地域づくり

団体職員

１９９７年 新潟大学農学部教員
現在に至る
２０１９年 新潟市市民大学「農
と食で地域をプロデュース」コーディ
ネーター

●R1 農と食で地域をプロデュース、Ｎ
ＰＯからみた住民と行政の協働

全て

全市

阿

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
ビジネス実務検定２級 販売士３級 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

全て

ピアノ教師

音楽大学で学ぶ

自宅でピアノ教師をしながら平成
15年から中地区公民館で“愛唱
歌の会”のサークルで40人ほどの
方々の歌の伴奏を始めました。
それから町内の茶の間でキーボー
ドを持ち込んで歌声の指導。以
前、近くの山の下小学校で毎月、
歌の伴奏に通いました。

三,新,加,燕,
五,阿,胎

1.中地区公民館で週1回 歌声
の伴奏（18年目）
2.東区プラザで月2回 歌声の伴
奏（9年目）
●R1 公民館の文化祭にて”歌声広
3.東区山の下東町内会で月に1 場”
回 地域の茶の間を町内会長、
役員の方々と開催している（14年
目）
4.火水木は自宅でピアノレッスンで
年中から75歳の生徒を指導して
いる（46年目）
小,中,高,青,
成,齢,障

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
《認定資格》
ど、子育て支援や地域福祉、支
・BPファシリテーター
え合いのしくみづくりなどにも幅広く
携わる。

全市

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。

北,東,中

●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！」

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

農業法人（株）果香詩 代表取締
役
新潟県連合青年団副団長、中
之口村ＰＴＡ連絡協議会長、中
之口中学校後援会長、中之口
村議会議員、中之口村監査委
員、新潟市農業農村整備審議
会委員、西蒲区自治協議会副
会長、中之口コミュニティ協議会
副会長

小中高校でＰＴＡ活動で会長とし
て参画。中之口東小学校120周
年記念式典の実行委員長。中
之口東小学校140周年記念講
●H30 農業経営における女性の役
演の講師。
割
農業法人（株）果香詩は農業者
●R1 補助事業の活用
の研修や農場見学、農業体験や
学習、レストランバス等の受入。
新潟市のＰＲ動画（武蔵野美術
大学制作）のロケ地西蒲区自治
協議会の提案事業では、角田の
灯台からのそうめん流し、ボランティ
アガイド養成等を実施。
青,成

南区 自治協議会会長
新潟市八区会長会議座長
南区 コミュニティ協議会会長会議
会長
小林コミュニティ協議会会長

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●かっこ良い生き方、自治と協働のあ
り方、（三代家が続くこと）高倉健と小
林、農業の大切さ、豊かな地域を目
指して、一人の犠牲者もださないため
に 防災の重要性

旧白根市連合青年団長、新潟
県連合青年団副団長、白根市
教育委員、同教育委員長、ＪＡ
白根市畜産部長、稲作部長歴
任、新潟県指導農業士、白根市
農業賞受賞、新潟市立小林小
学校学校評議員

小,中,高,青,
成,齢

「真野鶴」醸造元 尾畑酒造株式
会社 専務取締役

清酒専門評価者。WSET Level 3
SAKE。きき酒マイスター。

全市

佐渡市生まれ。慶応大学卒業。
映画業界を経て1995年実家の酒
蔵を継ぐ。2014年より廃校を酒蔵
に再生させた「学校蔵」を運営。 日本酒セミナー。廃校活用。海外
17年5月『Forbes Japan』により 展開。
「ローカルイノベーター55人」に選ば
れる。19年12月、「新潟女性活
躍アワード2019」を受賞。

全市

●H30 ＵＸ新潟未来フォーラムにて登壇、新潟
県人事委員会にて講演セミナー、日米学生協
会の大学生にセミナー、蔵元と共に学ぶ。日本
酒ティスティングセミナー（FBO)、地方創生フォー
ラム「廃校サミット2018」、新潟大学四カ国合同
サマーキャンプ、ファミリ―ビジネス学会、Global
Innovation and Value Summitt に出演、
Secrets Behind a Century-Old Sake-Making
Family Business 他
●R1 G20農業サミット 新潟シンポジウム出
演、Japan Times主催里山推進シンポジウム、
「地域おこし人サミット」出演、新潟県清酒学校
にてセミナー、全国高等学校定時制通信制教
頭、全国産業教育振興大会、にいがた市民大
学「日本酒学への招待」、「日本酒学研究会」、
「水利が拓く実りの明日へ」（北陸農政局）にて
講演（2020年）、「食と健康シンポジウム」（農水
省）にて登壇（2020年）他

成

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

（株）田中栄一建築設計事務所
代表取締役
昭和59年3月 東京工芸大学工
学部建築学科卒業。昭和59年4
月 田中栄一建築設計事務所
入社。昭和62年2月一級建築士
取得。平成14年1月 同 代表
一級建築士、住宅アドバイザー、住 取締役就任。現在に至る。
空間収納プランナー

●H29 片づく住まい
住まいについて、整理・収納、片 ●H29～R2 キラリ創業講座「空間の
づけ
つくり方・優先順位はどれ！」、新潟県
建築のプロとして、住みやすい家に 立大学地域環境学科で住宅論
する工夫を伝える。また、苦手な
人が多い「お片づけ」のコツも伝授
する。

全て

新潟市民映画館代表
1949年新潟市に生まれる。新潟
高校卒業。1985年新潟・市民映
画館シネ・ウィンドを創る。作家
坂口安吾を顕彰する「安吾の会」
を立ち上げる。近年、自殺対策
や、地域活動（協同組合NICE新
潟）を行っている。

1949年新潟市に生まれる。新潟
高校卒業。1985年新潟・市民映
画館シネ・ウィンドを創る。作家
坂口安吾を顕彰する「安吾の会」
を立ち上げる。近年、自殺対策
や、地域活動（協同組合NICE新
潟）を行っている。

全市

三,新,加,燕,

新潟国際情報大学 国際学部
教授
中央大学大学院修了後、新潟
国際情報大学専任講師（2000
年）、2008年より現職。その間、ア
メリカカリフォルニア大学バークリー
校客員研究員（2008-09年）な
ど。

地域における発電事業、「おらって
にいがた市民エネルギー協議会」 多数。ＨＰ参照。
代表理事。新潟県原発検証委
員会、避難委員会副委員長。
「新潟国際ボランティアセンター（Ｎ
ＶＣ）」運営委員。

全て

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。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●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

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟大学人文社会科学系フェロー

新潟大学人文学部助手、助教
授、教授を経て、2009年から新潟
大学大学院現代社会文化研究
科教授を経て、2019年度から新
専門社会調査士・博士（教育学）、 潟大学人文社会科学系フェロー
教育学名誉博士（タイ国スリン地域
総合大学）

彫紙アート新潟主催、ローズウィンド
ウ新潟主催、アーティスト
NSTテレビ「八千代コースター・横
澤さんぽ」出演、
新潟市南区美術展奨励賞受
賞、新潟県新潟市美術展入選、
新潟県長岡市美術展入選、青
一般社団法人日本彫紙アート公認 枢展（上野・東京都美術館）入
教室主催、公認講師、公認インスト 選
県庁ギャラリー個展、新潟日報ふ
ラクター
一般社団法人日本ローズウインドウ むふむ自由研究出展、アンデパン
協会公認教室主催、公認講師、 ダン展出展、市内ギャラリーにて個
展、カルチャー教室講師
公認インストラクター

自治会や集落、地域団体など地
域住民組織が高齢者福祉・環境
保全・都市農村交流などで、どの
ような地域づくりを展開している
か、人びとのつながりの構築という
点に注目して、日本とタイの地域
社会研究をしている。

●H30 新潟日報社主催ふむふむ自
由研究のイベント出展 小学生を対
象にローズウィンドウの制作体験を実
彫紙の技術を主催教室やカル
施、学び舎ねぎし「ローズウィンドウ講
チャー教室で指導・後継者の育
座」ローズウィンドウの制作体験講座を
成、美術展出展、ギャラリーにて
実施
個展開催
●R1 NST新潟総合テレビ「八千代
ローズウィンドウの制作などを主催
コースター・横澤さんぽ」にて彫紙アート
教室やカルチャー教室にて指導、
を紹介。局アナウンサー、横澤夏子さ
後継者の指導育成、ギャラリーに
ん、他で作品制作体験を実施
て個展
小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

1.「江戸しぐさ」の伝承普及員とし
て、日本人が大切にしてきた考え
方や行動そして習慣などを広くお
経営コンサルタント
伝えしている。
新潟大学商業短期大学部卒
虎屋、千疋屋、山本海苔店など
業。
の社長に取材して導いた、日本
第四銀行、新潟商工会議所勤 的な経営を広く全国に広げる活
務の後、昭和５６年独立開業、 動をしている。
平成２年株式会社モアクリエイショ 2.上記実績から「〇〇学校しぐさ」
を生徒と共につくり、各学校の校
新潟県経営品質賞賞委員、同左 ン設立。
幹事、日本ファミリービジネスアドバイ 長岡大学講師、新潟県人事委 風の向上を図っている。
ザー協会アドバイザー、ＮＰＯ法人日 員会委員、新潟市特別職報酬 3.中学生には、将来新潟が好き
な子供たちが、新潟に誇りを持つ
本のこころ・江戸しぐさ伝承普及員 審議会委員など歴任。
起業家として、新潟の未来を明る
くするためのプログラム「にいがた志
草」をつくり、この実践活動から「自
ら行う力」の養成を提案している。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H29 江戸しぐさに学ぶ人の育て方
●R1 江戸しぐさに学ぶ日本人の
心、「老舗の経営に学ぶ人づくり」長寿
企業に観る日本流経営の神髄

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

ＮＰＯ法人理事、（新潟市東区南
中野山地区の）生活支援コーディ
ネーター

新潟県小千谷市生まれ。58歳で
のリストラを機に第二の人生を模
索、高校の就職サポーター、ハ
ローワーク就職支援員を経験。現
在、生活支援コーディネーターとし
て地域住民の生活支援と介護予
健康生きがいづくりアドバイザー、カー 防のしくみづくりを推進しながら、
リンコン・リーダーインストラクター、産 資格を生かして中高年者の健康
と生きがいづくりに関連する活動を
業カウンセラー、笑いヨガ・リーダー
行っている。

●H30 輝け！セカンドライフ「明日から
踏み出す新たな一歩」～人生は二幕
目がおもしろい、気軽に楽しく身体と頭
脳の健康づくり「健康寿命講座」～平
中高年者の健康と生きがいづくり
均寿命と健康寿命、フレイル予防、認
をサポート。誰もが気軽に楽しめる
知症は自分ごと
ニュースポーツ「カーリンコン」の指
●R1 お互いさまネット「みんなで参加
導。笑いヨガの普及。
してつくる助け合いの地域づくり体験」

齢

全市

燕商工会議所 中小企業相談所
長
1965年生まれ
1988年新潟大学経済学部卒業
後燕商工会議所入所
2003年共同受注グル―プ「磨き
屋シンジケート」立ち上げ
現在燕商工会議所 中小企業
相談所長

金属研磨業者の共同受注グルー
プ「磨き屋シンジケート」を立ち上 ●R1 燕商工会議所の取組、エコカッ
げ日本中から部品の研磨の仕事 プの開発
を集めました。またビアタンブラーを
開発し日本中に販路開拓し、現
在では地域ブランドとなっていま
す。

小,中,高,青,
成,齢,男,女,
親,他

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

代表取締役社長
大学卒業後、全国各地のリゾート
ショップのプロデュースに関わる。１
９９５年新潟県越後湯沢駅構内
に新潟県の酒蔵が楽しめる「越後
お酒ミュージアムぽんしゅ館」出
店。その後、新潟駅、長岡駅にぽ
んしゅ館出店、１年を通して集客
ＳＳＩ利き酒師
日本米穀商連合会三ツ星お米マイ できる地域型コンセプトショップとし
て活気をもたらしている。
スター

各地講演研修先、各地商工会
議所／各顧問先企業／観光業
種団体（ホテル、道の駅／金融関
係主催セミナー／中小企業大学
校
観光地における店舗企画
新潟ぽんしゅ館店舗経営

●R1 日本酒学への招待「日本酒の
流通・販売最前線」、ぽんしゅ館のこれ
まで、そしてこれから
●地域活性化に必要な事

青,成,男,女

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

全国良寛会 名誉会長

新潟市中央区生まれ、県立新潟
高校卒、京都大学卒。建設省
（現国土交通省）勤務。1990年
～2002年新潟市長（3期12年）、
2005年～2020年現在 全国良
寛会名誉会長。

新潟県に生まれた聖僧、良寛の
生活、行動、作品、思想につい
て、「良寛さんに学ぶ」を内容とし
ます。

●良寛さんに学ぶ

高,青,成,齢

取締役会長
新潟小学校、寄居中学校、新潟
西高等学校、新潟大学商業短
期大学部 各卒業
1992年ネッツジャパン(現ニューズ・
ライン)入社、月刊新潟Komachi
創刊メンバー 1996年/営業部長
2002年/常務取締役 2005年/
代表取締役社長 2016年/取締
役会長就任 現在に至る

「月刊新潟Komachi」、「新潟
WEEK!」の創刊に携わり、婚礼・
住宅・自動車関係・観光関係に
もネットワークが広い。携帯・スマホ
でのインターネット立ち上げも県内
先駆者的企業運営に携わり、結
果、各業界の集客・送客等、マー
ケティング分野において実績多
数。
メディアを活用したマーケットイン型
の商品開発新サービスを得意とし
ます。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●選ばれる会社 選ばれ続ける会社
●自社の広告宣伝…ちゃんとやってま
すか？
●高校時代に考えたこと 考えなけれ
ばならなかったこと

高,青,成

全市
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五,阿,胎

（公社）新潟県建築士会 顧問

1979年 東北大学大学院修了後
新潟県庁に入庁 2013年退職
住まい・建築・まちづくり・地域づ
くりを担当（大地の芸術祭など）
2005年から2008年 長岡市復興
管理監
2002年～2016年 新潟大学非
常勤講師 2008年～ 新発田市
一級建築士、住まい・まちづくりアド 景観アドバイザー
バイザー
2017年～ 石巻市復興政策アド
バイザー

・まちづくりや地域づくりの企画から ●R1 「新時代のまちづくり戦略」～大
実践の方法
地の芸術祭から～、震災復興とまちづ
・歴史的建造物の保全と活用
くり、中越復興と地域再生
・震災復興の経験と教訓
・大地の芸術祭のガイドと仕掛け
から実践までのお話など

青,成,齢,男,
女

全市
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