秋山貴子行政書士事務所 代表
行政書士、一般社団法人はまなす
代表理事、株式会社はまなすエス
2013年より行政書士事務所、一
テート 代表取締役
・終活全般（空家問題、親の家の
般社団法人はまなす、(株)はまな
片づけ、高齢期の暮らしかた、墓
すエステートを開業、代表。新潟
じまい）・エンディングノートの書き
県、県内自治体、各種公共・民
方、活用・遺言書の書き方、遺言
間業界のセミナーにて終活やエン
書について・民法改正と相続・高
ディングノートに関する講師を務め
齢者とペット（最後まで飼うため
る。新潟日報に「幸せフィナーレ
に）・後見制度・民亊信託(家族
へ」エンディングノートについてのコラ
特定行政書士、宅地建物取引士
信託）・おひとり様の終活 以上に
ム掲載を約2年、他各種業界誌
ついてのセミナー、講演、執筆
のインタビュー多数。

●R1 お願い！ペットも誰かに託し
て！「60過ぎたら遺言書」ペットを守る
遺言書を作るためのワークショップ
●R2 より良く生きる「人生100年を
コーディネート」自分でできる相続準
備、第8回新潟市中央区地域福祉推
進フォーラム「人生100年時代最期ま
で自分らしく生きるために」オープニング
トーク「楽しく知ろう！終活のい・ろ・は」

成,齢,障,男,
女,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

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
～

全て

女優、劇団あかつき代表、日本演
出者協会員、コミュニティオーガナイ
ザー

劇団あかつき「逆境は新しいチャン
スである」をコンセプトに戯曲を書
き演出役者をやる。元ＮＨＫカル
チャーセンター講師。テレビ、CM、
映画出演。小中学校、幼稚園、
公民館で演劇の手法を取り入れ
たワークショップをしている。特に障
がい者や高齢者、子ども達と市民
参加型演劇を行う。

ファザーリングジャパンにいがた 代
表
株式会社大堀商会 代表取締
役
株式会社いんくる 代表取締役
一般社団法人クラウドライフズ・
ジャパン 代表理事
新潟市男女共同参画審議会委
員
新発田市男女共同参画審議会
委員
新発田市子供子育て会議委員

認定フェミニストカウンセラー

1995年、第4回国連世界女性会
議北京大会にNGOメンバーとして
参加。世界の女性たちの活動に
触れ、1999年長岡市に女性と子
どものための相談支援活動団
体、女のスペース・ながおかを設
立。2002年にNPO法人格を取
得。以来21年間代表を務め、認
定フェミニストカウンセラーとして活
動を展開している。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,

●R1 国土交通省北陸地方整備局
働き方改革講演、新潟県地域の子
父親の家事育児参画
育て支援事業企画運営、ストライダー
親子遊び講座
エンジョイカップin月岡企画運営、ストラ
働き方改革講演
イダー札ノ辻カップ企画運営、亀田地
ワークライフバランス講演・コンサル 区・坂井輪地区・白根地区公民館母
ティング
父学級講座、燕市イクボス講座企画
障がい者福祉における共生社会 運営、新発田市WLBセミナー企画運
づくり
営

全て

フェミニストカウンセラー、NPO法人女
のスペース・ながおか代表

三,新,加,燕,
五,阿,胎

・「逆境は新しいチャンス」の講話
を行う
・地域住民参加型の演劇公演を
●H29 講話「逆境は新しいチャンス」
行いコミュニティ交流を行う
●R1 タオル体操と遊びの健康講座
・親子着ぐるみ劇などで多世代交
流を行う
・タオル体操と遊びの健康講座を
行う
・男女参画の推進を意図に演劇
を行う
全て

代表

全市

NPO法人としては、電話・面接・
出前相談を始め、フェミニストカウ
ンセリングの提供や、シェルター（緊
急一時避難）の運営、アドヴォケ
イト（代弁擁護活動）支援、自
立・自律支援プログラム（母と子の
コンカレントプログラム）の提供、啓
発活動としては講座の企画・運
営、講師派遣など多岐にわたる。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●R2 DVが子どもに与える影響～気
づきと支援方法を考える～、女性と子
どものためのトラウマインフォームドア～
女性と子どものための支援とは～、長
岡市DV防止ネットワーク連絡会議
DVと児童虐待の密接な関係と自立
支援について

小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女

全市

三,新,加,燕,
五

2008年より内閣府をはじめ、行
政、企業、NPOや教育・医療機
関等様々な分野で講座の企画
運営を伝える。起業セミナー、市
民と協同で行う企画、地域福祉
コーディネートや講師オーディション
等人材育成にも関わる。全国で
5,500人以上が受講し手がけた講
座やイベントは全て定員オーバー
にさせるカリスマプランナー

人が集まる！行列の出来る企画
の作り方、必ず手にとってもらえる
チラシの作り方を実例を通してお
伝えします。グループで考えるワー
クだけではなく、実際にパソコンの
ワードを使い、“裏ワザ”テクニック
満載のチラシも作成します。すぐに
使えるテクニック満載で受講後、
講座申込数が2倍に増えた方も
増加中です。

●R1 もっと人が集まる 講座・チラシ
の作り方、公民館 新任職員研修
（実践編）市民が集まる！チラシの作り
方、たった１日で学べる もっと市民が
集まるチラシの作り方講座

成

ＮＰＯ扉 代表
ニューヨーク、シカゴでジェンダー学
を10年間学ぶ。2008年より全国
で子育て中の両親を対象に内閣
府をはじめ様々な行政施設・民
間企業や市民団体等で講演を
行う。ジェンダー学、女性学、男性
日本ジェンダー学会会員、WLB認 学、ワーク・ライフ・バランス等の観
定講師、内閣府認定アドバイザー、 点から、子育て中の女性に立ちは
だかる“壁”について分析し解決策
女性学博士課程前期
をお伝えします。

三,新,加,燕,
五,阿,胎

「仕事と子育ての両立」や「なぜ
母・妻はしんどいのか？」という問
題を考え、ママやパパ達の置かれ
ている現状を楽しくグループワーク
で学びます。父親向けには、妻・
子どもとのコミュニケーション力をよ ●R1 ゆりかご学級、保育者研修会
り上げるワーク等を行い、親も子ど
もも幸せになる秘訣をお伝えしま
す。又、左利きと同じ位多いＬＧＢ
ＴＱの人達。我が子が、周りにいた
ら、何が出来るか？コロナ禍で急
増するＤＶへの対応など、今どきの
気になるテーマもジェンダーを通し
小,中,高,青,
て一緒に考えます。
三,新,加,燕,
成,齢,障,男,
女,親

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

全市

全市

五,阿,胎

女性のためのこころのcare講座、 ●R1 デートDV防止セミナー
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

中,高,青,成,
女

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟大学医学部保健学科

助産師

女性の健康 新潟市男女共同
参画審議員

女

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
・国家資格 キャリアコンサルタント 重ね、企業での研修・コンサルティ
・(一社)ビジネスファシリテーション＆ ング業務を開始。
コーチングカレッジ認定 ビジネスファシ 主なテーマはコミュニケーション、マ
リテーター＆コーチプロフェッショナル 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

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

ベビーダンス インストラクター

3歳からクラシックバレエにはじまり
30年以上にわたり多種多様なダ
ンスを楽しむ。
自分の子育てで楽しんだ「抱っこ
でダンス」それに似た安全面にも配
慮し親子で楽しめるプログラムを提
一般社団法人日本ベビーダンス協 案するベビーダンス協会の存在を
会、ベーシックベビーダンス 認定イン 知り共感。
ストラクター、ヒーリングベビーダンスセ 2010年 子連れで受講し、県内
ラピー 認定インストラクター、キッズ 初の認定インストラクターとなる。
☆ベビーダンス 認定インストラクター

健康チェック、歌を交えた手遊び・
ストレッチのあと、抱っこヒモを装
着。
ひとりずつ、抱っこヒモ調整のお手
伝い。安全性の高い装着法に加
え、抱っこ姿勢など体に痛みの出
にくいコツなどを指導。
赤ちゃんを抱っこしたまま音楽に合
わせて簡単なステップを踏み、五
感によるコミュニケーションダンスとし
て楽しむ。

●R1 新潟市体育館ベビーダンス講
座、育児まるごと応援フェア ベビーダン
ス体験会、男性の生き方講座（子育
て期）パパだって寝かしつけ ベビーダン
ス体験

乳,親

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
NPO法人ハートフルコミュニケーション 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
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 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
クティショナー
展開中。
魔法の質問認定講師

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。

東,中,江,秋,
三,加,燕,阿,
南,西,蒲

●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」

成,齢,男,女,
親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H29～30 女性の視点を生かした親
子防災講座（全4回）
仕事能力向上に関わるセミナー、
●R1 女性の視点を生かした親子向
平成８年に新潟県内で働く女性 交流会、女性向け創業支援、仕
け防災講座（全4回）
の異業種交流会として設立、平 事と育児・仕事と介護の両立など
成１８年に法人化。
のワークライフバランス支援、女性
の視点を生かした防災講座など

女,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

心理セラピスト

●H29 保育園保護者向け講演会、
新潟県保育専門学院卒。20年
シニア向けセミナー「いきがい」、子育て
以上地域の子育て支援に従事。
支援者講演会
「新津育ちの森」の初代館長。そ
●H30 ゆりかご学級、思春期家庭教
個人セラピー（不登校、うつ、人間
の後新潟市男女共同参画課に
育学級、幼児期家庭教育学級、保
関係、感情処理、安産セラピー）
勤務。後にユング心理学に基づい
育園職員研修
個人セミナーなど
た心理療法を学び、催眠療法士
●R1 ゆりかご学級、就学前保護者
催眠療法士、保育士、CAP（子ども として開業。人間関係、子育て
講演会、幼児期家庭教育学級
への暴力防止プログラム）スペシャリ （親子関係）、うつや不登校などの
スト
改善にあたっている。

全て

全市

三,新,加,五,
阿

