かす！
自分の強みの発見方法 」－自分と他
者の違いを知り，職場内コミュニケー
ションを活性化する－

GALLUP社認定ストレングスコーチ
／新潟県六次産業化プランナー／
にいがた雪室ブランド事業協同組合
事務局長・ブランディングディレクター
／新潟市異業種交流研究会協同
組合理事長

代表

（株）テレビ新潟放送網に アナウン
サーとして５年間勤務。全国放送
ズームイン！！朝！のキャスターな
どを担当。
独立後、コーチング、キャリアカウン
セリングなどの資格取得と実践を
重ね、企業での研修・コンサルティ
ング業務を開始。
主なテーマはコミュニケーション、マ
ネジメント、キャリア開発など

・話し方・コーチング、アサーション
などコミュニケーション全般
・組織マネジメント
・組織の活性化
・人生100年時代のキャリア開発
「顧客の信頼を獲得する接遇マ
ナー」
「業務受注につながる PR 術」な
ど、 独自のテーマ

●H30～R1　話し方、接遇マナー、コ
ミュニケーション、経営、男女共同参画
など
●R2　相手の心をつかみ、動かす！話
し方実践セミナー、1分間商品PRトー
ク作成セミナー、信頼される電話応
対、再就職支援講座
その他　一般企業、学校など

・国家資格　キャリアコンサルタント
・(一社)ビジネスファシリテーション＆
コーチングカレッジ認定 ビジネスファシ
リテーター＆コーチプロフェッショナル

代表取締役・コミュニケーションコンサ
ルタント 1968年生まれ、新潟大学法学部

卒。婚礼プロデュース会社を創業
し関わった顧客は1200組を超え、
現在は県内最長キャリア。
接客力向上を図る傍ら、12年以
上を費やし会話スキルを高める活
動で得た「会話の続く方法」「コミュ
ニケーション力向上術」を体系化。
これまで1万人以上に、300回を超
える講演や講師でそれらを伝えて
いる。

・企業・各種団体・学校等での
「会話の続く方法」や「コミュニケー
ション力向上」のための研修・講
演・セミナー
・企業・各種団体での「営業力向
上」のための研修・講演・セミナー
・学校や教育機関での、働く意
味・勉強する意味等の職業観醸
成の講演
※詳しくは、
https://www.proce.co.jpを参照

●R1　「絶賛され、稼げるようになる！
コミュニケーション術」、「今、絶対にやっ
た方がいいこと」と「成績を上げる方法」
●R2　「営業が確変する！7つの会話
術」

・著書：「“会話が続く男”のテクニッ
ク」（セルバ出版）、「“人生を180度
変える”ための15の方法」（フォレスト
出版）
・新潟県　県立教育センターキャリア
教育推進ステーション知恵伝　講師
・新潟市　経済部雇用政策課キャリ
ア啓発事業　講師
・公益社団法人日本ブライダル文化
振興協会認定・上級ブライダルマ
ネージャー

NPO法人ハートフルコミュニケーション
理事/認定ハートフルコーチ、はっ
ぴーズコミュ代表 家業の農業をしながら、自分の子

育てや地域コミュニティ作りの経験
を活かし、市の子育て支援に関わ
る。同時に、自治体や学校・幼稚
園などの家庭教育や心理学に関
する講演・ワークショップの講師とし
て活動。２女１男の３人の子育て
をしながら、日本中の親が元気に
子育てができるよう様々な活動を
展開中。

自治体（市や公民館等）・小中学
校・幼稚園・保育園などにおける
「家庭教育学級」「親子コミュニ
ケーション講座」「親のための子育
てコーチング」「子どもの個性をのば
す関わり方」「ずっと元気で毎日を
過ごす健康脳の作り方」等の講
演・ワークショップの講師。

●H29～R1　燕市　笑顔で入学プロ
ジェクト「伸ばそう！子どもの力」
●H29～R2　三条市男女共同参画
事業出前講座「自分も相手も大切
に！～ストレス知らずに毎日を過ごす
方法～」
●R2　アルザにいがた　女性の生き方
講座「私を受けとめる自分会議」

NPO法人ハートフルコミュニケーション
理事および認定ハートフルコーチ
米国NLP協会認定NLPマスタープラ
クティショナー
魔法の質問認定講師

1997年新潟お笑い集団ＮＡＭＡ
ＲＡの立ち上げに参加。現在、ア
ルビレックス新潟スタジアムDJ、新
潟プロレスリングアナウンサー、新
潟市のイベントスペース「よろっto
ローサ」運営担当など新潟を盛り
上げる様々な分野に携わる。発
達障がいを持つ長男についての講
演を通し、障がいへの理解を発信
も行っている。

・発達障がい児の子育てについて
の講演、トーク
・コミュニケーション講座
・講談

●R2　地域コミュニティ活動活性化支
援事業「まなびやサロンそのき」講談、
共生セミナー　ここから始める発達障が
いの理解　「発達障がい児　やたちゃん
ともりした家の人びと」
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スクールカウンセラー

新潟市教育相談センターと新潟
県立教育センターに指導主事とし
て勤務、児童生徒、保護者の相
談業務にあたる。県内小学校長
として勤務の後，H25年退職。現
在，スクールカウンセラー。所属学
会　日本学校教育相談学会

スクールカウンセラーとして勤務
大学の講義　レジリエンス、思春
期・青年期について
ひまわりクラブ指導員研修　話の
聴き方、事例研修など
養護教諭研修　事例研究
校内研修　学校カウンセリングの
基礎、事例研修

●R1　思春期・青年期について、子ど
もとのコミュニケーション　事例研究、話
の聴き方について

学校カウンセラー(日本学校教育相
談学会)
ガイダンスカウンセラー(スクールカウン
セリング推進協議会)
教育カウンセラー(日本教育カウンセ
ラー協会)

国家資格キャリアコンサルタント

地元出版社にて企画編集、株式
会社リクルート求人領域にて営
業、社内人材育成を経験後、専
業主婦期間を経てキャリア支援事
務所WcareerOffice設立。現在
はキャリアカウンセリング(相談業
務)や組織活性化支援、企業・求
職者・学生・女性・婚活・シニア向
けセミナーを行う。双子＋三女の
育児にも奮闘中

人それぞれの自分らしさとありたい
自分を大切にしたキャリアカウンセ
リング(相談業務)、目的・対象に
応じてキャリア＋音楽、睡眠、EQ
等を組み合わせた参加型セミナー
の実施、学生向け講義等。自分
らしくイキイキと輝ける人生の歩み
を応援します！詳細は
https://wcareer.jimdo.com/

●H30　『ピアノDE親子コミュニケーショ
ン～』１部：子供の前向きに生きる力を
育む親子の関わり方講話、２部：音を
聴く力＆脳を育てる『親子DEお歌＆
セッション』、３部：ピアノ生演奏を聴き
ながら『親子DEおやつタイム』
●R1　 ママのための再就職応援セミ
ナー　～キャリアデザイン～、自分らしく
生きる働くを考える　～今だからこそ大
切にしたい３つのこと～

国家資格キャリアコンサルタント、
JCDA認定CDA（キャリアデベロップメ
ントアドバイザー）、JIA認定音楽療
法インストラクター、JAAMP認定快
眠セラピスト、JAAMP認定メンタル
心理ヘルスカウンセラー、国際資格
6seconds認定EQプラクティショナー、
ハラスメントマネージャー二種


