家庭裁判所参与員
公益社団法人 家庭問題情報セン 昭和43年3月早稲田大学第一
ター 新潟ファミリー相談室 正会員 文学部卒業
昭和43年4月～平成18年3月
（38年間）家庭裁判所調査官とし
て家事事件と少年事件の調査を
担当。（新潟・東京・千葉・横浜・
仙台・津・名古屋ほかの家裁に勤
務）
平成18年4月～平成28年3月
（10年間）育休代替家庭裁判所
調査官（仙台・山形・新潟の家裁
に勤務）

永年、家庭裁判所の実務に従事
した経験からの知見を次世代を担
う方々や、支援者たちにお伝えし
てきました。お役に立ったかどうかは
分かりませんが、私自身は、新潟
市内或いは県内で活躍されてい
る方々とお知り合いになれ、その
活動の実態を学ばせていただき、
大きな学びの機会を得ることがで
きました。今後も機会があれば、
互いに学び合いたいと思います。

●R1 養育費・面会交流についての
相談と支援
●R2 面会交流支援の課題－その難
しさと素晴らしさー

青,成,齢,障,
男,女,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

大学教授

博士（教育学）

新潟大学教育学部卒業、新潟
大学大学院教育学研究科修
了、新潟大学大学院現代社会
文化研究科修了。新潟県内の
公立小学校で10年間教員をしま
した。

新潟市公立学校の学校評議
員、学校教育分野の研究会や学
●H30 コミュニティコーディネーター育
会の役員、ＮＰＯ法人の理事など
成講座、子育て学習出前講座
を務めていました。わくわくする授
業・学校地域づくりを目指して、
ファシリテーションの考え方や技法
を普及する活動に取り組んでいま
す。
小,中,高,青,
成,齢,男,女,
親

（一社）新潟県労働衛生医学協会
専務理事
１９７２ （社）日本能率協会
１９８９～新潟県、教育庁、市役
所等のメンタルヘルスセミナーを担
当
２００５～日野原重明先生提唱
の新老人の会新潟支部事務局
日本産業カウンセラー協会認定 産 長
２０１６～労働衛生功績賞「緑十
業カウンセラー
中央労働災害防止協会登録 心 字賞」受賞
２０１９～新潟医療福祉大学客
理相談員
員教授に就任

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。

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。

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

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

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
心理カウンセラー・産業カウンセラー・ 理事、新潟市ユネスコ協会副会
教育カウンセラー・社会経済生産性 長（現在）、新潟市主任児童委
メンタルサポーター
員（現在）、シニア・プロジェクト
（株）代表取締役

三,新,加,燕,
五,阿,胎

健康教育を担当して４０年近く。
これまで講座回数は４，３００回以
上を担当しました。講座内容は青 ●R2 「笑顔で健康で長生きするため
少年教育、中高年を対象とした に」、健康管理とメンタルヘルス、「輝い
健康づくり、メンタルヘルス、リー
て生きる」～笑いと健康
ダーシップまで９０分から１日コース
まで担当しています。講座内容は
いつも笑いと感動を取り入れて、
参加者に元気づくりを提供してい
ます。
青,成,齢,男,
女

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

全市

全市

三,新,加,燕,
五

●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～

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟市美術協会理事（事務局
長）、新潟県美術家連盟理事、新 ・公立高等学校美術教諭として
潟県彫刻会会員(事務局長）、日 教鞭を執る。
本美術家連盟会員
・JICA（独立行政法人国際協力
機構）JOCV（青年海外協力隊）
ジンバブエ 小学校教諭(美術）と
して首都ハラレ Highlands School
専任美術教師。Seke Teachers
小学校教諭専修免許状、中学校 College 美術講座講師として活
教諭（美術）専修免許状、高等学 動する。
校教諭（美術）専修免許状、社会 ・各種展覧会、コンクール審査員
教育主事、博物館学芸員、学校 を歴任する。
図書館司書教諭
・講演会講師、パネリスト、美術
講座講師を歴任する。

・美術講座講師（絵画・デザイン・ ●H30～R2 市民向け講座『頭像彫
版画・彫刻 他）
塑講座～造形技法と石膏取りの実
・美術講演会講師
際』
・展覧会・コンクール審査員
・国際理解・国際協力講演会講
師

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

NPO法人みらいずworks 代表理事

認定キャリア教育コーディネーター
学芸員
社会教育主事補

若者の離職やニート・フリーター等
の社会問題に問題意識を持ち、
子どもと社会をつなぎ、子どもの自
立を促すキャリア教育の支援をす
べく「みらいずworks」を設立した。
文部科学省コミュティ・スクール推
進員「CSマイスター」。

【主な事業】
「自分軸」と「社会軸」が育つキャリ
ア教育の推進
子どもの学びを支えるネットワーク
の構築
社会に開かれた教育課程・学校
づくりの支援

●R1 地域連携コーディネーター養成
スクール、地域と学校が協働でつくる探
究学習、子どもを核として地域づくりセ
ミナー、探究を促し、深い学びを生み
出すファシリテーション研修会、コミュニ
ティ・スクール研修会

中,高,青,成
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三,新,加,燕,
五,阿,胎

サトウカウンセリングルーム代表・ス
クールカウンセラー・公認心理師

公認心理師
ブレインスポッティングphase1、
phase2
ボディ・コネクト・セラピーTraining
Course(core skills)
ストレスチェック実施者

2003年～サトウカウンセリングルー
ム開室。同年から新潟県スクール
カウンセラー・新潟県学校派遣カ
ウンセラーとして、県内小中学校
に17年間勤めています。保護者や
教職員への講演や研修を多数
行っている他、開室以来、延べ1
万６千回を超えるカウンセリング実
績があります。

カウンセリングについて・話の聴き
方・メンタルヘルスについての講座・
子供の発達について・発達障害
者への支援や対応について（ワー
クショップも含む）・アンガーマネージ
メント・認知行動療法・円滑に働
くためのチームの作り方、等。

●H30 アンガーマネージメント、放課
後児童クラブスタッフ育成講座「スクー
ルカウンセラーの話を聞いてみよう。子
供の育ちをよりよく支えるために」
●R1 チームで働くための体験講座

全て

書家（新潟県美術家連盟名誉会
員）
新潟県書道協会・顧問
新潟市美術協会名誉会員
新潟県高等学校書道教員

●ゆうどき新潟趣味いきいき、新潟市
美術館「出前美術館」、東アジア文化
都市2015中国・青島市審査員特別
賞

・平成15年 新潟市美術館第３
展示場個展
・平成21年 県知事表彰
・平成24年 文部科学大臣表彰
・平成25年 新潟市長表彰

全て

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

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

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。

北,東,中,江,
秋,南,西

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。

全市

●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－

成

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

教育・学習支援業 スクール
NOBINOBI 代表

高等学校教諭１種免許（社会科
現地歴科）、中学校教諭１種免許
（社会科）、（公社）全国子ども会連
合会 子ども会KYT 指導員、（公
社）日本シェアリングネイチャー協会
指導員、（一財）コミュニケーショント
レーナー協会 心理カウンセラー、新
潟市ファミリー・サポート・センター 提
供会員

高校・大学を通して小中学生向
け野外教育活動のボランティア・
リーダーを７年継続。公立高校臨
任教諭7年、グラフィック・デザイ
ナー6年、環境省自然保護官補
佐（アクティブ・レンジャー）4年、介
護職員他の職務経験を元に、平
成26年、野外教育を含む小中学
生向け教育・学習支援事業をス
タート、現在に至る。

環境教育講演、親子向け教育
講演、就労支援事業の体験教
室指導、新潟市子どもふれあいス
クールを含む各種工作教室指
●H29～R1 読み聞かせ講演
導、学習サポート教室主催、学
校ボランティアを含む未就学児童
及び小学生対象絵本読み聞かせ
講演、自然観察会の案内、ネイ
チャーゲーム指導、竹細工指導、
カウンセリング及びコーチング（全て
実績）
小,中,高,青,
成,齢,男,女,
親,他

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

コーチ・カウンセラー

新潟県内四校の県立高校でカウ
ンセラーを担当。
（一般財団法人）教育研修コーチン 思春期の子どもから大人まで相談
に耳を傾けながら、大人や地域社
グ協会認定コーチ
新潟県教育委員会スクールカウンセ 会はどうあるべきか、講師・講演活
動でアウトプットしている。
ラー
対人援助職のためのパーソナルコー
チ
中学校教員免許

ゲートキーパー研修講師
スクールカウンセラーによる職員研
修講師
高等学校新入生教育講演会講
師
家庭教育講座「子どもが伸びる3
つの真実」講師
『「不登校でつながる」親のための
雑談部』主宰

●R2 新潟市豊栄地区公民館「はじ
めての子育て応援セミナー」講師、高
等学校教職員ゲートキーパー研修講
師、小学校家庭教育講座「子どもが
伸びる3つの真実」講師

高,青,成,女

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

