新潟医療福祉大学 教授
1985年 深谷赤十字病院入職
1988年 新潟医療技術専門学
校入職
2006年 新潟大学医学部非常
勤講師（現在に至る）
2013年 新潟大学大学院博士
課程修了 博士（医学）
中学校、高校、英語科１種免許、 新潟医療福祉大学医療技術学
視能訓練士免許
部視機能科学科 教授（現在に
至る）

ロービジョン者の眼の機能を評価
し、保有機能を最大限に活用す
る視覚補助具の選定や便利グッ
●R1 眼から始まる健康寿命の延伸
ズの情報提供に関する研究を
●R2 めがねのまちさばえ眼育研修
行っています。眼と健康寿命に関
会、令和2年度保健衛生講習会
してわかりやすく伝えることで、眼に
興味を持っていただけるような講演
を行っています。子どもの視覚発
達支援や視覚に障害を持つ子ど
もの就学、学習支援を行っていま
す。
全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

管理栄養士
●R1 ジャパン・ライジング・スター・プロ
ジェクト 水泳（飛び込み）栄養担当、
新潟市在宅栄養士7年 （公財）
「忙しいからこその食べ方講座」
新潟県健康づくり・スポーツ医科 講演講師（健康づくり、スポーツ栄
●R2 輝くジュニアを育成するために～
学センター12年 （公社）新潟県 養）栄養指導 アスリートへのス
栄養・運動・睡眠の大切さ～
栄養士会事務局6年 新潟日報 ポーツ栄養サポート 料理教室
カルチャースクール（2020.4～）
管理栄養士 公認スポーツ栄養士

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

在宅栄養士

昭和59年管理栄養士免許取得
平成20年在宅栄養士として活動
を始める
平成27年健康運動指導士登録
管理栄養士
健康運動指導士

区役所での栄養相談、食育、ス ●H30 「からだとこころを支える子ども
ポーツ栄養、健康についての講習 の食生活」
会、料理教室、企業での特定保
健指導、給食管理、介護の二次
予防などに携わる。

乳,小,中,高,
青,成,齢,男,
女,親

ピラティス・骨盤底筋エクササイズイン
ストラクター、美姿勢・美脚アドバイ
ザー
2007年、ピラティスインストラクター
取得。2012年、ストレッチトレー
ナー兼子ただしを師事し適正姿
勢ストレッチ、ウォーキングとランニン
グ法を学ぶ。
・FTPベーシックマットピラティスインス 2014年、アメリカの泌尿器婦人科
スペシャリスト考案の骨盤底筋エク
トラクター
・骨盤底筋エクササイズ「ピフィラティ ササイズ「ピフィラティス」を取得。
その他に女性ホルモンや酵素学を
ス」インストラクター
学ぶ。
・S-レッチング適正姿勢指導士

・ピラティス・骨盤底筋エクササイズ
(トレーニング)・尿漏れ、尿失禁予
防トレーニング・美姿勢ストレッチ・
ウォーキング、ランニング・筋膜リ
リース
・ソフトスモールボールエクササイズ・
女性ホルモン講座など。県内外の
企業や団体の福利厚生や部活
動講師。
UXテレビ新潟21 ヴィーナス+プロ
ジェクト講師。

三,新,加,燕,
五,

●H29 大人女子のトレーニング！骨
盤底筋エクササイズ
●H30 骨盤底筋をきたえよう！～産
後のカラダの回復～
●R1 冷え性改善&美姿勢づくり～
冷やさない身体づくり・脳活トレーニング
～

全て

（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

全市

全市

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

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

整形外科医師、新潟医療福祉大
学健康スポーツ学科 教授

昭和60年新潟大学医学部卒業
平成2年米国留学
平成14年新潟大学大学院助教
授
平成16年新潟大学超域研究機
構教授
平成23年新潟大学研究推進機
医学博士、日本整形外科学会専 構超域学術院教授
門医、日本スポーツ協会認定スポー 平成25年新潟医療福祉大学健
ツ医
康科学部健康スポーツ学科教授
現在に至る

整形外科医としてスポーツ医学及
び関節外科を専門とする立場か
ら、
①成長期のスポーツ外傷、障がい ●R1 齢をとると膝が痛くなる理由
②中高年者の健康スポーツ
③膝の痛み（変形性膝関節症）
④トップアスリートのスポーツ外傷、
障がい
などについて講演を含めた指導を
行う
小,中,高,青,
成,齢,女,親

「Atelierちか室」主宰、粘土作家、
折り紙講師、コッパー（純銅）彫刻作
自宅やカフェ、公民館、幼稚園、
家 他
小学校などで創作教室を開催。
（学年行事、夏休み工作教室、
文化祭ワークショップ等） 福島未
来博に出展。個展開催。地域お
粘土（ジュンコ・フローラ・スクール公 こしのためのグッズ製作（潟東鯉
認師範）、折紙講師、ハーブコーディ 車、巻鯛車、中之口はぐろちゃん
ネーター、おもちゃインストラクター、ア など）新潟市水と土の芸術祭、文
クティビティインストラクター、小学校 化創造都市の市民プロジェクト参
教員１級免許、こころとからだの健康 加。阿賀町での「里山アート展」に
参加。
スポーツ学セルフケアトレーナー

粘土細工や折り紙などの創作活
動。身近な材料を使って簡単な
工作。リサイクル教室（牛乳パック
で紙すき、廃油キャンドル）工作教
室と簡単な遊びを組み合わせての
レクリエーションなど。

全市

●H29 「水と土の芸術祭」市民プロ
ジェクト
●R1 「水と土の文化創造都市」市
民プロジェクト、「二人展」「Atelierちか
室」ワークショップ他
●R2 「里山アート展17」壁画、アー
ト制作、「Atelierちか室」ワークショップ
他

全市

医師・特任教授・新潟大学大学院
生活習慣病予防健診医学講座
（通称：人間ドック・健診学講座）兼
1988年新潟大学医学部卒業、
新潟県労働衛生医学協会
1988年新潟大学医学部第一内
科入局、1995年新潟大学大学
院医学研究科内科系専攻博士
課程修了、1995年カナダ、マニト
バ大学留学、1998年新潟大学
医療短期大学助手、1999年新
潟大学医学部附属病院第一内
科助手、2008年新潟県労働衛
生医医学協会、2014年現職

三,新,加,燕,
五,阿,胎

日本内科学会認定医、総合内
科専門医、日本循環器学会専
門医、日本医師会認定産業医、
日本医師会認定健康スポーツ
医、独立行政法人 国立健康・
栄養研究所 客員研究員、日本
人間ドック学会理事、生物試料
分析科学会理事、日本臨床化
学会新潟支部・地区代表として
活動しています
青,成,齢

管理栄養士・栄養士

三,新,加,燕,
五,阿,胎

全市

・ライフステージごとの健康の保持・
●R1 「高校サッカー選手のための食
増進のための栄養や食生活に関
事トレーニング」、「高齢者の食事の課
する専門知識を持つ
題と対応」、「脳卒中予防」、「骨粗鬆
・疾病予防、介護予防、病気を
講習会、講演会等でテーマに沿っ 症予防」、健康づくりセミナー「忙しいか
持った人のための栄養や食生活に
た講義や食事のとり方などの栄養 らこその食べ方講座」「お酒の飲み方
関する専門知識を持つ
相談と料理講習 等
講座」
・スポーツ栄養に関する専門知識
を持つ
・地域の食文化、地産地消につい
ての専門知識を持つ 等
全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

柔道整復師 庄瀬こばやし接骨院
院長

柔道整復師
赤十字ベーシックライフサポーター

平成24年 セルテック新潟柔道整
復師養成学院（現 新潟柔整専
門学校）卒業
●H29 身体の痛みとその対応、クノン
同年
柔道整復師免許取得
ボールを使った運動
身体の痛みに関する講演、健康
平成24年4月～平成28年4月迄
体操
三条市内接骨院勤務
平成28年6月 庄瀬こばやし接骨
院開業
令和2年11月 南区真木に移転

齢

秋,南,蒲

加

グリーフケアこもれびのなか代表・
（社）日本グリーフケア協会認定特
級アドバイザー・あしなが育英会ワン 1963年生まれ。新潟市出身。新
潟大学経済学部卒業。
デイプログラムファシリテーター
実母の看取りを期に平成24年7
月(社)日本グリーフケア協会認
定・特級アドバイザーを取得。平
(社)日本グリーフケア協会認定・特 成28年7月国立精神神経医療
級アドバイザー
研究センター「複雑性悲嘆の認知
国立精神・神経医療研究センター 行動療法」研修終了。令和元年
「複雑性悲嘆の認知行動療法研 6月あしなが育英会「子どもグリー
修」修了
フサポート」ワンデイプログラムファシ
あしなが育英会「子どもグリーフサ
リテーター取得。
ポート」ワンデイプログラムファシリテー
ター

遺族を対象にした悲嘆回復ワーク
ショップ（ピアカウンセリング）個別面
談、医療福祉介護の専門職を対
象にしたターミナル期からのグリーフ
ケア研修、子どもの悲嘆ケアに関
する講座など

●H29 「病気と向き合うために、支援
者が知っておきたいグリーフケア」「介護
の専門職が知っておきたいグリーフケア」
●H30 「グリーフケアを学ぶ～悲嘆か
らの再生～」「 思いやりのグリーフケア」
「ターミナル期からのグリーフケア」
●R1 「思いやりのグリーフケア」「看護
師だからこそできるグリーフケア」「看護
師・介護士ができるグリーフケア」

全て

昭和56年3月 秋田大学医学部
卒業
昭和62年5月 新潟大学医学部
小児科助手
平成2年7月 新潟大学医学部
小児科講師
平成6年4月 済生会新潟第二
医学博士(新潟大学）、日本小児 病院小児科
科学会専門医、日本循環器学会 平成9年4月 よいこの小児科さと
専門医、日本超音波医学会指導 う開院
医、地域総合小児医療認定医、 平成12年10月 病児保育室よい
全国病児保育協議会新潟県支部 このもり開設
長、感染症対策委員会委員長

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

小児科医師

早寝早起き、子供の生活習慣の
重要性に関して概説します。子ど
もとメディアの問題、メディアとのつ
きあい方、スマホで子守りをさせな
いための環境づくり、親の対応につ
いて概説します。予防接種の重
要性必要性に関して解説いたし
ます。病児保育子育て支援に関
して概説いたします。

●R1 多職種で関わるネウボラ的事
業、お医者さんのかかりかた、育てよう
すこやかな心と体 望ましい生活リズム
を作るために

小,中,高,青,
成,男,女,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

講師

ＪＡ退職後、旧小須戸町にオープ
ンした農産物直売所に関わり、農
産物の販売・加工、体験教室の
講師。地域の食育ボランティア、
小学校・中学校・保育園等へ。
農産物の有効活用を目的とした
調理師 食生活改善推進委員 な 「カフェ・ふらっと」の立ち上げをし、
りわいの匠 農業委員 訪問介護 野菜の料理提案。体験農園の指
員２級 運動普及推進委員 フレイ 導として学習会や植え付け、収穫
を実施。施設退職後、地域の食
ルサポーター
育ボランティアとして活動中。

地域の伝統食継承活動（笹団子
ちまき おこわ おやき等）、農産
加工（味噌づくり 豆腐づくり 漬
物づくり 梅干し作り 米粉利用
等）、食推委員として地域に食育
ボランティア、野菜づくりの学習会
講師、高齢者の体力作りに運動
推進やフレイルサポーターとして活
動。

●H29 みそ作り、笹団子作り、キムチ
作り、米粉ピザ作り、防災食作り
●H30 みそ作り、笹団子作り、タクア
ン作り、豆腐作り、もち麦料理
●R1 みそ作り、笹団子作り、米粉ピ
ザ作り、パッククッキング、漬物作り等

小,中,高,成,
齢,女,親

中,秋,南

日本健康太極拳協会準師範
私自身太極拳を通して様々なこ
とを感じました。運動することで体
の凝りをほぐし心の穏やかさを保つ
すばらしさ。多くの方との出会いで
気持ちが前向きになること。現在
はその経験を生かして、老人介護
日本健康太極拳協会準師範、日 施設などで、太極拳、座式の太
本健康太極拳協会介護福祉支援 極拳を皆様とご一緒させていただ
プログラム認定健康太極拳指導士 いています。

・太極拳
・気功八段錦（体をいろいろな方
向に伸ばしたり縮めたりする運動。
気功の一種）
●R2 太極拳指導
・座式太極拳（イスに座ってやる太
極拳）
太極拳が初めての方、日頃運動
をされない方にも体を動かすことの
楽しさやすばらしさを感じてもらえる
ような指導を心がけています。
成,齢,障,男, 北,東,中,江,
女
西

新,阿

身体運動研究会 篠田塾 塾長、
新潟大学名誉教授

博士（医学）、（一社）日本ウォーキ
ング協会公認専門講師、全米スト
レングス＆コンディショニング協会認
定スペシャリスト特別認定（CSCS＊
D）、アメリカスポーツ医学会認定エク
ササイズフィジオロジスト（ACSM/EP
－C）、SAJ正指導員、B級検定員

福島県会津若松市出身 福島
大学卒 筑波大学大学院修士
課程修了 新潟大学大学院医
歯学総合研究科博士課程修了
ＮＳＣＡジャパン前理事長、元新
潟県スポーツ推進審議会会長、
新潟県健康づくり推進懇談会委
員、元新潟市健康づくり推進審
議会委員など

●H30～R1 災害時運動支援コース
（講義、実技）
新潟市各区の健康づくりボランティ
●R1 らくらく4色の運動（実技）
ア（運動普及推進委員）養成講
●R2 子育て学習出前講座 家庭
座講師、新潟市西区ウォーキング
教育の大切さ
マップの作成、西区健康づくり
ウォーキング講座講師

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

長岡造形大学非常勤講師、健康
運動指導士

健康運動指導士、中学・高校教員
専修免許状（保健体育）、全米スト
レングス＆コンディショニング協会認
定スペシャリスト（NSCA-CSCS）、
教育学修士、日本ウォーキング協会
公認指導員、日本フィットネス協会
公認インストラクター－、E.E.O.A認
定チェアエクササイズ指導員 他

東京学芸大学大学院修士課程
（1988）修了
その後、東京学芸大学、東京都
立大学、明治薬科大学等の非
常勤講師等を経て鳥取大学医
学部医学科病態運動学講座
（助教）就任、結婚を機に1996年
より新潟市在住。
現在まで新潟大学・長岡造形大
学の非常勤講師の他、県内外で
中高齢者～ジュニアの運動開発・
指導を行う

・大学非常勤講師（体育実技・
保健体育講義等担当）
・ウォーキング・健康体力づくり運
動に関する運動プログラムの提
供、指導
・子どもの体力づくり・障がいや生
活習慣病予防に関する運動プロ
グラムの開発（ジュニアアスリート～
小児肥満）
・総合型地域スポーツクラブや高
校部活動におけるトレーニング

●H29～R2 元気いきいき教室
ウォーキング講座
●H30 幼児期家庭教育学級「この
時期だからこそ！体の発達に役立つ運
動」
●R2 普段の「歩き」の健康効果が
グーンとアップする!?ウォーキング講座

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

マインドウェルネスアドバイザー 新潟
労働衛生コンサルタント事務所所長
行政保健師・大学非常勤講師を
経て現在は働く人の健康支援、メ
ンタルヘルス対策、事業所の安全
衛生活動に関わる。講演では脳
心理学を活用したコーチングやカウ
ンセリング、心の健康やコミュニケー
保健師、労働衛生コンサルタント、 ションを特に専門とする。人と繋が
米国サンタフェNLP発達心理学協 り楽しく学びあえる研修会を提
会認定NLPマスタープラクティショナー 供。

●H30 職場におけるメンタルヘルス
ウェルビーイング、ライフデザイン、
●H30～R1 コーチング研修
心の健康、健康経営、パフォーマ
●R1 「あなたに逢えて良かった」と言
ンス、コーチング、カウンセリングマイ
われるためのコミュニケーション研修
ンド、コミュニケーション、パフォーマ
ンスを発揮できる人づくり・組織作
り

成

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。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●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

木戸クリニック（新潟医療生活協同
組合）所長

医師

大学卒業後より、予防医学に関
心を持ち、食・農・漢方医学に親
しんでいる。
若い先生方にも漢方医学をお伝
えしつつ、一般の皆さんへは操体
法を中心に生活習慣病の予防と
治療をお伝えしている。

・生活習慣病の一次予防、操体
法（食・呼吸・動き・心の持ち方・ ●R1 生活習慣病の予防と治療 か
環境と病態との相関）を伝える
ぜ、腰痛～癌まで
・「人間ドック、健診」と健康寿命
を延ばすために生活習慣病との相
関と活用
・漢方医学と健康

全市

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

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟医療福祉大学 講師
2019年4月 - 現在新潟医療福
祉大学 リハビリテーション学部 作
業療法学科 講師
2015年4月 - 2019年3月新潟医
療福祉大学 リハビリテーション学
部 作業療法学科 助教
作業療法学修士(山形県立保健医 2013年4月 - 2015年3月新潟医
療大学)
療福祉大学 医療技術学部 作
博士（工学）(筑波大学)
業療学科 助手

高齢ドライバーの運転の安全性
向上のために、どのような取り組み
が必要なのか？脳卒中や頭部外 ●H30 安全な自動車運転とその対
傷によって心身に障害を抱えてい 策～自動車運転を楽しむために～ そ
る対象者が自動車運転の再開を のき市民学級
希望したら、どのように対応したら
よいのか？社会復帰を果たすため
にはどのように評価・支援・訓練し
たらよいのかについて研究していま
す。
成,齢,障

NPOにいがた健康スポーツクラブマ
ネージャー
2006年新潟大学教育人間科学
部卒業
2008年新潟大学大学院現代社
健康運動指導士
会文化研究科修了
NSCA認定ストレングス＆コンディショ 2008年関東圏にて大手スポーツ
ニングスペシャリスト
クラブに勤務
JSCA認定スポーツクラブマネー
2014年NPOにいがた健康スポーツ
ジャー
クラブマネージャー
日本ウオーキング協会認定インスト
ラクター
中学校・高等学校教員専修免許
状（保健体育） 他

成人・高齢者の健康づくり（生活
習慣病予防・ロコモティブシンド
ローム・障害予防）のためのコン
ディショニング・ウオーキング等の運
動指導・講座
子どもの健康・体力向上・生活習
慣改善に関する運動指導・講座
健康・運動に関するプログラム開
発・地域連携事業

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●R1 フレイル予防で健康長寿～脳
と体の関連を考慮した包括的アプロー
チ、新潟市西区健康リーダー養成講
座
●R2 「新しい生活様式」を迎えた私
たちに必要な「新しい運動様式」

小,中,高,青,
成,齢,男,女,
親

現在、NPO法人「貯筋運動研究
会」の指導者として年間80～100
回の講演および実技指導活動実
義務教育学校教員
施。おもに、中高年の健康寿命を
義務教育学校教頭
延ばすことを目的に、ストレッチン
義務教育学校校長（最終 新潟
グ、簡単筋トレの必要性を伝えて
市立鳥屋野中学校校長）
いる。県社協、「高齢者大学」講
新潟医療福祉大学教授
師としても活動し、高齢者こそ筋
教員免許（専修免 中学国語、一 創造学園大学教授
力維持、向上が必要であることを
種免 保体）
荻至誠館大学東京キャンパス教
いろいろな場面で説明している。
医学博士（新潟大学 医歯学総合 授
筋肉のなかでも歩行能力と大きく
研究科）
関係する「大腰筋」の研究を継続
して行ってきている。

全市

全市

三,新,加,胎

大学教授 医学博士

●H29～R2 鳥屋野地区エクササイ
ズ、大学南ヶ丘エクササイズ
●R1 シニア大学「認知症、転倒予
防とエクササイズ」

小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

気療法日本事務局＆認定講師
アロマ＆ハーブ講師

1988年 教員免許状取得（幼、
小、中、高）。2008年 アロマテラ
ピー講師資格取得。専門学校非常
勤講師となる。2012年 気療法士・
気療法認定講師資格取得。MCKS
プラニックヒーリングスクール設立。
2015年 U.S.プラニックヒーリングセン
ター講師トレーニング修了。2017年
第10回フィリピンでの気療法世界大
会に日本代表として参加。同年ハー
ブ認定講師資格を取得。

料理講師

キッズキッチンシニアインストラクター
中医薬膳営養師
調理師

大学卒後、教員を経て出産を機
に子育てに入る。家庭で行える代
替療法を学ぶ。アロマテラピー講
師の傍ら、2012年プラーナ”気”を
用いて心身を癒すヒーリング（気療
法）講師として、医療・福祉施
設、全国で気療法講座を開催し
ている。

大学（食品工学専攻）卒業後、
懐石料理・家庭料理・製菓・製パ
ンを学ぶ。
企業の料理教室講師を経て「旬
の地元食材」をテーマに薬膳料理
教室を主宰。
テレビ・ラジオ番組で手軽な料理
を紹介するほか、レシピ開発、講
演、五感で学ぶ子供料理「キッズ
キッチン」シニアインストラクターとし
て活動中。

健康の源であるプラーナ（気）につ
いて解説し、①プラーナを用いる施
術法、②気の流れを良くする姿
勢、③呼吸法、④運動法、⑤ヨ
ガを伝授する。セルフヒーリング講
座を開催。

●R1 セルフヒーリング・ワークショップ
●R2 アロマ・ヒーリング講座、人間関
係＆パートナーシップのヒーリング・ワー
クショップ

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

乳,小,中,高,
青,成,齢,男,
女,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟市食育マスターとして保育
園・幼稚園・小学校で食育教室
実施。
市内カルチャースクール、新潟市
食育花育センター主催料理教室
（対象：3歳～）等講師。
ラジオ番組で家庭料理コーナーを
担当。

新潟青陵大学 准教授
新潟県・新潟市の小学校で養護
教諭として勤務した後、新潟市教
育委員会で指導主事として勤
務。平成24年から新潟青陵大学
看護学部准教授として養護教諭
養成に関わっている。
養護教諭、看護師

養護教諭の経験を活かし、子ども
●H29 知って描く ＭＹ ＬＩＦＥ ＰＬＡ
の心と体の健康についてお話しま
Ｎ（人生の設計図）、家庭と取り組むメ
す。子どもたちが希望をもって生き
ディアコントロール
生きと生活し、健やかに成長でき
るよう、大人はどうしたらよいか一
緒に考えていきたいと思っていま
す。

小,中,高,障,
親

スポーツ・セラピクス・インストラクター

スポーツ・セラピクス・インストラクター
介護予防健康アドバイザー

地域のサークル活動で筋力トレー
ニング・有酸素運動・ストレッチな ●R1 身体も心もリフレッシュ 楽しく
地域のコミュニティーセンター等にお
どを併せ健康づくりの指導を行って 健康フィットネス
いて、サークル活動の指導を行っ
いる。また、新型コロナウイルス感
ていく中で、公民館事業の健康
染予防として、双方向のオンライン
体験教室に関わっている。
指導や個別指導など皆さまに寄り
添った指導を行っております。

小,中,高,青,
東,中,江,秋,
成,齢,男,女,
南,西,蒲
親

フリーアナウンサー、ベビーキッズママ
向け講座講師

フリーランスでラジオ局、インター
ネットＴＶのＭＣ、各種イベント司
会
現ＦＭ新津出演中、小学生向け
アナウンス講座
こどもアナウンス発声協会会員講
ベビーマッサージ＆ヨガ講師として
師、ベビーマッサージインストラクター、 産後の親子講座
ベビーキッズ産後ママソフトヨガインス 女性ホルモンバランスプランナーとし
トラクター、女性ホルモンバランスプラ て女性特有の不調のカウンセリン
ンナー、女性の健康推進員、幼稚 グ
園教諭

小学校向け「自分の声でわかりや
すく伝える」ための「日本語の音声
表現」を楽しく学ぶための声のプロ
によるワークショップ
思春期、妊活、産後、更年期と
様々な年代の女性が抱える不調
を女性ホルモンにポイントをおいて
解説とセルフケアアドバイス
ベビーマッサージヨガ講座によるス
キンシップを大切にした心身の健
全育成

加,阿,

●H30 じっくり向き合おう 私のココロと
カラダ、女性ホルモンを味方にしてハッ
ピーママに
●R1 自分を知ればもっと楽しく 女
性ホルモンバランスの話

乳,小,成,女,
親

全市

三,新,燕,五,
阿,

足寿命ウォーキング講師・リフレクソロ
ジスト
2005年「英国式リフレクソロジーサ
ロンLUCY」をオープンして以来、1
万人以上の足を施術。足と健康
寿命の関係についての知識を深
めセミナー講師としても活動。リフ
レクソロジスト・足寿命ウォーキング
RAJA日本リフレクソロジー協会認定 講師・足裏分析法セミナー講師・
元NHK新潟放送局キャスター・元
プロフェッショナルリフレクソロジスト
TeNYテレビ新潟アナウンサー

「人生の最後まで自分の足で歩け
る未来のために」約50年と言われ
る足の寿命を延ばすための、簡単
な足指トレーニング法を指導しま
す。足トラブルの改善、転倒防
止、要介護のリスクを減らすために
は、足の仕組みを知り、立ち方や
歩き方を変えていかなければいけ
ません。「足裏分析法」も可。

●R1 足寿命ウォーキング＆フットセミ
ナー
●R2 マイナス5歳若返る「いきいき健
康学び講座」

小,成,齢,男,
女,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

心と体のコーディネーター
保育士経験後、ボディワークスタ
ジオを運営しながら、心と身体、
脳、自然療法などその人が持って
いる本来の力を発揮できるサポー
トをしています。現在は更に、自分
保育士、フィットネス全般、ＮＬＰト の能力を生かす場やコミュニティづ
レーナー、自然療法セラピスト、心理 くりにも力を入れ、人、コト、モノ、
生きること全般を応援。
学、コミュニケーション学など多岐

講演、講座、レッスンやセラピーを
通して、その人が“自分らしく生き
る”その為の心と体のセルフケアを
サポート。心と体のつながり、自分
を楽に健やかに生きることを、体験
を通し分かりやすくお伝えしている
ので、日常的にすぐ活かすことがで
きます。

●R2 心も体もリフレッシュ！～子育て
講演～、心と体のケアトレーニング、心
と体のセルフメンテナンス～自分らしく生
きるために～

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

アロマインストラクター アロマテラピー
教室「香り舎Aura」主宰
ナードジャパン認定アロマテラピーイ
ンストラクターを習得。生活に寄り
添う、香りの使い方をお伝えするた
め、サークル、ＰＴＡ、公民館等で
アロマテラピー講座を行なっていま
ナードジャパン認定アロマインストラク す。
ター 新潟市食育マスター

●R1 新潟市石山地区公民館 女
小中学校ＰＴＡ講演会・幼稚園
性セミナー
保護者会・新潟市内公民館女
性セミナー、ゆりかご学級・教職員
女性部会・新潟市花育マスター

全市

ボディメンテナンス・アドバイザー、表
現指導者

保健体育教諭

・平成4年～26年 県立新潟女
子短期大学～新潟県立大学、
非常勤講師。専門学校・福祉施
設・幼稚園・フィットネス全般、各
種教室・生涯学習活動などの講
師、多数。
・表現活動(ミュージカル・演劇・朗
読・パフォーマンス・ファッションショ
ウ、等）指導、多数。
・講演・講座・イベント・テレビ出
演・誌上指導など多数。

・健康生活実現の為の理論・実
技（ストレッチング・エアロビクス・ト
レーニング・呼吸法・マッサージ・リ
ラクセーション・ウォーキング等）、健
康管理・体質改善・ダイエット等、
健康づくり全般の指導。
・表現活動（身体・言語・発声・モ
デルウォーク・ポージング等）指導。
・YouTube『宮澤正子の幸せな身
体になろう！』配信。

三,新,胎

●R1 楽しく学んで♪健康づくり！～
お家で出来る！カンタン体操～、身体
の基礎レッスン～ショウ・モデルの為のス
キルアップ講座、冬もポカポカ 元気イッ
パイ！～お家で出来る！ラクラク マッ
サージ～

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

REBIRTH食育研究所 代表

埼玉県熊谷市生まれ。環境学を
専攻後、東芝化学（株）生物理
化学研究所（現デンカ生研）へ勤
務。病院への生化学検査導入に
従事。その後、歯科材料メーカー
などを経てREBIRTH食育研究所
食生活ジャーナリストの会会員、ス を設立。「健康な身体は健康な
ローライフ学会会員、新潟市食育マ 食事から、健康な食事は健康な
スター、新潟市清掃審議会委員、 作物から、健康な作物は健康な
土から」という視点で「食・農・環
新潟市食育推進会議委員
境」をつなぐ活動を行っている。

なぜちゃんと食べなければいけない
のか、をテーマに小中学校の子ど
●R1 「今日の食が未来をつくる」～
も達や保護者に向けて食育の講
食育は楽しい～、「夢をかなえる食
演をしている。
事」、「味覚の授業」
2014年3月まで新潟市食育推進
会議委員を2期務める。2015年4
月まで食生活ジャーナリストの会
幹事を2期務める。

小,中,高,青,
成,齢,男,女,
親

笑いヨガ ティーチャー、シナプソロ
ジー アドバンスインストラクター

笑いヨガティーチャー
シナプソロジー アドバンスインストラ
クター

2011年 笑いヨガリーダー資格取
得
2012年 同 ティーチャー資格取
得
2014年 シナプソロジーインストラ
クター資格取得
2016年 同 アドバンスインストラ
クター資格取得

定期サークルの他、体操として笑う
事で心身の維持増進を図りたい
方（子供～高齢者、どのような身
体状況の方でも）の地域小サーク
ルから企業研修まで対象者に合
わせた内容で笑っています。
脳活性化体操を組み合わせる事
で一層笑顔が引き出せ、最後に
は全員笑顔で帰って頂く事が目
標です。
現在、オンラインにてサークル、講
演を行っています。

思春期保健相談士、看護師、養
護教諭

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●R1 笑いヨガ体験 笑って元気！
●R2 大学授業「笑いヨガ体験」オン
ライン、オンラインで笑いヨガをやってみ
よう

全て

小学校、高等学校に養護教諭と
して勤務。新潟市内公民館に勤
・思春期男子の悩みについて
務。新潟県立生涯学習推進セン
・性を明るく語る
ターに生涯学習相談員として勤
務。

全市

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H30 児童期家庭教育学級”思春
期のココロと身体”、就学時健康診断
時の家庭教育講話
●R1 女性セミナー（性の話）

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟薬科大学・副学長・教授、薬
学博士

東京薬科大学博士前期課程修
了、新潟薬科大学助手、講師、
助教授、教授（臨床薬物治療学
研究室）。米国ミシシッピー州立
大学メディカルセンター・医学部薬
理毒性学教室留学。学内：副学
長、広報室長、高度薬剤師教育
研究センター長。学外：新潟県薬
事審議会委員、新潟県立看護
大学非常勤講師、新潟県立十
日町看護専門学校非常勤講師

健康長寿を目指すための予防
法、可能な限り薬は使わない健
康維持、薬の正しい服用法、薬 ●健康のための薬の上手な利用法、
は服用時刻により効果を高めて 健康寿命・幸福寿命を享受するため
副作用を減らすに適切な服用時 に
刻があること、骨を丈夫にして健
康維持、20才までの若い時に質
の良い骨を作ることが健康維持に
重要、健康維持には終末糖化産
物の多い食品は避ける。
高,成,齢

健幸サポート倶楽部登録制運動指
導者
昭和57年 東京女子体育短期
健康サポート教室 講師
大卒業
昭和57年～62年 （株）河合楽
器製作所 カワイ体育教室 委
任講師
平成5年～25年 子育てサークル
レクリエーションインストラクター、中学 講師・ストレッチサークル講師
教諭2級 普通免許 保健体育
その間、東区子育て応援事業に
科、ＮＰ（完璧な親なんていない）プ 携わる
ログラム ＮＰＪＡＰＡＮ認定ファシリ 平成23～28年 主に新潟市保
テーター、スポーツレクリエーション イ 健所 健幸サポート倶楽部登録
ンストラクター
制運動指導者として従事

・レクリエーション・親子運動
・転倒予防・脱メタボ向け 運動
指導
・ＮＰプログラム ファシリテーター
・子育て支援センター「ママ スト
レッチ」

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H29～R1 親子レクリエーション 学
年行事
●R1 NPプログラム、子育て支援事
業「リフレッシュ体操」

小,成,男,女,
親

東,中,江

新潟県立大学 名誉教授
県立新潟女子短期大学・教授を
経て、平成21年新潟県立大学
開学時から人間生活学部・教授
として、管理栄養士養成課程で
「基礎栄養学」「応用栄養学」を
担当し、栄養教諭養成にも携わ
り、平成26年3月退職。その後
も、大学・専門学校等の非常勤
講師。

・ライフステージに対応した栄養と
食（課題も含めて）について。たと
えば、「子どもの食物アレルギー」
など。
・主食としての「米」の意義、とくに
米たんぱく質を中心とした栄養生
理機能について。
・健康寿命の延伸を目指して、自
立高齢者の食生活と栄養に関す
ること。

●H29～R1 「食品と栄養－食物アレ
ルギーを理解するための基礎－」
●H29 「健康寿命を延ばす食の秘訣
－フレイル予防をめざして－」
●H30 「健康寿命を延ばす食習慣づ
くり」

中,高,青,成,
齢,男,女

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

