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世代別の学習

クラフバンドエコロジー協会認定講師
長岡市HP「まちの先生」に登録
第２１回クラフトバンドエコロジー協
会コンテスト１位入賞
定期教室やワークショップの他にク
一般社団法人クラフバンドエコロジー ラフトバンドエコロジー協会の資格
取得を養成するクラフトバンド実
協会認定講師
一般社団法人日本紙バンドクラフト 技講座、インストラクター養成講
座の専任講師をしています。
協会トリリアムメソッド認定講師
AJBジュエリーバッグ協会認定講師

定期教室…新潟日報カルチャー
長岡教室、JAながおか、見附市
ワークショップ…長岡市、見附市、
柏崎市、秋葉区、燕市、JA、東
京電力、小学校、支援学級、聴
覚・視覚障がい者協会、長岡社
会福祉協議会など
https://ameba/ehiramoikka/ を
ご覧ください

●R1 新潟市秋葉区シニア講座、
キャリア教育を兼ねたハロウィンワーク
ショップ
●R2 かご作りワークショップ

小,中,高,青,
成,齢,障,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

秋

三,加

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

ライフアドバイザー（子育て・進路・結
婚）

ホテル、文部科学省（国立大
学）、ＵＳＡ大学留学、専門学校
企画・教師、医療・社会福祉法
人企画、プロサッカークラブ講演
会、スポーツ系専門学校講師（ス
ポーツビジネス、地域活性化）、進
路支援センタ―専任講師、新潟
生涯学習インストラクター1級、ビジ 県出会いサポート事業アドバイ
ネスマナー検定2級、TOEIC Bレベル ザー、若者自立支援活動、県立
高等学校ＰＴＡ会長

小中高大における進路指導アド
バイス（就職・進学）、面接指導、
小論文指導、子育て支援プログラ
●H29 農家の次世代育成
ム企画運営、国際交流プログラム
企画運営、スポーツビジネス企画
指導、ＣＳＲ促進ノウハウ、コミュニ
ケーション向上セミナー、婚活セミ
ナー、親子遊び（父親と子ども）、
若者自立支援セミナー開催。

全て

フリーアナウンサー、洋画家

1951年 関川村大石に生まれる
1974年 ＢＳＮ新潟放送にアナウ
ンサーとして入社
1995年～「河内潤一と行く海外ツ
アー」を体験 4年間で7か国を訪
問 参加延べ人数は310名様
2011年 ＢＳＮ退職後 県庁に
再就職 広報番組の制作に携わ
る
2020年 洋画を描きはじめて44年
目を迎え、絵画展開催は今年で
10回目

全市

私は子どもの頃、人前で話すのは
大の苦手でした。しかし、マイクの
仕事に憧れたことで、人前で話す
●H29 演題「いい出逢い・いい言
喜びを知るようになりました。ちょっ
葉」、「朗読ボランティア」
としたコツを身に付けることで、日
常の会話や人前で話したりするこ
とが、楽しく出来るようになるはず
です。一緒に学びませんか。人との
交流を楽しみながら、明るく楽しい
毎日を送るためにも。
全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟市食育・花育センター長
新潟市アグリパーク教育ファームアド
新潟県公立学校教員（S56～
バイザー
S59ソウル日本人学校）、豊栄市
教育委員会派遣社会教育主
事、県教育庁生涯学習推進課
社会教育主事、県立生涯学習
推進センター副参事、国立教育
政策研究所社会教育実践研究
センター社会教育調査官、燕市
社会教育主事
教育委員会学校教育課長・主
幹、新潟市立青山小学校長、新
潟市アグリパーク教育ファーム園長

●R1 「生涯学習社会における学校
教育と地域連携」・新潟県地域連携
「小学校経営」・「家庭教育」・
担当教員研修会、子どもたちの「生き
「学校・家庭・地域との連携」、
る力」をはぐくむ・新潟市子育て学習出
「生涯学習社会における学校教 前講座、「青少年の体験活動の意義
育・社会教育」・「青少年の体験 と実際」・社会教育主事講習
活動」

成

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
国家資格キャリアコンサルタント、
務所WcareerOffice設立。現在
JCDA認定CDA（キャリアデベロップメ はキャリアカウンセリング(相談業
ントアドバイザー）、JIA認定音楽療 務)や組織活性化支援、企業・求
法インストラクター、JAAMP認定快 職者・学生・女性・婚活・シニア向
眠セラピスト、JAAMP認定メンタル けセミナーを行う。双子＋三女の
心理ヘルスカウンセラー、国際資格 育児にも奮闘中
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

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/

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●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～

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

スクラップブッキング講師

自宅と公民館でスクラップブッキン ●H29～30 親子でスクラップブッキン
グの講師活動。家庭教育学級の グ
2007年インストラクターの資格を取 企画経験から、市内公民館の
得
乳・幼児期家庭教育学級や一般
向け、高齢者向けの講座の依頼
㈱サクラクレパス事業部メモラビリアー
あり。
ト講師
小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

前・新潟市立大野小学校長

新潟大学教育学部（理科専攻）
卒業後、新潟県公立小学校の
教諭、教頭・校長（管理職20年
間）として勤務。新潟市立大野小
学校長として、平成29年3月定年
退職。黒埼地区校長会長（小・
中）、新潟市小研理事「理科・図
工・保健」、下越美研理事、全国
小学校教諭専修免許状
教育美術展地区審査員、県ジュ
中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科） ニア展委員、理科センター兼任所
員、県地学教育研、教材生物研
等、経験有。

教職8年目、巻北小学校在職
時、全国レベルの教育論文に応
募し入賞。『池上式図工指導法
①絵画指導』『同 ②彩色指導』
（単著）及び、理科、音楽、学校
行事（共著）等が書籍化・全国出
版。※可能な講演→「描画で子
どもが自信を持つ」「弥彦山・角田
山東縁部丘陵の地質」「地域活
性化の一翼を担う学校づくり」「子
どものこころ～子どもは変わる～」
等

全市

三,新,加,燕,
阿,

●H29 子育て学習出前講座『家庭
教育の大切さ』～「子どものこころ」につ
いて～学校でのエピソード：◎「せんせ
い、いままで生きてきて、こんなにほめら
れたことがなかった。」等
●H30 子育て学習出前講座『同上』
◎共感・待つこころ！→「ほっとするとこ
ろ」「児童画にあらわれる子どもの気持
ちと感性！」「クイズ」等
●R1 子育て学習出前講座『同上』
◎５つのエピソード：「感動！子どもは
変わる！」「子どもを勉強嫌いにしない
ための秘訣！」「クイズ」等
小,成,他

全市

燕,

開業助産師
昭和55年京都市立看護短大卒
業。大学附属病院手術室勤務。
昭和57年新潟大学医療技術短
期大学部助産学専攻科修了。
白根健生病院、下越病院産婦
人科病棟勤務。平成2年開業届
助産師
を提出し、旧新津市、新潟市、
認定講師（日本タッチケア協会、国 亀田町など近隣市町村の産婦・
際ボンディング協会、わらべうたベビー 新生児訪問、母子事業（両親学
マッサージ協会）
級、検診事業など）に従事。

平成2年以降旧新津市や近隣市
町村で母子事業や産婦・新生児
訪問に従事。現在は子育て支援
センター数か所でベビータッチング、
マタニティスイミングで妊婦健診、
骨盤ケア教室、幼保小中学校で
「いのちの授業（思春期教室）」を
行っている。

●H29～R1 「大切なあなたのいのち
私のいのち」、「大切ないのちの講座」、
「ママと赤ちゃんのふれあいベビーマッ
サージ教室」

乳,小,中,親

県内小学校教員・県市教育委
員会事務局職員を務めるととも
に、新潟県史・市町村史の編集・
執筆にあたる。定年退職後、新
潟市教育政策監・新潟大学特
任教授を務め、現在は新潟青陵
大学特任教授・新潟県新聞活
用教育推進協議会会長。

『知っておきたい新潟県の歴史』
『学力を高める新聞遊び』『新潟
発！農業体験学習で子どもの心
と頭を耕す』を監修、『新潟県 県
民性の歴史』『新潟県 県民性の
人物史』『新潟の街と小学校の百
物語』を執筆。『新潟県史』『新
潟市史』『新発田市史』『豊栄市
史』『小須戸町史』『村松町史』を
分担執筆。

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。

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H29 秋葉区学校司書実務研修「秋葉区の
歴史」「父親力で子どもは伸びる！学校教育と
家庭教育における父親の役割」「子育て学習出
前講座」、「変わる大学教育、変わる大学入試」
「新潟のいいところ、知ってますか？」
●H30 「村松藩の藩風」「新潟県 県民性の歴
史」「新潟の県民性と教育」「新潟の県民性、そ
の歴史的系譜」
●「県民性と新潟県人の歴史」「福島潟の歴史
～新田開発と新潟県人～」「新潟県 県民性の
歴史と酒造り」「新潟県 文化財と県民性・地域
性の歴史」「新潟県 県民性と女性たち」「歴史
が創った 新潟県の県民性」「新潟県 県民性
の歴史－雪・支配・出稼ぎ・移住」「新潟県 県
民性の人物史」「新潟おもしろ課外授業新潟人
気質の歴史」

小,中,高,青,
成,齢

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

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●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

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

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

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

小,中,高,青,
成,女,親

非常勤講師

養護教諭
草月流華道師範

県内小・中・特別支援学校養護
教諭33年
新潟市教育相談センター訪問教
育相談員8年
東京福祉大学・姫路大学・にい
がたこども医療専門学校非常勤
講師8年

・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

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

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●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

小,中,高,青,
成,男,女,親

代表

三,新,加,燕,
五,阿,胎

養護教諭経験から保健室の特性
を生かした健康教育・性教育分
野での講演が主である。
●R1 「子どもと話せていますか？性の
新潟市教育相談センターでは、
話」、「子どもの世界をのぞいてみよう」
全国に先駆けて不登校児童生
●R2 「入園前に心配なこと」
徒の家庭訪問の制度を確立して
いる。学校に行きたくてもいけない
子どもたちに寄り添い、気持ちを
受け止め、自分らしく生きる力を
育てることを目的として活動してい
た。
乳,小,中,障

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）
首都圏の難関中学受験塾、およ
実践行動学研究所理事
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
米国CTI認定プロフェッショナル・コー グラムの開発とファシリテーターの養
チ（CPCC）
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。

全市

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●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

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

ライフアドバイザー（子育て・進路・結
婚）

ホテル、文部科学省（国立大
学）、ＵＳＡ大学留学、専門学校
企画・教師、医療・社会福祉法
人企画、プロサッカークラブ講演
会、スポーツ系専門学校講師（ス
ポーツビジネス、地域活性化）、進
路支援センタ―専任講師、新潟
生涯学習インストラクター1級、ビジ 県出会いサポート事業アドバイ
ネスマナー検定2級、TOEIC Bレベル ザー、若者自立支援活動、県立
高等学校ＰＴＡ会長

小中高大における進路指導アド
バイス（就職・進学）、面接指導、
小論文指導、子育て支援プログラ
●H29 農家の次世代育成
ム企画運営、国際交流プログラム
企画運営、スポーツビジネス企画
指導、ＣＳＲ促進ノウハウ、コミュニ
ケーション向上セミナー、婚活セミ
ナー、親子遊び（父親と子ども）、
若者自立支援セミナー開催。

全て

全市

元小学校長
平成２６年３月小学校長を定年
退職。その後、３年間、新潟市特
別支援教育サポートセンターに非
常勤の指導主事として勤務。平
成２９年４月より１年間、新潟市
中央区健康福祉課こども支援係
家庭児童相談員として勤務。

・家庭で子どもたちに自己肯定感
や自己有用感をもたせるための工
夫についての話
・小学生が学校でどのように過ごし
ているかについての話
・特別支援教育の基礎についての
話
・発達に課題のある幼児や小学
生への接し方の話

●H30 児童期家庭教育学級 1回
目「子どものサイン」2回目「子どもの凹
凸」、自分らしく輝く子どもを育てる
●H30～R1 就学時家庭教育講座
子どもが安心して学校生活を送るには

成,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟青陵幼稚園園長 青陵大
学短期大学部幼児教育学科非常
勤講師

幼児期の教育のあり方
平成6年 新潟青陵幼稚園勤務 保育者の資質向上
平成14年 園長就任
家庭教育のあり方
絵本を読んで子どもが受ける影響

●R1 ぎゅ～と子育て 大切な子育て
～１・２・３歳おうごん期、主任スキル
アップ研修会
●R2 絵本研修会「絵本が育む想像
力」～見えないものを見る力を育む～

幼稚園教諭
保育士資格

乳,女,親

10年間の保育士経験を経て、新
潟お笑い集団ＮＡＭＡＲＡに所
属。
得意とする子ども向けのステージ
や講演など多岐にわたり活動。
幼少期に自閉症の疑いがあり、発
達障がいグレーゾーンの立場から
の講演活動も行っている。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H30 母子連きらきらフェスタ2018
発達障がいグレーゾーンの体験談 金子ボボの金子家の育てられ論～金
・講演「発達障がいかもしれな
子家に生まれて良かった～
い！？」
・講演「育てられ論」

小,中,高,青,
成,齢

全市

三,新,加,燕,
五,胎

農業、巻北小学校・巻西中学校の
学校評議員
・昭和41年3月新潟大学教育学
部卒業
・昭和41年4月～小・中学校教
諭
・平成3年4月～黒川中学校長、
新潟市教育委員会管理主事、
燕東小学校長、巻北小学校長
・平成16年4月～新潟大学客員
教授

・小学校、中学校の学校教育の ●お子さんが新一年生として楽しく充
在り方について
実した学校生活を過ごすために
・小学生、中学生の家庭教育の ●中一ギャップについて
在り方について
・不登校児童、生徒の実際とその
解決方法について

小,中,成,親

全市

三,燕,

公益財団法人 新潟県女性財団
専門員

社会教育主事

大学卒業後、民間企業に勤務。
結婚を機に新潟市に住む。子育
てをしながら、子育てサークルの活
動に関わり「女性学」と出会う。新
潟市の家庭教育支援者養成事
業を修了し、公民館などで企画
運営に関わり、講師もつとめる。
NPO法人に10年間籍を置き事務
局長として運営に関わり、現在に
至る。

人権、男女共同参画の視点か
ら、子育てなどの家庭教育につい
て考える。また、夫婦など、パート ●R1 ゆりかご学級、子育て学習出
ナー同士で子育てすることについ 前講座、家庭教育講座
て、これからの女性、男性などの
生き方について、講義中心ではな
く、得意とするファシリテーションスキ
ルを使ってワークショップ形式で進
めていく。

成,男,女

新潟県学校生活協同組合本部顧
問、公益財団法人新潟教育会教
育研究所教育アドバイザー、新発
38年間公立中学校教員、教頭と
田市教育委員会教育長
して5年間、校長職として11年間
勤務。新発田市立本丸中学校
長で退職(2014･3)。文部科学省
喫煙・飲酒・薬物乱用防止資料
編集委員、新潟市教育委員会
総括指導主事、全日本中学校
長会専門部幹事、新潟県中学
小中高教員免許
校長会常任理事、新潟県下越
地区中学校体育連盟会長

国立大学法人神戸大学大学院
人間発達環境学研究科研究
員、JKYB全国ライフスキル教育
研究会会員・生涯学習センター
講師（新潟市）・新潟教育研究
所教育アドバイザー・新発田市、
村上市いじめ防止対策委員・一
般社団法人Ｊ-CAPTA役員理
事・村上市市民センター運営審
議委員長

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

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H30 五泉市全教職員人権研修
会
●R1 長岡市教育センター研修講座
「いじめ問題にどう向き合うか」
●R2 いじめ見逃しゼロ県民運動県
民講座「子どもは未来の宝物」佐渡

小,中,成,障,
男,女,親

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

全市

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●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

保育士

保育士
幼稚園教諭2級
リトミック指導者資格ディプロマA
NPプログラムファシリテーター

乳幼児の親子を対象とした親子
遊び、運動遊び、絵本の読み聞
保育士として30年以上勤務。
かせ。
親子遊びの指導、リトミック指導、 子ども(親子)のためのリトミック指
NPプログラムのファシリテートを行 導。
う。
１歳児以上の乳幼児の母親を対
象としたNPプログラムのファシリテー
ター。

●R1 幼児期家庭教育学級「体を動
かすってこんなに楽しい♪」、「おとうさん
といっしょ！パパといっしょにあそぼう
♪」、「妻が育休後職場復帰します」

乳,親

開業助産師

助産師・看護師

平成6年新潟大学医療技術短
期大学部助産学専攻科卒業。
平成6年より新潟市民病院11年
勤務。平成17年より開業助産師
として、新生児訪問事業、市内
安産教室等を担当。平成25～
27年新潟大学医学部保健学科
看護学教員代替勤務。平成29
年新潟大学大学院保健学研究
科看護学分野卒業。現在は、母
子保健相談員(イオン新潟南
店）、新潟医療技術専門学校で
勤務しながら、開業助産師として
活動している。

妊娠、出産、育児に関わる活動
（新生児訪問、育児相談、母乳
ケア等）を行っています。生まれてく
るいのちを家族で温かく迎え入れ
ることができるように、妊婦・夫・祖
父母等への講座も行っています。
また、いのちが誕生する瞬間に立
ち会っている助産師だからこそ伝え
られるいのちの授業を、小学校・
中学校・高校で行っています。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●R2 「性に関する指導」世界でたっ
た一人のあなたへ 生まれてきてくれて
ありがとう、「子どもを生み育てることの
重要性について」、1/2成人式 生まれ
てきてくれてありがとう

乳,小,中,高,
女

全市

日本家事代行協会認定講師

整理収納2級
家事代行アドバイザー
エアコンクリーニング師

15年歯科衛生士で勤務、出産を
期に専業主婦として子育てを経
験、その後片付けの資格を習得
片付け整理収納
家事代行アドバイザーの資格を習
お掃除術
得、家事代行、ハウスクリーニン
ナチュラル洗剤の使い方
グ、整理収納を主とした事業を開
業、現在ととのえや代表として、新
潟市内を中心に活動中、認定講
師としても講座を展開中です。

●R1 家族団らん時間が増える！にこ
にこ家族のためのお掃除術

全て

小学校教諭免許
中学校教諭免許（美術）

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H29～R2 造形授業、回るＵＦＯ・
親子ＵＦＯ、図工授業、造形チャレン
ジ、えのぐって たのしいね、図画工作
小学校教諭(３６年間） 新潟市
の指導は難しい…のか？、チームでつく
こども創作活動館館長（平成２３
ろう未来都市、40周年記念「未来タ
～２５年度）。
親子、幼児・小学生を対象にした ワー」、造形バイキングor材料市場、生
新潟市教育相談センター、幼稚
造形活動
かす→こわす→そして活かす、紙容器
園・小学校等で、こどもの造形活
上記に関係する教諭・指導員対 から生まれた私の形、図工科指導法
動を指導。
象の研修会
こどもと造形表現
生涯学習課、幼稚園・小学校教
員やひまわりクラブ等の指導員研
修会で講師。

小,親

NPO法人 ハートフルコミュニケーショ
ン チーム新潟代表
櫻井コーチ＆コンサルティング みらい
サポート代表 ファイナンシャルプラン 2004年 ファイナンシャルプランナー
ナー（AFP）
資格取得
子どもの成長に伴うPTA活動（中
学校PTA会長等）
2011年 NPO法人 ハートフルコ
ミュニケーション 認定ハートフル
NPO法人 ハートフルコミュニケーショ コーチ資格取得
ン 認定ハートフルコーチ
2014年～県内外の小学校等で
NPO法人 日本FP協会 認定ファ 講師活動
イナンシャルプランナー（AFP）
2017年～地域のお茶の間主宰

小学校就学前健診時の保護者
プログラムを県内外で担当。1/2
成人式での『思春期との向き合い
方講座』を提案中。得意分野は
子どもの自己肯定感を伸ばす『親
子のコミュニケーション』 学んだそ
の日から実践できる具体的な関わ
り方が好評。地域のお茶の間に
は、市内外より年間500名の親子
が訪れる。

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。

全市

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

1945生まれ 1964年新潟高校卒
業 民間6社を経て1966年11月
裁判所に就職 1974年裁判所
書記官に昇任 以降新潟地・家
裁、東京家裁、東京高裁、最高
裁に勤務 2004年7月新潟家裁
家事首席書記官で裁判所を退
職 2007年7月フリーの法律講師
を開業し「不幸予防士渋井ちゃん
の新潟弁法律教室」を開設

中,西,蒲

●H29～ 入学前プログラム『育てよ
う！子どもの解決力』、入学準備子育
て講座『伸ばそう！子どもの力』
●R1 子育て中のお金の貯め方・使い
方

成,男,女

フリー法律講師「不幸予防士渋井
ちゃんの 新潟弁法律教室」主宰

全市

勤務した裁判所（地裁・家裁・高
裁・最高裁）と担当した事件（民
事・刑事・家事・少年）ともにグラ
ンドスラムを達成した“民間6社の
経験がある高卒ノンキャリア裁判
所書記官”の経験を生かして“些
細な法律的な知識がなかったばっ
かりに失敗する新潟のショを一人
でも減らす”こと！

全市

五,阿,胎

●H29 「愛する家族を守る目からウロ
コの法律知識あれこれ！」
●H30 「賢いジイジとバアバになるため
のルールと心のマナー！」
●R2 「学校では教えてくれない初め
ての法律」

高,青,成,齢,
障,男,女

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

ＮＳＧカレッジリーグ 事業推進部

論語指導士

元新潟会計ビジネス専門学校副
校長。簿記部の監督として全国
優勝を達成。教務部長と学ぶ心
を育てるための授業を学年集会
時に実施。それを現在は「生き方
の授業」と題して、中学生、高校
生、専門学校生、大学、ＰＴＡ
会、職業訓練校、病院、企業等
で講演を行う。また論語指導士の
認定を受け講演内で論語の紹介
も行っている。

「何のために勉強するの？」「何の
ために働くの？」「幸せとは」「感謝
とは」「使命とは」などを様々なエピ
ソードを紹介しながら、わかりやす
く、面白く、深く、をモットーに伝え
ています。中学、高校が中心で
あったが、専門学校、大学、ＰＴＡ
会、職業訓練校、病院、企業等
での活動も広がってきている。

●H29 「生徒のためのキャリア教育
フォーラム」、「創業意識育成促進事
業地元職業人講演会」、「マナー講演
会」、「進路意識啓発講演会」、「生き
方の授業」計県内外65回
●H30 「創業意識育成促進事業地
元職業人講演会」、「進路意識啓発
講演会」、「進路目標確立支援事業
講演会」、「生き方の授業」計県内外
69回
●R1 「キャリア啓発事業地元職業
人講演会」1回、「進路意識啓発講演
会」、「学習習慣形成支援講演会」、
「生き方の授業」計県内外65回
中,高,青,成,
親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

質問家 魔法の質問キッズインスト
ラクタートレーナー

魔法の質問キッズインストラクター

2012年から魔法の質問キッズイン
ストラクタートレーナーとして、小学
校や高校、PTA行事、専門学校
等で、出張授業を行う。
ゲームなどを交えて楽しく体験でき
る内容が好評。家庭や教育現場
ですぐに活用できるコミュニケーショ
ンについて講演・講座を行っていま
す。

〈質問家としての活動〉
コミュニケーション力講座。発問力
講座。朝活主催。
●R2 新・情報発信講座～コミュニ
魔法の質問を使った各種相談。 ティリーダーのためのSNS活用～
ホームページ：
http://www.minnamitene.com/
〈ITサポート〉
スマホ・タブレット相談（主に高齢
者向け）。SNS活用講座。
小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親,他

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

NPO法人子どものオンブズにいがた
副代表理事
1968年～ 県内小学校・中学校
の養護教諭
1997年～ 県保健体育課指導
主事
2001年～ 退職・性と命の出前
授業を展開
養護教諭、保健師、看護師、介護 2013年～ NPO法人子どものオ
ンブズ設立、子どもの相談業務を
福祉士
開始

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（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。

小中学校の養護教諭として勤
務。退職後、性と命の出前授業
を年間50校位実践。
2013年NPO法人を設立して、県
内の子どもたちの悩み（いじめ・不
登校・性など）に寄り添い元気に
生きていけるように支援をする活
動をしている。

●H29 赤ちゃん誕生（小学生）、性
情報について考えよう（中学生）
●H30 生命誕生（中学生）、命と性
のメッセージ（高校生）
●R1 大きくなる体と心（小学生）、エ
イズについて学ぼう（高校生）

小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

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

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。

●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

新潟大学教育学部卒業（昭33・
3）、小学校教諭・理科センター専
任所員・指導主事・教頭・学校
教育課長・校長（幼稚園園長）
（昭33・4～平7・3）、燕市教育長
（平7・4～18・3）、月潟地区老人
クラブ連合会会長（平23・4～27・
3)、新潟日報カルチャースクール・
メイワサンピア・マジック教室講師
（平成23・4～28・3）、南区マジッ
ク軍団の指導（平成28・4～

月潟小学校マジッククラブの指導・
新潟市南区マジック軍団の指導。
ボランティアとして、月平均5回以
上、マジックや腹話術で施設を訪
問。その他、幼稚園・保育園・小
学校の子育て支援の講演とマジッ
ク・腹話術を行ったり、高齢者対
象に祖父母学級や老人会、お茶
の間等で孫育てや健康寿命等を
テーマにして講演を行なったりして
いる。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H29 「人生を豊かにするヒント」講
演とマジック
●R1 「好奇心は心のおしゃれ」
●「老後の趣味今や生きがい」（新聞
記事）

全て

全市

三,加,燕,

助産師、新潟県助産師会会員
・ゆりかご学級での子育て講座担
県立中央病院附属高等看護学
当
院卒業
・母親学級での妊娠中での大切
新潟大学医療技術短期大学部
なこと注意点などの講座担当（陣
助産学専攻卒業
痛時の上手なのりきり方のポイン
白根健生病院就職
退職
国際ボンディング協会認定ベビーマッ
ト、生まれたあとの子育ての基本
開業（H10～）
サージ講師、日本タッチケア協会指
的な大切なこと）
導者認定講師

●H30 ゆりかご学級、子育て講座、
小学生の保護者向け子育て講座
●R1 ふれることの大切さの講座・実
践、ゆりかご学級
●R2 ゆりかご学級、ふれることの大
切さ講義と実践、小学生の保護者向
け子育て講座

乳,小,成

全市

新潟大学教職大学院 教授

●H30 障害者理解・合理的配慮
新潟大学教育学部教授、新潟
●R1 子そだて講座、明るい子そだ
大学講義、教員研修講師、家庭
大学キャンパスライフ支援センター
て
教育講師、スクールカウンセラー、
副センター長、新潟市スクールカウ
教育相談員
特別支援教育士ＳＶ、上級教育カ ンセラー
ウンセラー、ガイダンスカウンセラー、
特別支援学校専修免許状
乳,小,中,高,
障

全市

全て

全市

常時の茶の間寄りなせ「あいあい」代
表、ヘルプ下山事務局

看護師、小学校教諭

小学校講師10年間
主任児童委員11年間
東区自治協議会委員2期
中地区公民館運営審議委員2
期
下山地区コミュニティ協議会副会
長6年間
有楽三丁目自治会長2年間
保護司 平成13年から17年間

・子どもの問題について
・親子のかかわりについて
・手話のうた
・レクリエーション
・ボランティア活動について
・地域活動について

三,新,加,燕,
五,阿,胎

愛知学泉大学 教授
新潟県内の小学校教諭、新潟
市教育相談センター（指導主
事）、大滝小学校（教頭）、下越
教育事務所佐渡出張所（指導
主事）、県立教育センター（指導
主事）、川内小学校（校長）、新
ガイダンスカウンセラー
潟市教育委員会（指導主事）、
認定カウンセラー（日本学校教育相 新潟医療福祉大学（講師）を経
談学会）
て、現在に至る。

・子育て出前講座
・小中学生を対象とした学力と生
活習慣に関する講演
・保護者を対象とした子どもの話
を聴くことの大切さの講演やカウン
セリング実習
・成人を対象とした健康づくりのた
めの運動の必要性の講演
・幼児や小学生を対象とした縄跳
び指導
・子どもを対象とした動ける身体づ
くりを目指した運動指導

●H29 小学校での特別支援教育へ
の理解について
●R1 縄やボールを使って、器用に身
体を動かそう！

乳,小,中,男,
女,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

絵本講師、絵本楽語家
世代・年代を問わない人たち向け
の「絵本らいぶ」（絵本の読み聞か
せ）を10年間900回行っている
わが子に絵本を読めるようになるた
めの「絵本講座」の講師として父
母・祖父母・教職員・保育士・学
絵本講師・絵本セラピスト（民間資 生・ボランティアの皆さんにお話をし
ています
格）
専門学校非常勤講師

どんな場所でも、だれにでも、いつ
でもできる絵本の読み聞かせ絵本
●R2 こんなに楽しい絵本の世界、絵
らいぶ
本でつながる人と人、親子で絵本は楽
講座を受講したその日から誰でも
しい時間
絵本を読めるようになる「絵本講
座」講師として活動しています
従来の「絵本を読む人・話す人」
の枠にとらわれない独自の世界を
「絵本楽語家」として活動している

全て

教育アドバイザー、認定心理士、人
権擁護委員、民生児童委員、主
任児童委員、岩室地域児童館運
営委員長、巻地区公運審議長、
新潟県合気道連盟会長

教員免許状（小・中・高）、認定心
理士、社会教育主事、村松流尺
八師範、都山流尺八准師範、ラジ
オ体操上級指導員

小学校教諭・校長（最終勤務
校：新潟市立巻北小学校長）、
大畑少年センター所長（H21H25)、下越教育事務所社会教
育課長、県教育庁生涯学習推
進課副参事

●R1 子育て学習出前講座「抱きし
家庭教育の重要さや人権意識の
めて、離して、見守って、笑顔で」
醸成について講演。乳幼児や小
●R2 子育て学習出前講座「自分探
学生に「読み聞かせ活動」を実
しの旅」、邦楽出前授業
施。邦楽出前授業を小中学校で
実施し伝統文化の重要性につい
て啓発。

小,中,成,齢,
親

新潟市食育・花育センター長
新潟市アグリパーク教育ファームアド
新潟県公立学校教員（S56～
バイザー
S59ソウル日本人学校）、豊栄市
教育委員会派遣社会教育主
事、県教育庁生涯学習推進課
社会教育主事、県立生涯学習
推進センター副参事、国立教育
政策研究所社会教育実践研究
センター社会教育調査官、燕市
社会教育主事
教育委員会学校教育課長・主
幹、新潟市立青山小学校長、新
潟市アグリパーク教育ファーム園長

全市

燕,

●R1 「生涯学習社会における学校
教育と地域連携」・新潟県地域連携
「小学校経営」・「家庭教育」・
担当教員研修会、子どもたちの「生き
「学校・家庭・地域との連携」、
る力」をはぐくむ・新潟市子育て学習出
「生涯学習社会における学校教 前講座、「青少年の体験活動の意義
育・社会教育」・「青少年の体験 と実際」・社会教育主事講習
活動」

成

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

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。

●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、
・発達障がい児の子育てについて 共生セミナー ここから始める発達障が
の講演、トーク
いの理解 「発達障がい児 やたちゃん
・コミュニケーション講座
ともりした家の人びと」
・講談

小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

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

ファイナンシャルプランナー

昭和４９年新潟市生まれ。ＣＦＰ
ファイナンシャルプランナー、１級ＦＰ
技能士、保育士、幼稚園教諭、
住宅ローンアドバイザー、相続診
断士、新潟県金融広報アドバイ
ザー。
ＣＦＰファイナンシャルプランナー、１級 個人相談業務、執筆、講演活動
に従事。
ＦＰ技能士、保育士、幼稚園教
諭、住宅ローンアドバイザー、相続 最近では、保育士、幼稚園教諭
の資格を活かし小学校等での金
診断士
銭教育にも力を入れている。

●R2 「ラストステージは賢く、自分らし
く」～エンディングノートを活用した終活
金銭教育、おこづかいの与え方、
～、子どもに伝えたい金融教育、おこ
金銭トラブルについて、ライフプラン
づかいの話
ニング、終活（エンディングノート・
遺言・相続）

全市

思春期保健相談士、看護師、養
護教諭

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。

●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

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
国家資格キャリアコンサルタント、
務所WcareerOffice設立。現在
JCDA認定CDA（キャリアデベロップメ はキャリアカウンセリング(相談業
ントアドバイザー）、JIA認定音楽療 務)や組織活性化支援、企業・求
法インストラクター、JAAMP認定快 職者・学生・女性・婚活・シニア向
眠セラピスト、JAAMP認定メンタル けセミナーを行う。双子＋三女の
心理ヘルスカウンセラー、国際資格 育児にも奮闘中
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

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/

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●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～

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

子育てアドバイザー

・平成11年新潟市公民館保育
者登録。坂井輪地区公民館主
登録（現在活動中）
・親子遊び指導者として各サーク
ル公民館等で行う。平成19年子
育て応援隊249結成、地域子育
て支援活動、保育士資格取得。
平成26年BPプログラムファシリテー
保育士、BPプログラムファシリテー
ター、NPプログラムNPNCファシリテー ター。平成30年NPプログラム
NPNCファシリテーター。令和元年
ター
ひまわりクラブ支援員。保育園勤
務

お母さんたちのニーズに合わせ、親
子遊びの指導等、公民館、サーク
ル、保育園等で行う。公民館では
子育てアドバイザーとして双方必
要なテーマに合わせ講座を行う。
新潟市等委託にてBPプログラム
の開催、サークルにてNPプログラム
を行い子育て支援の活動を行う。
子ども、お母さん達が悩みを相談
できる仲間作り、子育ての仕方等
親子に寄り添う活動を行っていま
す。

●R2 乳児期家庭教育学級きらきら
学級（お友達になりましょう）、親子ふれ
あいニコニコ講座（子育て講座みんなで
子育て）、BPプログラム 赤ちゃんが来
た

乳,障

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

●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

保育士

幼稚園教諭、保育士資格

県立新潟女子短期大学幼児教
育学科を卒業後私立幼稚園に5
年間勤務。
その後公立保育園にて臨時職員
として1年、（任期付）臨時的任用
職員として2年働いた後、正規職
員として働いている。（4年目）

東,中,西

開業助産師
昭和55年京都市立看護短大卒
業。大学附属病院手術室勤務。
昭和57年新潟大学医療技術短
期大学部助産学専攻科修了。
白根健生病院、下越病院産婦
人科病棟勤務。平成2年開業届
助産師
を提出し、旧新津市、新潟市、
認定講師（日本タッチケア協会、国 亀田町など近隣市町村の産婦・
際ボンディング協会、わらべうたベビー 新生児訪問、母子事業（両親学
マッサージ協会）
級、検診事業など）に従事。

平成2年以降旧新津市や近隣市
町村で母子事業や産婦・新生児
訪問に従事。現在は子育て支援
センター数か所でベビータッチング、
マタニティスイミングで妊婦健診、
骨盤ケア教室、幼保小中学校で
「いのちの授業（思春期教室）」を
行っている。

●H29～R1 「大切なあなたのいのち
私のいのち」、「大切ないのちの講座」、
「ママと赤ちゃんのふれあいベビーマッ
サージ教室」

乳,小,中,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

元子育てなんでもDaijobu代表

BPファシリテーター

結婚を機に新潟市に住み、現在
は二児の母。自身の子育て中に
「Daijobu」の企画する講座を受講
し、運営主体が同じ子育て中のマ
マたちであることを知って加入。
H28年に代表を務める。

●R2 西蒲区特色ある区づくり事業
Daijobuで子育て中のママに対して
親子の絆づくりプログラム 赤ちゃんがき
講座を企画し運営する。＜例＞
た！
H28年度、乳児を持つママを対象
に保育付きの5回連続講座を開
催。キリン財団助成金事業。

親

中,南,西,蒲

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

小,中,高,青,
成,女,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

リトミック研究センター新潟第一支局
長

リトミック研究センター認定リトミック
指導資格ディプロマA
幼稚園教諭1種免許状

国立音楽大学音楽学部作曲学
科卒業
リトミック研究センター教員養成東
京校卒業
東京の幼稚園にて幼稚園教諭
リトミック研究センター新潟第一支
局長
新潟こども医療専門学校教員

リトミック研究センター支局長として
新潟市音楽文化会館、保育園、
子育て支援、小学校等で大人向
●R2 リトミック夏期講座
け、又乳幼児や児童向けのリト
ミック指導
新潟こども医療専門学校にて、リ
トミック、ピアノ等の学生指導
小学校や保育園の校歌、園歌等
の作曲
乳,小,成,齢,
障,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟青陵幼稚園園長 青陵大
学短期大学部幼児教育学科非常
勤講師

幼児期の教育のあり方
平成6年 新潟青陵幼稚園勤務 保育者の資質向上
平成14年 園長就任
家庭教育のあり方
絵本を読んで子どもが受ける影響

●R1 ぎゅ～と子育て 大切な子育て
～１・２・３歳おうごん期、主任スキル
アップ研修会
●R2 絵本研修会「絵本が育む想像
力」～見えないものを見る力を育む～

幼稚園教諭
保育士資格

乳,女,親

管理栄養士・公認スポーツ栄養士・
産業栄養指導者・健康運動指導 日本栄養士会・日本スポーツ栄
士・国際中医薬膳師
養学会会員
新潟市幼児期・児童期・思春期
家庭教育学級講師
専門学校非常勤講師
アレルギー大学講師
スポーツ栄養指導・中高等学校
管理栄養士・公認スポーツ栄養士・ 出張授業
産業栄養指導者・健康運動指導 講演（市民・企業・学校等）
料理教室（成人・男性・子ども
士・国際中医薬膳師
等）

乳幼児の離乳食から高齢者の介
護予防まで栄養や健康に関する
こと、スポーツ栄養、食物アレル
ギー、薬膳、特定保健指導、また
中高生の出張授業や、大人・子
ども・男性の料理教室など。誰も
が美味しく楽しく元気に暮らせるよ
うに、栄養の何でも屋さんです。

社会教育主事

大学卒業後、民間企業に勤務。
結婚を機に新潟市に住む。子育
てをしながら、子育てサークルの活
動に関わり「女性学」と出会う。新
潟市の家庭教育支援者養成事
業を修了し、公民館などで企画
運営に関わり、講師もつとめる。
NPO法人に10年間籍を置き事務
局長として運営に関わり、現在に
至る。

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●R1 健康セミナー 夏こそバテずに元
気！！、知って安心 幼児食、幼児
食を楽しむ４つのトビラ、幼児食 お手
軽クッキング、かんたんお昼ごはん
●R2 免疫力アップで健康長寿

全て

公益財団法人 新潟県女性財団
専門員

全市

全市

人権、男女共同参画の視点か
ら、子育てなどの家庭教育につい
て考える。また、夫婦など、パート ●R1 ゆりかご学級、子育て学習出
ナー同士で子育てすることについ 前講座、家庭教育講座
て、これからの女性、男性などの
生き方について、講義中心ではな
く、得意とするファシリテーションスキ
ルを使ってワークショップ形式で進
めていく。

成,男,女

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

子育て施設非常勤職員、上所地
区主任児童委員

幼稚園教諭一種免許、子育て支
援士二種、おもちゃインストラクター

元浜松市公立幼稚園教諭、元
新潟まるみ幼稚園教諭
鳥屋野公民館で親子ふれあい遊
びの指導
東区わいわいひろば非常勤職員
上所地区主任児童委員

●H27～R2 小学校工作クラブの指
0歳児～未就園児親子のふれあ
導
い遊びの指導
絵本の読み聞かせ
パネルシアター、エプロンシアター

乳,小

全市

保育士

保育士
幼稚園教諭2級
リトミック指導者資格ディプロマA
NPプログラムファシリテーター

乳幼児の親子を対象とした親子
遊び、運動遊び、絵本の読み聞
保育士として30年以上勤務。
かせ。
親子遊びの指導、リトミック指導、 子ども(親子)のためのリトミック指
NPプログラムのファシリテートを行 導。
う。
１歳児以上の乳幼児の母親を対
象としたNPプログラムのファシリテー
ター。

●R1 幼児期家庭教育学級「体を動
かすってこんなに楽しい♪」、「おとうさん
といっしょ！パパといっしょにあそぼう
♪」、「妻が育休後職場復帰します」

乳,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

開業助産師

助産師・看護師

開業助産師

助産師、受胎調節実地指導員、
日本マタニティフィットネス協会認定：
マタニティビクス、マタニティヨガ、ベビー
ビクス、ベビーヨガ、（産後のママのた
めの）アフタービクス、ママフィット、ママ
ヨガ、ママヨガwithベビーヨガ、ベビーマ
マアクア、一般社団法人日本コン
ディショニング協会認定：プロフェッショ
ナルコンディショニングインストラクター

平成6年新潟大学医療技術短
期大学部助産学専攻科卒業。
平成6年より新潟市民病院11年
勤務。平成17年より開業助産師
として、新生児訪問事業、市内
安産教室等を担当。平成25～
27年新潟大学医学部保健学科
看護学教員代替勤務。平成29
年新潟大学大学院保健学研究
科看護学分野卒業。現在は、母
子保健相談員(イオン新潟南
店）、新潟医療技術専門学校で
勤務しながら、開業助産師として
活動している。

助産師免許取得後、神奈川県
内の大学附属病院に勤務。結婚
を機に新潟市に転居し、市内の
総合病院に勤務。H7年に開業。
新生児訪問、安産教室、電話相
談、育児相談、支援センターでの
講座、命の出前講座（保育園～
高校）、お孫育て講座、ゆりかご
学級等の講師に携わる一方、日
本マタニティフィットネス協会認定イ
ンストラクターとして、妊産婦、乳
幼児、産後のママへのエクササイズ
指導を行っている。

NPO法人 ハートフルコミュニケーショ
ン チーム新潟代表
櫻井コーチ＆コンサルティング みらい
サポート代表 ファイナンシャルプラン 2004年 ファイナンシャルプランナー
ナー（AFP）
資格取得
子どもの成長に伴うPTA活動（中
学校PTA会長等）
2011年 NPO法人 ハートフルコ
ミュニケーション 認定ハートフル
NPO法人 ハートフルコミュニケーショ コーチ資格取得
ン 認定ハートフルコーチ
2014年～県内外の小学校等で
NPO法人 日本FP協会 認定ファ 講師活動
イナンシャルプランナー（AFP）
2017年～地域のお茶の間主宰

妊娠、出産、育児に関わる活動
（新生児訪問、育児相談、母乳
ケア等）を行っています。生まれてく
るいのちを家族で温かく迎え入れ
ることができるように、妊婦・夫・祖
父母等への講座も行っています。
また、いのちが誕生する瞬間に立
ち会っている助産師だからこそ伝え
られるいのちの授業を、小学校・
中学校・高校で行っています。

●R2 「性に関する指導」世界でたっ
た一人のあなたへ 生まれてきてくれて
ありがとう、「子どもを生み育てることの
重要性について」、1/2成人式 生まれ
てきてくれてありがとう

乳,小,中,高,
女

助産師として：妊産褥婦、新生
児・乳幼児の保健指導、思春期
教室（命の講座・性教育）、受胎
調節、沐浴・授乳指導、育児全
般
孫育て世代への指導や相談
インストラクター：ベビーマッサージ、
乳幼児のエクササイズ、マタニティ
～産後のママのエクササイズ、子ど
もから高齢者に至るまでのエクササ
イズ（ヨガ（ベビーヨガ、ママヨガ、親
子ヨガ、マタニティヨガ）、エアロビク
ス、親子リズムダンス等）
・場所：保育園、支援センター、市
の体育館、地域の子育てサーク
ル、産婦人科クリニック内のホー
ル、公民館

小学校就学前健診時の保護者
プログラムを県内外で担当。1/2
成人式での『思春期との向き合い
方講座』を提案中。得意分野は
子どもの自己肯定感を伸ばす『親
子のコミュニケーション』 学んだそ
の日から実践できる具体的な関わ
り方が好評。地域のお茶の間に
は、市内外より年間500名の親子
が訪れる。

●～現在 産後ママヨガ、親子ヨガ、マ
マヨガ、ベビーヨガ、命の出前講座

乳,小,中,高,
青,成,齢,女,
親

社会福祉士

全市

●H29～ 入学前プログラム『育てよ
う！子どもの解決力』、入学準備子育
て講座『伸ばそう！子どもの力』
●R1 子育て中のお金の貯め方・使い
方

成,男,女

新潟医療福祉大学 健康科学部
健康スポーツ学科 准教授

全市

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟県幼児期からの運動習慣
アップ支援事業（アドバイザー）
2018～現在
村上市「幼児の体力向上事業」
●R1 楽しさが先導する体の動きづくり
（アドバイザー）2017～現在
乳幼児期の発育発達、こころとか （親子、保育者対象）
新発田市「小中学生へのパラリン らだ、身体教育
ピック教育事業」（アドバイザー）
2019～現在
新潟県教育庁教育委員会オリン
ピック・パラリンピック推進委員会委
員長2019～現在
乳,小,男,女,
親

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

スポーツインストラクター

●R1 ボディケア&リズムエクササイズ、
0から5歳までの親子を対象とした 親子運動遊び、キッズ運動遊び
2011年から現在まで、横越総合
運動遊び。大人を対象としたリズ
体育館に勤務。
ムエクササイズ。
JAFA エアロビクスインストラクター
OKJエアロビックファミリー認定インスト
ラクター

乳,成,齢,親

全市

阿

NPO法人子どものオンブズにいがた
副代表理事
1968年～ 県内小学校・中学校
の養護教諭
1997年～ 県保健体育課指導
主事
2001年～ 退職・性と命の出前
授業を展開
養護教諭、保健師、看護師、介護 2013年～ NPO法人子どものオ
ンブズ設立、子どもの相談業務を
福祉士
開始

小中学校の養護教諭として勤
務。退職後、性と命の出前授業
を年間50校位実践。
2013年NPO法人を設立して、県
内の子どもたちの悩み（いじめ・不
登校・性など）に寄り添い元気に
生きていけるように支援をする活
動をしている。

●H29 赤ちゃん誕生（小学生）、性
情報について考えよう（中学生）
●H30 生命誕生（中学生）、命と性
のメッセージ（高校生）
●R1 大きくなる体と心（小学生）、エ
イズについて学ぼう（高校生）

小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

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。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●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

東,中,江,秋,
三,加,燕,阿,
南,西,蒲

助産師、新潟県助産師会会員
・ゆりかご学級での子育て講座担
県立中央病院附属高等看護学
当
院卒業
・母親学級での妊娠中での大切
新潟大学医療技術短期大学部
なこと注意点などの講座担当（陣
助産学専攻卒業
痛時の上手なのりきり方のポイン
白根健生病院就職
退職
国際ボンディング協会認定ベビーマッ
ト、生まれたあとの子育ての基本
開業（H10～）
サージ講師、日本タッチケア協会指
的な大切なこと）
導者認定講師

●H30 ゆりかご学級、子育て講座、
小学生の保護者向け子育て講座
●R1 ふれることの大切さの講座・実
践、ゆりかご学級
●R2 ゆりかご学級、ふれることの大
切さ講義と実践、小学生の保護者向
け子育て講座

乳,小,成

リトミック研究センター ディプロマA認
定講師
相模原市出身。結婚を機に新潟
に移り、子育て中にリトミックと出
会う。リトミック研究センター教員
養成校にてディプロマA資格取
得。現在は、自宅や子育て支援
リトミック研究センター認定ディプロマ センター、児童館での指導の他、
A取得講師
指導者養成の講師も務めてい
1歳児リトミック指導資格
る。また、音楽ユニットコモド・マム
幼稚園保育園リトミック1級指導資 を結成し、リトミックを用いた参加
格
型音楽会も開催している。
母親セミナー指導資格 ベビーサロ
ンPua認定ベビーマッサージ初級

全市

リトミック研究センターでリトミックを
学び、0歳から中学生と、成人の
方へのリトミック指導を行う。童
●H29 たのしいリトミック
歌、自作の歌を用いたタッチケア、 ●H30 育児と育自とリトミック
絵本や手袋、パネルシアターを用 ●R1 コモド・マムの小さな音楽会
いたリトミックで、こども達の興味を
惹く内容を心掛けている。モンテッ
ソーリ教育に基づいたクラフト製作
も取り入れ、親子の触れ合いを大
切にしている。
乳,小,齢,親

全市

三,新,加,燕,
阿,

新潟大学教職大学院 教授

●H30 障害者理解・合理的配慮
新潟大学教育学部教授、新潟
●R1 子そだて講座、明るい子そだ
大学講義、教員研修講師、家庭
大学キャンパスライフ支援センター
て
教育講師、スクールカウンセラー、
副センター長、新潟市スクールカウ
教育相談員
特別支援教育士ＳＶ、上級教育カ ンセラー
ウンセラー、ガイダンスカウンセラー、
特別支援学校専修免許状
乳,小,中,高,
障

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

親子のつながりを広げるための育
児支援活動として子育てサロンや
育児サークルを運営し、子育て講
座や交流会を開催している。新潟
市低出生体重児と親の会「プチト
保健師、看護師、アタッチメントベ
マトクラブ」及び、新潟市中央区
ビーマッサージ・キッズマッサージ・ベ
ビージムインストラクター、食育インス 特色ある区づくり事業「妊カフェ・
トラクター、妊産婦食アドバイザー、 育カフェ」の運営を担当している。
新潟市食育マスター

・母乳育児、アタッチメント、食育
に関する講座や育児相談
とりわけ離乳食講座、乳幼児の
成長評価と栄養指導
・乳幼児のお世話全般についての
講座
ベビーマッサージ・赤ちゃん体操と
発達指導、乳幼児の事故や病気
の予防
・妊婦や母親の仲間作り、父親や
祖父母の育児参加の促進

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●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

一般社団法人子育て交流ぽーと
tete代表理事

全市

全市

三,新,燕,五,
阿,

●H29 子育て支援センター「マタニティ
プログラム」
●H30 乳幼児ふれあい体験授業
●R1 総合的な探究の時間「新潟
市の子育て」

乳,成,女,親

全市

絵本講師、絵本楽語家
世代・年代を問わない人たち向け
の「絵本らいぶ」（絵本の読み聞か
せ）を10年間900回行っている
わが子に絵本を読めるようになるた
めの「絵本講座」の講師として父
母・祖父母・教職員・保育士・学
絵本講師・絵本セラピスト（民間資 生・ボランティアの皆さんにお話をし
ています
格）
専門学校非常勤講師

どんな場所でも、だれにでも、いつ
でもできる絵本の読み聞かせ絵本
●R2 こんなに楽しい絵本の世界、絵
らいぶ
本でつながる人と人、親子で絵本は楽
講座を受講したその日から誰でも
しい時間
絵本を読めるようになる「絵本講
座」講師として活動しています
従来の「絵本を読む人・話す人」
の枠にとらわれない独自の世界を
「絵本楽語家」として活動している

全て

キッズ虫歯予防アドバイザー

キッズ虫歯予防アドバイザー
トリートメントコーディネーター

当時1歳だった息子を、母親であ
る私の知識の無さから虫歯にして
しまった経験から、夫の歯科医院
で子ども虫歯予防について学び、
3年ほど前から、院内外で、お子さ
んの虫歯予防についてのお話をさ
せていただいています。

妊婦さんを対象としたイベントに
て、お子さんの虫歯予防のお話会 ●H29～R1 お子さんの虫歯予防のお
を2回開催
話会
乳児を持つママ向けに虫歯予防
のお話会を2回開催
公民館にて、虫歯予防のお話会
を2回開催

乳

東,中,西,蒲

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

子育てアドバイザー

・平成11年新潟市公民館保育
者登録。坂井輪地区公民館主
登録（現在活動中）
・親子遊び指導者として各サーク
ル公民館等で行う。平成19年子
育て応援隊249結成、地域子育
て支援活動、保育士資格取得。
平成26年BPプログラムファシリテー
保育士、BPプログラムファシリテー
ター、NPプログラムNPNCファシリテー ター。平成30年NPプログラム
NPNCファシリテーター。令和元年
ター
ひまわりクラブ支援員。保育園勤
務

お母さんたちのニーズに合わせ、親
子遊びの指導等、公民館、サーク
ル、保育園等で行う。公民館では
子育てアドバイザーとして双方必
要なテーマに合わせ講座を行う。
新潟市等委託にてBPプログラム
の開催、サークルにてNPプログラム
を行い子育て支援の活動を行う。
子ども、お母さん達が悩みを相談
できる仲間作り、子育ての仕方等
親子に寄り添う活動を行っていま
す。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●R2 乳児期家庭教育学級きらきら
学級（お友達になりましょう）、親子ふれ
あいニコニコ講座（子育て講座みんなで
子育て）、BPプログラム 赤ちゃんが来
た

乳,障

全市

保育士

幼稚園教諭、保育士資格

県立新潟女子短期大学幼児教
育学科を卒業後私立幼稚園に5
年間勤務。
その後公立保育園にて臨時職員
として1年、（任期付）臨時的任用
職員として2年働いた後、正規職
員として働いている。（4年目）

東,中,西

スクラップブッキング講師

自宅と公民館でスクラップブッキン ●H29～30 親子でスクラップブッキン
グの講師活動。家庭教育学級の グ
2007年インストラクターの資格を取 企画経験から、市内公民館の
得
乳・幼児期家庭教育学級や一般
向け、高齢者向けの講座の依頼
㈱サクラクレパス事業部メモラビリアー
あり。
ト講師
小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

前・新潟市立大野小学校長

新潟大学教育学部（理科専攻）
卒業後、新潟県公立小学校の
教諭、教頭・校長（管理職20年
間）として勤務。新潟市立大野小
学校長として、平成29年3月定年
退職。黒埼地区校長会長（小・
中）、新潟市小研理事「理科・図
工・保健」、下越美研理事、全国
小学校教諭専修免許状
教育美術展地区審査員、県ジュ
中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科） ニア展委員、理科センター兼任所
員、県地学教育研、教材生物研
等、経験有。

教職8年目、巻北小学校在職
時、全国レベルの教育論文に応
募し入賞。『池上式図工指導法
①絵画指導』『同 ②彩色指導』
（単著）及び、理科、音楽、学校
行事（共著）等が書籍化・全国出
版。※可能な講演→「描画で子
どもが自信を持つ」「弥彦山・角田
山東縁部丘陵の地質」「地域活
性化の一翼を担う学校づくり」「子
どものこころ～子どもは変わる～」
等

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。

森林インストラクター

玉川大学農学部昆虫学・生態
学専攻卒業。旧農林省農業技
術研究所、東大医科学研究所
にて害虫、寄生虫を研究。（アル
バイト、助手）務め、石川茂雄図
鑑刊行委員会事務局で種子図
鑑の刊行と販売を担う。
森林インストラクターとなり、新潟
県立自然科学館を始め市内外の
小学校、公民館の自然体験活
動をサポートしている。

全市

燕,

●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

森林インストラクター

三,新,加,燕,
阿,

●H29 子育て学習出前講座『家庭
教育の大切さ』～「子どものこころ」につ
いて～学校でのエピソード：◎「せんせ
い、いままで生きてきて、こんなにほめら
れたことがなかった。」等
●H30 子育て学習出前講座『同上』
◎共感・待つこころ！→「ほっとするとこ
ろ」「児童画にあらわれる子どもの気持
ちと感性！」「クイズ」等
●R1 子育て学習出前講座『同上』
◎５つのエピソード：「感動！子どもは
変わる！」「子どもを勉強嫌いにしない
ための秘訣！」「クイズ」等
小,成,他

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）

全市

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

植物、昆虫、鳥類、野生動物の
専門的な知識を基に、身近な生
●R1 大沢公園デイキャンプ
き物の生態系について、自然に親
●R2 自然体験教室、親子で楽しむ
しむネイチャーゲームやプロジェクト
昆虫採集
ワイルド等の自然教育プログラムを
取り入れた、解りやすく楽しい自然
体験活動を指導している。また、
野外活動における安全とマナー、
ルールの指導と実施を行っている。
小,成,齢,障,
親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

開業助産師
昭和55年京都市立看護短大卒
業。大学附属病院手術室勤務。
昭和57年新潟大学医療技術短
期大学部助産学専攻科修了。
白根健生病院、下越病院産婦
人科病棟勤務。平成2年開業届
助産師
を提出し、旧新津市、新潟市、
認定講師（日本タッチケア協会、国 亀田町など近隣市町村の産婦・
際ボンディング協会、わらべうたベビー 新生児訪問、母子事業（両親学
マッサージ協会）
級、検診事業など）に従事。

平成2年以降旧新津市や近隣市
町村で母子事業や産婦・新生児
訪問に従事。現在は子育て支援
センター数か所でベビータッチング、
マタニティスイミングで妊婦健診、
骨盤ケア教室、幼保小中学校で
「いのちの授業（思春期教室）」を
行っている。

●H29～R1 「大切なあなたのいのち
私のいのち」、「大切ないのちの講座」、
「ママと赤ちゃんのふれあいベビーマッ
サージ教室」

乳,小,中,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

非常勤講師

養護教諭
草月流華道師範

県内小・中・特別支援学校養護
教諭33年
新潟市教育相談センター訪問教
育相談員8年
東京福祉大学・姫路大学・にい
がたこども医療専門学校非常勤
講師8年

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

養護教諭経験から保健室の特性
を生かした健康教育・性教育分
野での講演が主である。
●R1 「子どもと話せていますか？性の
新潟市教育相談センターでは、
話」、「子どもの世界をのぞいてみよう」
全国に先駆けて不登校児童生
●R2 「入園前に心配なこと」
徒の家庭訪問の制度を確立して
いる。学校に行きたくてもいけない
子どもたちに寄り添い、気持ちを
受け止め、自分らしく生きる力を
育てることを目的として活動してい
た。
乳,小,中,障

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

ライフアドバイザー（子育て・進路・結
婚）

ホテル、文部科学省（国立大
学）、ＵＳＡ大学留学、専門学校
企画・教師、医療・社会福祉法
人企画、プロサッカークラブ講演
会、スポーツ系専門学校講師（ス
ポーツビジネス、地域活性化）、進
路支援センタ―専任講師、新潟
生涯学習インストラクター1級、ビジ 県出会いサポート事業アドバイ
ネスマナー検定2級、TOEIC Bレベル ザー、若者自立支援活動、県立
高等学校ＰＴＡ会長

小中高大における進路指導アド
バイス（就職・進学）、面接指導、
小論文指導、子育て支援プログラ
●H29 農家の次世代育成
ム企画運営、国際交流プログラム
企画運営、スポーツビジネス企画
指導、ＣＳＲ促進ノウハウ、コミュニ
ケーション向上セミナー、婚活セミ
ナー、親子遊び（父親と子ども）、
若者自立支援セミナー開催。

全て

全市

元小学校長
平成２６年３月小学校長を定年
退職。その後、３年間、新潟市特
別支援教育サポートセンターに非
常勤の指導主事として勤務。平
成２９年４月より１年間、新潟市
中央区健康福祉課こども支援係
家庭児童相談員として勤務。

・家庭で子どもたちに自己肯定感
や自己有用感をもたせるための工
夫についての話
・小学生が学校でどのように過ごし
ているかについての話
・特別支援教育の基礎についての
話
・発達に課題のある幼児や小学
生への接し方の話

●H30 児童期家庭教育学級 1回
目「子どものサイン」2回目「子どもの凹
凸」、自分らしく輝く子どもを育てる
●H30～R1 就学時家庭教育講座
子どもが安心して学校生活を送るには

成,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

管理栄養士・公認スポーツ栄養士・
産業栄養指導者・健康運動指導 日本栄養士会・日本スポーツ栄
士・国際中医薬膳師
養学会会員
新潟市幼児期・児童期・思春期
家庭教育学級講師
専門学校非常勤講師
アレルギー大学講師
スポーツ栄養指導・中高等学校
管理栄養士・公認スポーツ栄養士・ 出張授業
産業栄養指導者・健康運動指導 講演（市民・企業・学校等）
料理教室（成人・男性・子ども
士・国際中医薬膳師
等）

乳幼児の離乳食から高齢者の介
護予防まで栄養や健康に関する
こと、スポーツ栄養、食物アレル
ギー、薬膳、特定保健指導、また
中高生の出張授業や、大人・子
ども・男性の料理教室など。誰も
が美味しく楽しく元気に暮らせるよ
うに、栄養の何でも屋さんです。

●R1 健康セミナー 夏こそバテずに元
気！！、知って安心 幼児食、幼児
食を楽しむ４つのトビラ、幼児食 お手
軽クッキング、かんたんお昼ごはん
●R2 免疫力アップで健康長寿

全て

全市

農業、巻北小学校・巻西中学校の
学校評議員
・昭和41年3月新潟大学教育学
部卒業
・昭和41年4月～小・中学校教
諭
・平成3年4月～黒川中学校長、
新潟市教育委員会管理主事、
燕東小学校長、巻北小学校長
・平成16年4月～新潟大学客員
教授

・小学校、中学校の学校教育の ●お子さんが新一年生として楽しく充
在り方について
実した学校生活を過ごすために
・小学生、中学生の家庭教育の ●中一ギャップについて
在り方について
・不登校児童、生徒の実際とその
解決方法について

小,中,成,親

公益財団法人 新潟県女性財団
専門員

社会教育主事

大学卒業後、民間企業に勤務。
結婚を機に新潟市に住む。子育
てをしながら、子育てサークルの活
動に関わり「女性学」と出会う。新
潟市の家庭教育支援者養成事
業を修了し、公民館などで企画
運営に関わり、講師もつとめる。
NPO法人に10年間籍を置き事務
局長として運営に関わり、現在に
至る。

三,燕,

人権、男女共同参画の視点か
ら、子育てなどの家庭教育につい
て考える。また、夫婦など、パート ●R1 ゆりかご学級、子育て学習出
ナー同士で子育てすることについ 前講座、家庭教育講座
て、これからの女性、男性などの
生き方について、講義中心ではな
く、得意とするファシリテーションスキ
ルを使ってワークショップ形式で進
めていく。

成,男,女

新潟県学校生活協同組合本部顧
問、公益財団法人新潟教育会教
育研究所教育アドバイザー、新発
38年間公立中学校教員、教頭と
田市教育委員会教育長
して5年間、校長職として11年間
勤務。新発田市立本丸中学校
長で退職(2014･3)。文部科学省
喫煙・飲酒・薬物乱用防止資料
編集委員、新潟市教育委員会
総括指導主事、全日本中学校
長会専門部幹事、新潟県中学
小中高教員免許
校長会常任理事、新潟県下越
地区中学校体育連盟会長

全市

国立大学法人神戸大学大学院
人間発達環境学研究科研究
員、JKYB全国ライフスキル教育
研究会会員・生涯学習センター
講師（新潟市）・新潟教育研究
所教育アドバイザー・新発田市、
村上市いじめ防止対策委員・一
般社団法人Ｊ-CAPTA役員理
事・村上市市民センター運営審
議委員長

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H30 五泉市全教職員人権研修
会
●R1 長岡市教育センター研修講座
「いじめ問題にどう向き合うか」
●R2 いじめ見逃しゼロ県民運動県
民講座「子どもは未来の宝物」佐渡

小,中,成,障,
男,女,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

子育て施設非常勤職員、上所地
区主任児童委員

幼稚園教諭一種免許、子育て支
援士二種、おもちゃインストラクター

元浜松市公立幼稚園教諭、元
新潟まるみ幼稚園教諭
鳥屋野公民館で親子ふれあい遊
びの指導
東区わいわいひろば非常勤職員
上所地区主任児童委員

●H27～R2 小学校工作クラブの指
0歳児～未就園児親子のふれあ
導
い遊びの指導
絵本の読み聞かせ
パネルシアター、エプロンシアター

乳,小

全市

音楽療法士（日本音楽療法学会・
認定音楽療法士）、新潟県音楽療 ・新潟大学教育学部音楽科（ピ 音楽療法を活用した放課後支援 ●H29～R2 「ミュージックセラピーを活
法士協会会長、MUSIC ROOM
アノ専攻）卒業。
活動。世代間交流活動。音楽療 用した放課後支援活動・世代間交流
GOTO代表
・公立中学校・高等学校で音楽 法を活用した不登校・ひきこもりの 活動」
教員として38年間勤務－新潟県 人のための個人セッション及びグ ●R1～R2 新潟市西蒲区「いきい
立小出養護学校長で定年退職 ループセッション。高齢者の介護予 きお達者プロジェクト、専門職訪問介
－最後11年間は特別支援学校 防・認知症対象の音楽療法－個 護予防事業」講師：地域の茶の間音
管理職として勤務。
人セッション・グループセッション。0 楽療法
日本音楽療法学会認定音楽療法 ・教員退職後、聖徳大学音楽療 ～3才母子愛着関係を築く音楽 ●R2～R3 新潟市西蒲区特色ある
法コースに入学・卒業。・新潟市 療法。就学前の養育について－ 区づくり事業「ふれあい、支えあう子育
士
教員免許状（小2、中1音、高1音、 教育委員会西蒲区教育事務所 保護者・保育者対象の講話。老 て支援」講師：「ミュージックセラピー」
指導主事として5年間勤務。・
人クラブ連合会における「ミュージッ
養学2）
H25.4自宅にMUSIC ROOM
クセラピー歌の花束コンサート」講
GOTOを開設－音楽療法活動 師－講話と演奏等。
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

開業助産師

助産師・看護師

平成6年新潟大学医療技術短
期大学部助産学専攻科卒業。
平成6年より新潟市民病院11年
勤務。平成17年より開業助産師
として、新生児訪問事業、市内
安産教室等を担当。平成25～
27年新潟大学医学部保健学科
看護学教員代替勤務。平成29
年新潟大学大学院保健学研究
科看護学分野卒業。現在は、母
子保健相談員(イオン新潟南
店）、新潟医療技術専門学校で
勤務しながら、開業助産師として
活動している。

妊娠、出産、育児に関わる活動
（新生児訪問、育児相談、母乳
ケア等）を行っています。生まれてく
るいのちを家族で温かく迎え入れ
ることができるように、妊婦・夫・祖
父母等への講座も行っています。
また、いのちが誕生する瞬間に立
ち会っている助産師だからこそ伝え
られるいのちの授業を、小学校・
中学校・高校で行っています。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●R2 「性に関する指導」世界でたっ
た一人のあなたへ 生まれてきてくれて
ありがとう、「子どもを生み育てることの
重要性について」、1/2成人式 生まれ
てきてくれてありがとう

乳,小,中,高,
女

全市

僧侶 曹洞宗 玉泉寺住職
駒沢大学卒業
永平寺にて修行
令和2年より玉泉寺住職
NEXT21朝粥坐禅会講師
その他
UXテレビ生放送番組出演
NHK「おはよう日本」での坐禅会
紹介で生放送出演

●H29 自分をみつめる坐禅体験、坐
いつでも、どこでも、だれでもできる 禅体験～心と身体を調え自分を見つ
「坐禅」を多くの人に届ける、をモッ め直して見ませんか～
トーに、お寺以外の場所でも「やさ
しい坐禅会」を開催しています。

全て

小学校教諭免許
中学校教諭免許（美術）

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H29～R2 造形授業、回るＵＦＯ・
親子ＵＦＯ、図工授業、造形チャレン
ジ、えのぐって たのしいね、図画工作
小学校教諭(３６年間） 新潟市
の指導は難しい…のか？、チームでつく
こども創作活動館館長（平成２３
ろう未来都市、40周年記念「未来タ
～２５年度）。
親子、幼児・小学生を対象にした ワー」、造形バイキングor材料市場、生
新潟市教育相談センター、幼稚
造形活動
かす→こわす→そして活かす、紙容器
園・小学校等で、こどもの造形活
上記に関係する教諭・指導員対 から生まれた私の形、図工科指導法
動を指導。
象の研修会
こどもと造形表現
生涯学習課、幼稚園・小学校教
員やひまわりクラブ等の指導員研
修会で講師。

小,親

中,西,蒲

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

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。

博士（理学）
2級ビオトープ管理士（施工）

●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

論語指導士

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●R1 親子昆虫かんさつ会、まちキャ
北海道大学大学院で昆虫の研
ンこども大学「昆虫採集に夢中！」、
究で博士号取得。博士（理学）。 観察会や環境教育イベント、講
昆虫標本作り
2018年に昆虫はかせネットワーク 演や総合学習の支援、昆虫の調
を設立。昆虫少年少女の育成の 査・研究の相談など。
ため、観察会などを開催。

小,中,高,青,
成,齢,親

ＮＳＧカレッジリーグ 事業推進部

北,東,中,江,
秋,南,西

元新潟会計ビジネス専門学校副
校長。簿記部の監督として全国
優勝を達成。教務部長と学ぶ心
を育てるための授業を学年集会
時に実施。それを現在は「生き方
の授業」と題して、中学生、高校
生、専門学校生、大学、ＰＴＡ
会、職業訓練校、病院、企業等
で講演を行う。また論語指導士の
認定を受け講演内で論語の紹介
も行っている。

「何のために勉強するの？」「何の
ために働くの？」「幸せとは」「感謝
とは」「使命とは」などを様々なエピ
ソードを紹介しながら、わかりやす
く、面白く、深く、をモットーに伝え
ています。中学、高校が中心で
あったが、専門学校、大学、ＰＴＡ
会、職業訓練校、病院、企業等
での活動も広がってきている。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H29 「生徒のためのキャリア教育
フォーラム」、「創業意識育成促進事
業地元職業人講演会」、「マナー講演
会」、「進路意識啓発講演会」、「生き
方の授業」計県内外65回
●H30 「創業意識育成促進事業地
元職業人講演会」、「進路意識啓発
講演会」、「進路目標確立支援事業
講演会」、「生き方の授業」計県内外
69回
●R1 「キャリア啓発事業地元職業
人講演会」1回、「進路意識啓発講演
会」、「学習習慣形成支援講演会」、
「生き方の授業」計県内外65回
中,高,青,成,
親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

質問家 魔法の質問キッズインスト
ラクタートレーナー

魔法の質問キッズインストラクター

2012年から魔法の質問キッズイン
ストラクタートレーナーとして、小学
校や高校、PTA行事、専門学校
等で、出張授業を行う。
ゲームなどを交えて楽しく体験でき
る内容が好評。家庭や教育現場
ですぐに活用できるコミュニケーショ
ンについて講演・講座を行っていま
す。

〈質問家としての活動〉
コミュニケーション力講座。発問力
講座。朝活主催。
●R2 新・情報発信講座～コミュニ
魔法の質問を使った各種相談。 ティリーダーのためのSNS活用～
ホームページ：
http://www.minnamitene.com/
〈ITサポート〉
スマホ・タブレット相談（主に高齢
者向け）。SNS活用講座。
小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親,他

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

農家
東京農大を卒業し、東京でのサラ
リーマンを経験後、妻とともにUター
ン就農。３児の父。子どもの頃に
食べたものの味・感動した体験
は、決して忘れない…。という想い 菌ちゃん元気野菜づくり、農業の
で、農業経営をしている。Akiha森 良さを伝える活動
のようちえんを運営するNPOアキハ
新潟県指導農業士、菌ちゃん元気 ロハス理事、菌ちゃん元気野菜づ
野菜づくりアドバイザー
くりを広める、NPOにいがた農えん
隊理事長。

●R1 人生に農のある暮らしを、大学
生だった自分へのメッセージ

小,中,高,青,
親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

NPO法人子どものオンブズにいがた
副代表理事
1968年～ 県内小学校・中学校
の養護教諭
1997年～ 県保健体育課指導
主事
2001年～ 退職・性と命の出前
授業を展開
養護教諭、保健師、看護師、介護 2013年～ NPO法人子どものオ
ンブズ設立、子どもの相談業務を
福祉士
開始

小中学校の養護教諭として勤
務。退職後、性と命の出前授業
を年間50校位実践。
2013年NPO法人を設立して、県
内の子どもたちの悩み（いじめ・不
登校・性など）に寄り添い元気に
生きていけるように支援をする活
動をしている。

●H29 赤ちゃん誕生（小学生）、性
情報について考えよう（中学生）
●H30 生命誕生（中学生）、命と性
のメッセージ（高校生）
●R1 大きくなる体と心（小学生）、エ
イズについて学ぼう（高校生）

小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

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

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。
・著書：「“会話が続く男”のテクニック」 接客力向上を図る傍ら、12年以
（セルバ出版）、「“人生を180度変え 上を費やし会話スキルを高める活
る”ための15の方法」（フォレスト出版）
動で得た「会話の続く方法」「コミュ
・新潟県 県立教育センターキャリア
ニケーション力向上術」を体系化。
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 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
ア啓発事業 講師
・公益社団法人日本ブライダル文化 いる。
振興協会認定・上級ブライダルマネー
ジャー

・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

リトミック研究センター ディプロマA認
定講師
相模原市出身。結婚を機に新潟
に移り、子育て中にリトミックと出
会う。リトミック研究センター教員
養成校にてディプロマA資格取
得。現在は、自宅や子育て支援
リトミック研究センター認定ディプロマ センター、児童館での指導の他、
A取得講師
指導者養成の講師も務めてい
1歳児リトミック指導資格
る。また、音楽ユニットコモド・マム
幼稚園保育園リトミック1級指導資 を結成し、リトミックを用いた参加
格
型音楽会も開催している。
母親セミナー指導資格 ベビーサロ
ンPua認定ベビーマッサージ初級

リトミック研究センターでリトミックを
学び、0歳から中学生と、成人の
方へのリトミック指導を行う。童
●H29 たのしいリトミック
歌、自作の歌を用いたタッチケア、 ●H30 育児と育自とリトミック
絵本や手袋、パネルシアターを用 ●R1 コモド・マムの小さな音楽会
いたリトミックで、こども達の興味を
惹く内容を心掛けている。モンテッ
ソーリ教育に基づいたクラフト製作
も取り入れ、親子の触れ合いを大
切にしている。

●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」

小,中,高,青,
成,齢,男,女

乳,小,齢,親

全市

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

三,新,加,燕,
阿,

新潟大学教職大学院 教授

●H30 障害者理解・合理的配慮
新潟大学教育学部教授、新潟
●R1 子そだて講座、明るい子そだ
大学講義、教員研修講師、家庭
大学キャンパスライフ支援センター
て
教育講師、スクールカウンセラー、
副センター長、新潟市スクールカウ
教育相談員
特別支援教育士ＳＶ、上級教育カ ンセラー
ウンセラー、ガイダンスカウンセラー、
特別支援学校専修免許状
乳,小,中,高,
障

全市

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

常時の茶の間寄りなせ「あいあい」代
表、ヘルプ下山事務局

看護師、小学校教諭

小学校講師10年間
主任児童委員11年間
東区自治協議会委員2期
中地区公民館運営審議委員2
期
下山地区コミュニティ協議会副会
長6年間
有楽三丁目自治会長2年間
保護司 平成13年から17年間

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

・子どもの問題について
・親子のかかわりについて
・手話のうた
・レクリエーション
・ボランティア活動について
・地域活動について

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

●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

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。

愛知学泉大学 教授
新潟県内の小学校教諭、新潟
市教育相談センター（指導主
事）、大滝小学校（教頭）、下越
教育事務所佐渡出張所（指導
主事）、県立教育センター（指導
主事）、川内小学校（校長）、新
ガイダンスカウンセラー
潟市教育委員会（指導主事）、
認定カウンセラー（日本学校教育相 新潟医療福祉大学（講師）を経
談学会）
て、現在に至る。

全市

三,新,燕,五,
阿,

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

・子育て出前講座
・小中学生を対象とした学力と生
活習慣に関する講演
・保護者を対象とした子どもの話
を聴くことの大切さの講演やカウン
セリング実習
・成人を対象とした健康づくりのた
めの運動の必要性の講演
・幼児や小学生を対象とした縄跳
び指導
・子どもを対象とした動ける身体づ
くりを目指した運動指導

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H29 小学校での特別支援教育へ
の理解について
●R1 縄やボールを使って、器用に身
体を動かそう！

乳,小,中,男,
女,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟市食育・花育センター長
新潟市アグリパーク教育ファームアド
新潟県公立学校教員（S56～
バイザー
S59ソウル日本人学校）、豊栄市
教育委員会派遣社会教育主
事、県教育庁生涯学習推進課
社会教育主事、県立生涯学習
推進センター副参事、国立教育
政策研究所社会教育実践研究
センター社会教育調査官、燕市
社会教育主事
教育委員会学校教育課長・主
幹、新潟市立青山小学校長、新
潟市アグリパーク教育ファーム園長

●R1 「生涯学習社会における学校
教育と地域連携」・新潟県地域連携
「小学校経営」・「家庭教育」・
担当教員研修会、子どもたちの「生き
「学校・家庭・地域との連携」、
る力」をはぐくむ・新潟市子育て学習出
「生涯学習社会における学校教 前講座、「青少年の体験活動の意義
育・社会教育」・「青少年の体験 と実際」・社会教育主事講習
活動」

成

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

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

ファイナンシャルプランナー

昭和４９年新潟市生まれ。ＣＦＰ
ファイナンシャルプランナー、１級ＦＰ
技能士、保育士、幼稚園教諭、
住宅ローンアドバイザー、相続診
断士、新潟県金融広報アドバイ
ザー。
ＣＦＰファイナンシャルプランナー、１級 個人相談業務、執筆、講演活動
に従事。
ＦＰ技能士、保育士、幼稚園教
諭、住宅ローンアドバイザー、相続 最近では、保育士、幼稚園教諭
の資格を活かし小学校等での金
診断士
銭教育にも力を入れている。

●R2 「ラストステージは賢く、自分らし
く」～エンディングノートを活用した終活
金銭教育、おこづかいの与え方、
～、子どもに伝えたい金融教育、おこ
金銭トラブルについて、ライフプラン
づかいの話
ニング、終活（エンディングノート・
遺言・相続）

全市

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
学校カウンセラー(日本学校教育相 として勤務の後，H25年退職。現
談学会)
在，スクールカウンセラー。所属学
ガイダンスカウンセラー(スクールカウン 会 日本学校教育相談学会
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)

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

小,中,高,成

思春期保健相談士、看護師、養
護教諭

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

新,阿

●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

子育てアドバイザー

・平成11年新潟市公民館保育
者登録。坂井輪地区公民館主
登録（現在活動中）
・親子遊び指導者として各サーク
ル公民館等で行う。平成19年子
育て応援隊249結成、地域子育
て支援活動、保育士資格取得。
平成26年BPプログラムファシリテー
保育士、BPプログラムファシリテー
ター、NPプログラムNPNCファシリテー ター。平成30年NPプログラム
NPNCファシリテーター。令和元年
ター
ひまわりクラブ支援員。保育園勤
務

お母さんたちのニーズに合わせ、親
子遊びの指導等、公民館、サーク
ル、保育園等で行う。公民館では
子育てアドバイザーとして双方必
要なテーマに合わせ講座を行う。
新潟市等委託にてBPプログラム
の開催、サークルにてNPプログラム
を行い子育て支援の活動を行う。
子ども、お母さん達が悩みを相談
できる仲間作り、子育ての仕方等
親子に寄り添う活動を行っていま
す。

●R2 乳児期家庭教育学級きらきら
学級（お友達になりましょう）、親子ふれ
あいニコニコ講座（子育て講座みんなで
子育て）、BPプログラム 赤ちゃんが来
た

乳,障

全市

新潟市こども創造センター長、下越
美術教育研究会顧問、新潟大学
美術教育研究会理事
公立学校美術教師・管理職、新
潟県立近代美術館副館長とし
美術館や美術作品の楽しみ方の
て、造形教育の研究に携わる。近
紹介。タイトル「美術館や美術作
年はこどもたちの創造力の育成
品鑑賞を楽しみましょう！！」
や、家庭における造形教育の向
上を目指している。

成,齢,男,女

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
(社)日本生産性本部認定日本経 企画のスタッフ業務に携わる。企
営品質賞セルフアセッサー
業理念と人生理念の実現を一致
(社)日本生産性本部認定ベンチ
させた経営を支援する社会教育
マーキングインストラクター
者としての使命を自覚し、３７歳の
ＮＰＯ内部統制評価機構認定内部 時、（株）総合教育研究所を設
統制評価者
立。幸援家として現在に至る。
ＮＰＯ日本メンター協会公認パート
ナー等

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。

全市

●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

中,高,青,成,
齢,男,女

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

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

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●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

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

僧侶 曹洞宗 玉泉寺住職
駒沢大学卒業
永平寺にて修行
令和2年より玉泉寺住職
NEXT21朝粥坐禅会講師
その他
UXテレビ生放送番組出演
NHK「おはよう日本」での坐禅会
紹介で生放送出演

●H29 自分をみつめる坐禅体験、坐
いつでも、どこでも、だれでもできる 禅体験～心と身体を調え自分を見つ
「坐禅」を多くの人に届ける、をモッ め直して見ませんか～
トーに、お寺以外の場所でも「やさ
しい坐禅会」を開催しています。

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

開業助産師

助産師、受胎調節実地指導員、
日本マタニティフィットネス協会認定：
マタニティビクス、マタニティヨガ、ベビー
ビクス、ベビーヨガ、（産後のママのた
めの）アフタービクス、ママフィット、ママ
ヨガ、ママヨガwithベビーヨガ、ベビーマ
マアクア、一般社団法人日本コン
ディショニング協会認定：プロフェッショ
ナルコンディショニングインストラクター

助産師免許取得後、神奈川県
内の大学附属病院に勤務。結婚
を機に新潟市に転居し、市内の
総合病院に勤務。H7年に開業。
新生児訪問、安産教室、電話相
談、育児相談、支援センターでの
講座、命の出前講座（保育園～
高校）、お孫育て講座、ゆりかご
学級等の講師に携わる一方、日
本マタニティフィットネス協会認定イ
ンストラクターとして、妊産婦、乳
幼児、産後のママへのエクササイズ
指導を行っている。

助産師として：妊産褥婦、新生
児・乳幼児の保健指導、思春期
教室（命の講座・性教育）、受胎
調節、沐浴・授乳指導、育児全
般
孫育て世代への指導や相談
インストラクター：ベビーマッサージ、
乳幼児のエクササイズ、マタニティ
～産後のママのエクササイズ、子ど
もから高齢者に至るまでのエクササ
イズ（ヨガ（ベビーヨガ、ママヨガ、親
子ヨガ、マタニティヨガ）、エアロビク
ス、親子リズムダンス等）
・場所：保育園、支援センター、市
の体育館、地域の子育てサーク
ル、産婦人科クリニック内のホー
ル、公民館

●～現在 産後ママヨガ、親子ヨガ、マ
マヨガ、ベビーヨガ、命の出前講座

乳,小,中,高,
青,成,齢,女,
親

全市

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

ＮＳＧカレッジリーグ 事業推進部

論語指導士

元新潟会計ビジネス専門学校副
校長。簿記部の監督として全国
優勝を達成。教務部長と学ぶ心
を育てるための授業を学年集会
時に実施。それを現在は「生き方
の授業」と題して、中学生、高校
生、専門学校生、大学、ＰＴＡ
会、職業訓練校、病院、企業等
で講演を行う。また論語指導士の
認定を受け講演内で論語の紹介
も行っている。

「何のために勉強するの？」「何の
ために働くの？」「幸せとは」「感謝
とは」「使命とは」などを様々なエピ
ソードを紹介しながら、わかりやす
く、面白く、深く、をモットーに伝え
ています。中学、高校が中心で
あったが、専門学校、大学、ＰＴＡ
会、職業訓練校、病院、企業等
での活動も広がってきている。

北,東,中,江,
秋,南,西

●H29 「生徒のためのキャリア教育
フォーラム」、「創業意識育成促進事
業地元職業人講演会」、「マナー講演
会」、「進路意識啓発講演会」、「生き
方の授業」計県内外65回
●H30 「創業意識育成促進事業地
元職業人講演会」、「進路意識啓発
講演会」、「進路目標確立支援事業
講演会」、「生き方の授業」計県内外
69回
●R1 「キャリア啓発事業地元職業
人講演会」1回、「進路意識啓発講演
会」、「学習習慣形成支援講演会」、
「生き方の授業」計県内外65回
中,高,青,成,
親

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

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

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

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。
・著書：「“会話が続く男”のテクニック」 接客力向上を図る傍ら、12年以
（セルバ出版）、「“人生を180度変え 上を費やし会話スキルを高める活
る”ための15の方法」（フォレスト出版）
動で得た「会話の続く方法」「コミュ
・新潟県 県立教育センターキャリア
ニケーション力向上術」を体系化。
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 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
ア啓発事業 講師
・公益社団法人日本ブライダル文化 いる。
振興協会認定・上級ブライダルマネー
ジャー

・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」

小,中,高,青,
成,齢,男,女

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

一般社団法人子育て交流ぽーと
tete代表理事
親子のつながりを広げるための育
児支援活動として子育てサロンや
育児サークルを運営し、子育て講
座や交流会を開催している。新潟
市低出生体重児と親の会「プチト
保健師、看護師、アタッチメントベ
マトクラブ」及び、新潟市中央区
ビーマッサージ・キッズマッサージ・ベ
ビージムインストラクター、食育インス 特色ある区づくり事業「妊カフェ・
トラクター、妊産婦食アドバイザー、 育カフェ」の運営を担当している。
新潟市食育マスター

・母乳育児、アタッチメント、食育
に関する講座や育児相談
とりわけ離乳食講座、乳幼児の
成長評価と栄養指導
・乳幼児のお世話全般についての
講座
ベビーマッサージ・赤ちゃん体操と
発達指導、乳幼児の事故や病気
の予防
・妊婦や母親の仲間作り、父親や
祖父母の育児参加の促進

比較的新しい医療の分野である
緩和ケアについて、終末期医療と
しての側面だけではなく、疾患の
全ての時期(診断早期・治療期・
治療終了後・看取り期)に共通す
る医療の根本的な要素であること
を実践し、医療者・一般市民の
皆様に伝えています。

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

全市

●H30 「アドバンス・ケア・プランニング～不確実
性の共有～」「がん診療における意思決定支
援」「腫瘍と緩和を考える会」「アドバンス・ケア・プ
ランニング～不確実性を共有する～」「医師とし
てアドバンスケアプランニングを勧める理由」「がん
消化器症状緩和におけるIVR・薬物・外科的治
療の位置づけ一日本緩和医療学会消化器症
状ガイドラインで伝えたいこと一」
●R1 「当院での強オピオイドの使い分け」「がん
センター新潟病院緩和ケアチームによる疼痛緩
和の実際」「アドバンス・ケア・プランニング 同じも
のを見ているはず・です」「がん患者の神経蹄害
性疼痛」
●R2 「ACP 人生会議について」「アドバンス・ケ
ア・プランニングの成立と現状ー緩和ケアにおける
ACPの役割ー」

小,中,高,青,
成,齢,男,女,
親

新潟薬科大学・副学長・教授、薬
学博士

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H29 子育て支援センター「マタニティ
プログラム」
●H30 乳幼児ふれあい体験授業
●R1 総合的な探究の時間「新潟
市の子育て」

乳,成,女,親

新潟県立がんセンター新潟病院医
師・緩和ケア科部長
自治医科大学卒業、新潟大学
医学部第一外科入局。消化器
外科医として県内の病院に勤
務。外科医として最後の勤務先と
なった新潟逓信病院で、緩和ケア
の理想と現実に悩み平成19年白
根大通病院ホスピス科に入職。
日本緩和医療学会緩和医療専門 元聖隷ホスピス長 故千原明氏
医
に師事。平成22年県立加茂病
日本外科学会外科認定医
院緩和ケア科・一般内科部長。
平成28年現職。

全市

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

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

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

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

成,齢,男,女

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟市こども創造センター長、下越
美術教育研究会顧問、新潟大学
美術教育研究会理事
公立学校美術教師・管理職、新
潟県立近代美術館副館長とし
美術館や美術作品の楽しみ方の
て、造形教育の研究に携わる。近
紹介。タイトル「美術館や美術作
年はこどもたちの創造力の育成
品鑑賞を楽しみましょう！！」
や、家庭における造形教育の向
上を目指している。

2009年に新潟県地球温暖化防止
活動推進員およびNPO法人エコネッ
トにいがたの役員に就任以来、主と
して「新潟県地球温暖化防止活動
推進センター」の講師として新潟県
亀田製菓(株)取締役経営企画 下各地で地球温暖化防止の啓発
室長、新潟輸送（株）取締役社 活動を行ってきた。また「新潟市環 ●H29～30 「優しいグリーンカーテンの
長、新潟県トラック協会理事、新 境政策課」や公民館と協働で新潟 つくり方講座」、「知って得する家庭の
潟地方交通共済協同組合理事 市内の学校、地域、事業所で上記 省エネ講座」
長、新潟市北区自治協議会委 と同様な活動を毎年実施してきた。
具体的な活動内容は以下の通り。
地球温暖化防止communicator（コ 員、新潟市立早通中学校地域 ◆成人向け講演「優しいグリーンカー
ミュニケーター）、新潟県地球温暖化 教育コーディネーター
テンのつくり方講座」「安全運転・エコ
上記はいずれも現在は退職
防止活動推進員
ドライブ講座」「知って得する家庭の
省エネガイド」◆学校、幼保児対象
「地域と学校を結ぶ環境保全活動」
三,新,加,燕,
「私たちの暮らしと地球温暖化」「み
全て
全市
五,阿,胎
んなの地球（幼児向け3編）」

NPO法人エコネットにいがた理事長
新潟県地球温暖化防止活動推進
員

クラフバンドエコロジー協会認定講師
長岡市HP「まちの先生」に登録
第２１回クラフトバンドエコロジー協
会コンテスト１位入賞
定期教室やワークショップの他にク
一般社団法人クラフバンドエコロジー ラフトバンドエコロジー協会の資格
取得を養成するクラフトバンド実
協会認定講師
一般社団法人日本紙バンドクラフト 技講座、インストラクター養成講
座の専任講師をしています。
協会トリリアムメソッド認定講師
AJBジュエリーバッグ協会認定講師

定期教室…新潟日報カルチャー
長岡教室、JAながおか、見附市
ワークショップ…長岡市、見附市、
柏崎市、秋葉区、燕市、JA、東
京電力、小学校、支援学級、聴
覚・視覚障がい者協会、長岡社
会福祉協議会など
https://ameba/ehiramoikka/ を
ご覧ください

●R1 新潟市秋葉区シニア講座、
キャリア教育を兼ねたハロウィンワーク
ショップ
●R2 かご作りワークショップ

小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

秋

三,加

笑いヨガティーチャー

笑いヨガティーチャー

自分自身が病気になった事がきっ
かけで笑いの必要性、効果に気
付き、笑いを学び地域で笑いを必
要としている方と一緒に笑いで健
康になりポジティブになった体験と
笑う事で心と体が変わる事を伝え
ている内に、口コミでどんどん笑い
が広がっていまでは笑顔で楽しく
笑いヨガを伝えています。

地域の茶の間、老人会、地域作
●R1 笑って心も体も元気、楽しく笑
り、楽しみ会等、道具を使わず、
おう、笑って免疫力アップ
体操として笑いヨガを1時間から1
時間半、呼吸の大切さや認知症
ゲームなど入れながら、だれでも出
来るを大切にしながら伝える。

全市

三,加,燕,阿,
胎

音楽療法士（日本音楽療法学会・
認定音楽療法士）、新潟県音楽療 ・新潟大学教育学部音楽科（ピ 音楽療法を活用した放課後支援 ●H29～R2 「ミュージックセラピーを活
法士協会会長、MUSIC ROOM
アノ専攻）卒業。
活動。世代間交流活動。音楽療 用した放課後支援活動・世代間交流
GOTO代表
・公立中学校・高等学校で音楽 法を活用した不登校・ひきこもりの 活動」
教員として38年間勤務－新潟県 人のための個人セッション及びグ ●R1～R2 新潟市西蒲区「いきい
立小出養護学校長で定年退職 ループセッション。高齢者の介護予 きお達者プロジェクト、専門職訪問介
－最後11年間は特別支援学校 防・認知症対象の音楽療法－個 護予防事業」講師：地域の茶の間音
管理職として勤務。
人セッション・グループセッション。0 楽療法
日本音楽療法学会認定音楽療法 ・教員退職後、聖徳大学音楽療 ～3才母子愛着関係を築く音楽 ●R2～R3 新潟市西蒲区特色ある
法コースに入学・卒業。・新潟市 療法。就学前の養育について－ 区づくり事業「ふれあい、支えあう子育
士
教員免許状（小2、中1音、高1音、 教育委員会西蒲区教育事務所 保護者・保育者対象の講話。老 て支援」講師：「ミュージックセラピー」
指導主事として5年間勤務。・
人クラブ連合会における「ミュージッ
養学2）
H25.4自宅にMUSIC ROOM
クセラピー歌の花束コンサート」講
GOTOを開設－音楽療法活動 師－講話と演奏等。
全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

上越美術協会理事

小学校教諭1種、中学校教諭1種
（美術）、高等学校教諭（美術）教
員免許、社会教育主事

・県内小中学校勤務（31年）
・新潟県教育委員会教育事務
所指導主事（3年）
・上越教育大学附属幼稚園副
園長（4年）
※新潟県マジック愛好会会員、
元紙芝居黄金バットの会会員

・高齢者が元気に生き生き活動
できる話をマジック、アコーディオ
ン、鼻笛等を通し、時には笑いヨ
ガを交えて話をすすめている。

●H29 「まなびやサロンそのき」「か・
き・く・け・こ」の人生、今から、これから
●H30 輝いて生きる 手品を見なが
らいきいき人生を考えよう
●R1 輝いて生きよう 「いろは歌」が
教える人生の生き方

齢

（株）グリーンズグリーン代表取締役 新潟大学農学部卒富山医科薬
科大学（現富山大学）博士課程
卒、医学博士、元新潟大学客員
教授、元新潟薬科大学客員教
授
民間でワクチンの製造研究に従
医学博士
事、ウイルス学、免疫学、臨床化
健康管理士
学学、専門。現在、地球温暖化
予防医療診断士
対策として苔の効能効果を研究
実践健康経営指導士
中。
盆栽士
植物の光合成によるCO2削減に
書道師範
ついて研究中

免疫学、ウイルス学、臨床化学を
ベースにして、予防医学に関する
具体的な知見を基に、未病対策
法の浸透をはかる。さらに健康管
理士、実践健康経営指導士とし
て、職場の健康増進とその対策に
ついての管理指導を実施する。未
病対策（人間、植物とも）、園芸
療法、インフルエンザ対策、植物
の効能効果

●H29 未病対策、バイオが開く未来
の農業、バイオ技術で町の活性化
●H30 地球温暖化対策
●R2 苔の効能効果、苔アート その
効能

成,齢

フリー法律講師「不幸予防士渋井
ちゃんの 新潟弁法律教室」主宰

1945生まれ 1964年新潟高校卒
業 民間6社を経て1966年11月
裁判所に就職 1974年裁判所
書記官に昇任 以降新潟地・家
裁、東京家裁、東京高裁、最高
裁に勤務 2004年7月新潟家裁
家事首席書記官で裁判所を退
職 2007年7月フリーの法律講師
を開業し「不幸予防士渋井ちゃん
の新潟弁法律教室」を開設

勤務した裁判所（地裁・家裁・高
裁・最高裁）と担当した事件（民
事・刑事・家事・少年）ともにグラ
ンドスラムを達成した“民間6社の
経験がある高卒ノンキャリア裁判
所書記官”の経験を生かして“些
細な法律的な知識がなかったばっ
かりに失敗する新潟のショを一人
でも減らす”こと！

・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

中,秋

五,阿

●H29 「愛する家族を守る目からウロ
コの法律知識あれこれ！」
●H30 「賢いジイジとバアバになるため
のルールと心のマナー！」
●R2 「学校では教えてくれない初め
ての法律」

高,青,成,齢,
障,男,女

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

全市

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●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

全て

全市

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

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

新潟大学教育学部卒業（昭33・
3）、小学校教諭・理科センター専
任所員・指導主事・教頭・学校
教育課長・校長（幼稚園園長）
（昭33・4～平7・3）、燕市教育長
（平7・4～18・3）、月潟地区老人
クラブ連合会会長（平23・4～27・
3)、新潟日報カルチャースクール・
メイワサンピア・マジック教室講師
（平成23・4～28・3）、南区マジッ
ク軍団の指導（平成28・4～

月潟小学校マジッククラブの指導・
新潟市南区マジック軍団の指導。
ボランティアとして、月平均5回以
上、マジックや腹話術で施設を訪
問。その他、幼稚園・保育園・小
学校の子育て支援の講演とマジッ
ク・腹話術を行ったり、高齢者対
象に祖父母学級や老人会、お茶
の間等で孫育てや健康寿命等を
テーマにして講演を行なったりして
いる。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H29 「人生を豊かにするヒント」講
演とマジック
●R1 「好奇心は心のおしゃれ」
●「老後の趣味今や生きがい」（新聞
記事）

全て

全市

三,加,燕,

新潟医療福祉大学健康栄養学科
教授

管理栄養士
栄養サポートチーム専門療法士
博士（保健学）

●R1 高齢者の栄養と飲み込みにつ
高齢者の低栄養予防と摂食嚥 いて、サルコペニア予防に向けて
国立病院栄養管理室長を経て、
下機能の維持に関する活動
●R2 栄養と運動でフレイル予防
新潟医療福祉大学健康栄養学
新潟高齢者の栄養と摂食を支え
科准教授 2020年4月より教授
る会事務局

成,齢

全市

新,加,燕,五,
阿,胎

漫談師
新潟県警を定年退職後「新潟弁
で語る漫談師中野小路たかまろ」
として笑いを交えて交通安全・振
●H29～R2 振り込め詐欺防止
１、交通安全に関する講演
り込め詐欺防止の講演活動を始
２、振り込め詐欺防止に関する講
める。現在は、新潟県防犯アドバ
演
イザー・新潟県警特殊詐欺被害
防止お笑い広報大使等の委嘱を
受けている。

齢

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

太極拳、さとう式リンパケア 指導者

楊名時八段錦太極拳 師範
NPO法人日本健康太極拳協会
介護福祉支援プログラム認定 上
級終了
メディカルタイチ３級
さとう式リンパケアセルフケアマスター

新潟市を中心に「楊名時太極
拳」「座って楽しむリンパケア＆太
極拳」の指導を行っています。

●R1 子育てママの為のリンパケアと太
極拳
「楊名時太極拳」と「座って楽しむ
●R2 「いきいきセミナー」もっと自分が
リンパケア＆太極拳」の指導を通
好きになるゆるゆるリンパケア＆太極
して、心と体をすこやかに保ち、充
拳、楽しい健康太極拳入門
実した人生を生きるための健康法
をお伝えしています。

成,齢,男,女,
親

全市

三,加,燕,

ファイナンシャルプランナー

昭和４９年新潟市生まれ。ＣＦＰ
ファイナンシャルプランナー、１級ＦＰ
技能士、保育士、幼稚園教諭、
住宅ローンアドバイザー、相続診
断士、新潟県金融広報アドバイ
ザー。
ＣＦＰファイナンシャルプランナー、１級 個人相談業務、執筆、講演活動
に従事。
ＦＰ技能士、保育士、幼稚園教
諭、住宅ローンアドバイザー、相続 最近では、保育士、幼稚園教諭
の資格を活かし小学校等での金
診断士
銭教育にも力を入れている。

●R2 「ラストステージは賢く、自分らし
く」～エンディングノートを活用した終活
金銭教育、おこづかいの与え方、
～、子どもに伝えたい金融教育、おこ
金銭トラブルについて、ライフプラン
づかいの話
ニング、終活（エンディングノート・
遺言・相続）

全市

観音寺住職、新潟市仏教会副会
長、学校評議員、保護司

●H29 「今忘れられている心」、「仏
縁を結ぶ」、「ともに願い、ともに寄り添
い、ともに歩む」
●H30 「この世の歩き方」、「禅の
全日本曹洞宗青年会青少年教
坐禅体験、写経体験、法話など 心」、「心の香りを聞く」、「今ここを豊か
化委員長、曹洞宗第四宗務所
テーマをいただいての講座開催
に歩む」
人権主事、地元小中学校ＰＴＡ
出張可能
●R1 「生かされ 生きていく中で 生
会長、学校評議員
きる」、「修証義に学ぶ」、「幸せとは」

全て

県内小学校教員・県市教育委
員会事務局職員を務めるととも
に、新潟県史・市町村史の編集・
執筆にあたる。定年退職後、新
潟市教育政策監・新潟大学特
任教授を務め、現在は新潟青陵
大学特任教授・新潟県新聞活
用教育推進協議会会長。

『知っておきたい新潟県の歴史』
『学力を高める新聞遊び』『新潟
発！農業体験学習で子どもの心
と頭を耕す』を監修、『新潟県 県
民性の歴史』『新潟県 県民性の
人物史』『新潟の街と小学校の百
物語』を執筆。『新潟県史』『新
潟市史』『新発田市史』『豊栄市
史』『小須戸町史』『村松町史』を
分担執筆。

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H29 秋葉区学校司書実務研修「秋葉区の
歴史」「父親力で子どもは伸びる！学校教育と
家庭教育における父親の役割」「子育て学習出
前講座」、「変わる大学教育、変わる大学入試」
「新潟のいいところ、知ってますか？」
●H30 「村松藩の藩風」「新潟県 県民性の歴
史」「新潟の県民性と教育」「新潟の県民性、そ
の歴史的系譜」
●「県民性と新潟県人の歴史」「福島潟の歴史
～新田開発と新潟県人～」「新潟県 県民性の
歴史と酒造り」「新潟県 文化財と県民性・地域
性の歴史」「新潟県 県民性と女性たち」「歴史
が創った 新潟県の県民性」「新潟県 県民性
の歴史－雪・支配・出稼ぎ・移住」「新潟県 県
民性の人物史」「新潟おもしろ課外授業新潟人
気質の歴史」

小,中,高,青,
成,齢

情報通信産業で４０年余従事し
た後６０歳から広義でいう「林業」
に従事、林業産業の下流部「木
をくらしに生かす」という分野で活
動してます。
「教育・福祉に着目した木の生か
し方」をテーマに、子どもたちが木
に触れる木工を通じて、くらしに木
をつかう事の大切さを啓発してい
る。

全市

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

出前木工体験教室をしています。 ●R2 杉のおはしづくり 間伐材で和
幼稚園や学校などの教育機関、 のあかりづくり なんちゃってカメラ 木工
公民館などの社会教育機関、科 教室 その他いろいろ
学館やふるさと村などの公的な建
物の他、イベント会場で木工体験
をしている。

乳,小,中,障

全市

三,新,五

絵本講師、絵本楽語家
世代・年代を問わない人たち向け
の「絵本らいぶ」（絵本の読み聞か
せ）を10年間900回行っている
わが子に絵本を読めるようになるた
めの「絵本講座」の講師として父
母・祖父母・教職員・保育士・学
絵本講師・絵本セラピスト（民間資 生・ボランティアの皆さんにお話をし
ています
格）
専門学校非常勤講師

どんな場所でも、だれにでも、いつ
でもできる絵本の読み聞かせ絵本
●R2 こんなに楽しい絵本の世界、絵
らいぶ
本でつながる人と人、親子で絵本は楽
講座を受講したその日から誰でも
しい時間
絵本を読めるようになる「絵本講
座」講師として活動しています
従来の「絵本を読む人・話す人」
の枠にとらわれない独自の世界を
「絵本楽語家」として活動している

全て

社会・経済・歴史

ファイナンシャル・プランナー
三菱銀行・日興コーディアル証
券・日本生命の勤務を経て、独
立系ファイナンシャル・プランナーと
して平成19年11月より開業。個
人・法人のコンサルティング（家計・
２級ファイナンシャル・プランニング技 経営・不動産・保険・資産形成・
能士（国家資格）、ＡＦＰ（日本ＦＰ 相続等）、セミナー講師（マネーセ
協会）、生命保険（含変額保険）損 ミナー「お金の教室ひよこぐみ」、公
害保険販売資格、証券外務員１ 的機関・企業からの個別依頼）
種

ファイナンシャル・プランナーは将来
の夢の実現を支援するお金の専
門家です。新潟県民に足りない
金融リテラシー（金融に関する知
識や情報を正しく理解し、自らが
主体的に判断することのできる能
力）の向上に貢献するためのセミ
ナー（子ども向けなど、各年代に
合わせ）や相談会を企画します。

●R1 アクティブシニア講座 知ってお
きたいお金の話、かしこい家計見直しと
資産形成セミナー
●R2 幸せに生きるためのお金の講座
－長生きなんて怖くない

全て

ファイナンシャルプランナー・相続診断
士 MFC合同会社 代表社員

・一般社団法人 相続診断士協会 相続診断士
・一般社団法人 未来会計マスター協会 未来会計マ
スター
・一般社団法人金融財政事情研究所 ファイナンシャル
プランナー
・一般社団法人 家族信託普及協会会員
・一般社団法人終活カウンセラー協会 終活カウンセ
ラー上級
・日商簿記検定 2級
・珠算 1級
・一般財団法人職業技能振興会 古民家鑑定士1級
・日本武術太極拳連盟 2段
・日本武術太極拳連盟 公認太極拳二級審判員
・日本武術太極拳連盟 B級指導員

地元銀行出身。住宅会社にて販
売管理、経理、顧客データベース
の仕事に携わる。現在は生保、
損保併せて20社取扱している株
式会社GMLソリューションズにて募
集人として活動するも、資産運用
コンサルや笑顔相続サロン新潟と
して笑顔で相続を迎えるために相
続診断士としても活動。

生前整理・見守り・財産管理・贈
与など生前に関する事から亡く
なった後のお葬式やお墓のこと 自
宅などの不動産手続きや死後事
務委任契約まで相続に関すること
を各士業・専門家の方と連携して
ワンストップで相続に関するご相談
を承っております。「自分も家族も
困らせない相続のお話」で執筆新
潟日報西区《るーと》にて連載

小学校就学前健診時の保護者
プログラムを県内外で担当。1/2
成人式での『思春期との向き合い
方講座』を提案中。得意分野は
子どもの自己肯定感を伸ばす『親
子のコミュニケーション』 学んだそ
の日から実践できる具体的な関わ
り方が好評。地域のお茶の間に
は、市内外より年間500名の親子
が訪れる。

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H30 「家庭けいざい入門」「相続セ
ミナー」「笑顔相続ノート作成セミナー」
●R1 「職業体験に向けて今できる
事」
●R2 「将来の夢に向けて…今何を
すべきか 曼荼羅シートを作成しましょ
う」

中,成,齢,男,
女

NPO法人 ハートフルコミュニケーショ
ン チーム新潟代表
櫻井コーチ＆コンサルティング みらい
サポート代表 ファイナンシャルプラン 2004年 ファイナンシャルプランナー
ナー（AFP）
資格取得
子どもの成長に伴うPTA活動（中
学校PTA会長等）
2011年 NPO法人 ハートフルコ
ミュニケーション 認定ハートフル
NPO法人 ハートフルコミュニケーショ コーチ資格取得
ン 認定ハートフルコーチ
2014年～県内外の小学校等で
NPO法人 日本FP協会 認定ファ 講師活動
イナンシャルプランナー（AFP）
2017年～地域のお茶の間主宰

全市

全市

三,新,加,燕,
五,阿,

●H29～ 入学前プログラム『育てよ
う！子どもの解決力』、入学準備子育
て講座『伸ばそう！子どもの力』
●R1 子育て中のお金の貯め方・使い
方

成,男,女

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

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

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

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

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。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●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

弁護士

弁護士

筑波大学社会学類 法学専攻卒
業
新潟大学大学院 実務法学研究
科卒業
2007年 9月 司法試験合格
2008年12月 弁護士登録
2014年 1月 とやの総合法律事
務所 開設

離婚やDV、パワハラや不当解
雇、借金、子どもや高齢者の虐
待問題や財産管理など、市民生
活で出会う問題全般について、相
談者の方と一緒によりよい解決方
法を考え、それを実現するための
お手伝いをしております。

●H30 新潟大学市民公開講座 ハ
ラスメントとは、創業時の法的リスクや
雇用の留意点
●R1 従業員がメンタル不調を起こし
たら

全て

フリー法律講師「不幸予防士渋井
ちゃんの 新潟弁法律教室」主宰

1945生まれ 1964年新潟高校卒
業 民間6社を経て1966年11月
裁判所に就職 1974年裁判所
書記官に昇任 以降新潟地・家
裁、東京家裁、東京高裁、最高
裁に勤務 2004年7月新潟家裁
家事首席書記官で裁判所を退
職 2007年7月フリーの法律講師
を開業し「不幸予防士渋井ちゃん
の新潟弁法律教室」を開設

勤務した裁判所（地裁・家裁・高
裁・最高裁）と担当した事件（民
事・刑事・家事・少年）ともにグラ
ンドスラムを達成した“民間6社の
経験がある高卒ノンキャリア裁判
所書記官”の経験を生かして“些
細な法律的な知識がなかったばっ
かりに失敗する新潟のショを一人
でも減らす”こと！

全市

新,阿,

●H29 「愛する家族を守る目からウロ
コの法律知識あれこれ！」
●H30 「賢いジイジとバアバになるため
のルールと心のマナー！」
●R2 「学校では教えてくれない初め
ての法律」

高,青,成,齢,
障,男,女

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

ファイナンシャル・プランナー
三菱銀行・日興コーディアル証
券・日本生命の勤務を経て、独
立系ファイナンシャル・プランナーと
して平成19年11月より開業。個
人・法人のコンサルティング（家計・
２級ファイナンシャル・プランニング技 経営・不動産・保険・資産形成・
能士（国家資格）、ＡＦＰ（日本ＦＰ 相続等）、セミナー講師（マネーセ
協会）、生命保険（含変額保険）損 ミナー「お金の教室ひよこぐみ」、公
害保険販売資格、証券外務員１ 的機関・企業からの個別依頼）
種

ファイナンシャル・プランナーは将来
の夢の実現を支援するお金の専
門家です。新潟県民に足りない
金融リテラシー（金融に関する知
識や情報を正しく理解し、自らが
主体的に判断することのできる能
力）の向上に貢献するためのセミ
ナー（子ども向けなど、各年代に
合わせ）や相談会を企画します。

●R1 アクティブシニア講座 知ってお
きたいお金の話、かしこい家計見直しと
資産形成セミナー
●R2 幸せに生きるためのお金の講座
－長生きなんて怖くない

全て

農業

全耕地（水田2ha）JAS有機認証

加茂農林高等学校農業土木課
程卒業
栄町役場ー合併後ー三条市農
林課課長補佐ー地産地消推進
室長
三条まんま塾副会長 新潟県有
機稲作ねっとわーく代表
三条市有機農業連絡協議会事
務局長
三条市栄広域協定（農水省多
面的機能支払交付金事業）事
務局長

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

広域協定（農水省多面的機能
支払交付金事業）での有機農業 ●H29 有機農業の取り組み
講話
●R1 農を支える市民づくり～地場
食と農について食育推進とコラボ 型学校給食と食育～
した講話
過去に取り組んだ水田における除
草技術の紹介及び最新技術情
報

青,成

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

弁護士

弁護士

筑波大学社会学類 法学専攻卒
業
新潟大学大学院 実務法学研究
科卒業
2007年 9月 司法試験合格
2008年12月 弁護士登録
2014年 1月 とやの総合法律事
務所 開設

離婚やDV、パワハラや不当解
雇、借金、子どもや高齢者の虐
待問題や財産管理など、市民生
活で出会う問題全般について、相
談者の方と一緒によりよい解決方
法を考え、それを実現するための
お手伝いをしております。

●H30 新潟大学市民公開講座 ハ
ラスメントとは、創業時の法的リスクや
雇用の留意点
●R1 従業員がメンタル不調を起こし
たら

全て

ファザーリングジャパンにいがた事務
局長／株式会社アイシーオースポー
ツマーケティング 代表取締役
新潟大学人文学部卒。第一子
誕生を機にNPO法人ファザーリン
グジャパンの新潟支部に参画し事
務局長に就任。ワークライフバラン
スや父親の働き方改革推進、父
親交流イベントを開催。

新,阿,

・男女共同参画社会の実現に向
けた男性の働き方の見直し及び
ワークライフバランスの推進
●R1 ワークライフバランス講座、男性
・男性の育児休暇取得推進の啓
の生き方講座、プレパパ講座
発(セミナー・シンポジウム・コンサル
等)
・ファザーリングスクール(父親学校)
を通じたプレパパに対する啓発活
動
・「チャイルド・ファースト」社会を目
指した虐待防止活動
乳,小,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

三,新,加,燕,
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

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

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

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

観音寺住職、新潟市仏教会副会
長、学校評議員、保護司

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H29 「今忘れられている心」、「仏
縁を結ぶ」、「ともに願い、ともに寄り添
い、ともに歩む」
●H30 「この世の歩き方」、「禅の
全日本曹洞宗青年会青少年教
坐禅体験、写経体験、法話など 心」、「心の香りを聞く」、「今ここを豊か
化委員長、曹洞宗第四宗務所
テーマをいただいての講座開催
に歩む」
人権主事、地元小中学校ＰＴＡ
出張可能
●R1 「生かされ 生きていく中で 生
会長、学校評議員
きる」、「修証義に学ぶ」、「幸せとは」

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

弁護士

弁護士

筑波大学社会学類 法学専攻卒
業
新潟大学大学院 実務法学研究
科卒業
2007年 9月 司法試験合格
2008年12月 弁護士登録
2014年 1月 とやの総合法律事
務所 開設

離婚やDV、パワハラや不当解
雇、借金、子どもや高齢者の虐
待問題や財産管理など、市民生
活で出会う問題全般について、相
談者の方と一緒によりよい解決方
法を考え、それを実現するための
お手伝いをしております。

●H30 新潟大学市民公開講座 ハ
ラスメントとは、創業時の法的リスクや
雇用の留意点
●R1 従業員がメンタル不調を起こし
たら

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

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。

国立大学法人神戸大学大学院
人間発達環境学研究科研究
員、JKYB全国ライフスキル教育
研究会会員・生涯学習センター
講師（新潟市）・新潟教育研究
所教育アドバイザー・新発田市、
村上市いじめ防止対策委員・一
般社団法人Ｊ-CAPTA役員理
事・村上市市民センター運営審
議委員長

新,阿,

●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

新潟県学校生活協同組合本部顧
問、公益財団法人新潟教育会教
育研究所教育アドバイザー、新発
38年間公立中学校教員、教頭と
田市教育委員会教育長
して5年間、校長職として11年間
勤務。新発田市立本丸中学校
長で退職(2014･3)。文部科学省
喫煙・飲酒・薬物乱用防止資料
編集委員、新潟市教育委員会
総括指導主事、全日本中学校
長会専門部幹事、新潟県中学
小中高教員免許
校長会常任理事、新潟県下越
地区中学校体育連盟会長

全市

全市

三,新,加,燕,
五

●H30 五泉市全教職員人権研修
会
●R1 長岡市教育センター研修講座
「いじめ問題にどう向き合うか」
●R2 いじめ見逃しゼロ県民運動県
民講座「子どもは未来の宝物」佐渡

小,中,成,障,
男,女,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

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。

「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

教育アドバイザー、認定心理士、人
権擁護委員、民生児童委員、主
任児童委員、岩室地域児童館運
営委員長、巻地区公運審議長、
新潟県合気道連盟会長

教員免許状（小・中・高）、認定心
理士、社会教育主事、村松流尺
八師範、都山流尺八准師範、ラジ
オ体操上級指導員

小学校教諭・校長（最終勤務
校：新潟市立巻北小学校長）、
大畑少年センター所長（H21H25)、下越教育事務所社会教
育課長、県教育庁生涯学習推
進課副参事

全市

五,阿,胎

●R1 子育て学習出前講座「抱きし
家庭教育の重要さや人権意識の
めて、離して、見守って、笑顔で」
醸成について講演。乳幼児や小
●R2 子育て学習出前講座「自分探
学生に「読み聞かせ活動」を実
しの旅」、邦楽出前授業
施。邦楽出前授業を小中学校で
実施し伝統文化の重要性につい
て啓発。

小,中,成,齢,
親

全市

燕,

新発田市文化財調査審議委員、
さくら森林組合組合長

大倉喜八郎人物研究（発表）
中国古典より引き継ぐ江戸儒学
について（発表）
新発田藩山﨑闇斎朱子学につ
新発田市農業委員2期（元）
いて（発表）
新発田市議会議員2期（元）
新発田丹羽伯弘私塾「積善堂」
新発田古文書解読研修会会長
（発表）
（現在）
明治天皇北陸ご巡幸新発田（経
新発田郷土研究会副会長（現
緯とエピソード）（発表）
在）
新発田重家と上杉景勝（発表）
大倉喜八郎の会理事（現在）
戊辰戦争と新発田藩の去就（発
表）
戊辰戦争と新発田藩の去就（発
表）

●H29 国の台湾政策と大倉喜八郎
●H30 戊辰戦争 新発田藩の苦難
●R1 越後が生んだ偉人大倉喜八
郎「大倉喜八郎の功績」

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

作家
国学院大学文学部卒。『江戸の
女俳諧師「奥の細道」を行く─諸
●R2 江戸時代の旅と装い、「奥の細
九尼の生涯』で第47回日本エッセ
道」旅の日々とその後
イストクラブ賞を受賞。歴史に埋も 江戸時代の越後の女性や庶民の
れた人物の伝記や江戸時代庶民 旅、『奥の細道』についての講演。
の旅、『奥の細道』に関する著作
が多い。

高,青,成,齢

新潟県埋蔵文化財調査事業団
普及・資料課 課長代理

学芸員資格

新潟県埋蔵文化財調査事業団
で新潟県内の青田遺跡をはじめ
とする遺跡発掘調査を行う。新潟
県立歴史博物館、新潟県教育
庁文化行政課を経て、現在、新
潟県埋蔵文化財調査事業団で
普及啓発や資料管理を担当。

・新潟県の縄文時代を代表する
火焔型土器やヒスイの概説
・最新科学を用いた縄文時代の
生活復元
・越後平野に埋もれた縄文遺跡
・縄文時代の建物と建築材
・縄文時代の栗について
・縄文時代の丸木舟について

●H30 新潟・青田遺跡と縄文のクリ
●R1 新潟の潟底に眠る縄文文化、
縄文時代の木材利用－ヒスイを運ん
だ丸木舟と三内丸山のクリ－

小,中,高,青,
成,齢

農業

全耕地（水田2ha）JAS有機認証

加茂農林高等学校農業土木課
程卒業
栄町役場ー合併後ー三条市農
林課課長補佐ー地産地消推進
室長
三条まんま塾副会長 新潟県有
機稲作ねっとわーく代表
三条市有機農業連絡協議会事
務局長
三条市栄広域協定（農水省多
面的機能支払交付金事業）事
務局長

中央区にて歴史的建造物の保
存活用で新潟が歴史を感じる町
にしたいという理念で活動する市
民グループ新潟まち遺産の会で
2004年より事務局として活動を続
ける。市民グループ亀田学会で袋
津担当として、地元袋津の魅力
価値を伝えるべくまち歩きなどの活
動を行う。地元小学校の総合学
習で袋津の歴史を子ども達に伝
える。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H29～R1 みんなのまち「袋津」のみ
まち歩きガイド。袋津の歴史を紹
りょく
介する講演会。新潟まち遺産の
会で活動してきた歴史的建造物
保存活動を紹介する講演会。

小,中,成,親

県内小学校教員・県市教育委
員会事務局職員を務めるととも
に、新潟県史・市町村史の編集・
執筆にあたる。定年退職後、新
潟市教育政策監・新潟大学特
任教授を務め、現在は新潟青陵
大学特任教授・新潟県新聞活
用教育推進協議会会長。

三,新,加,燕,
五,阿,胎

広域協定（農水省多面的機能
支払交付金事業）での有機農業 ●H29 有機農業の取り組み
講話
●R1 農を支える市民づくり～地場
食と農について食育推進とコラボ 型学校給食と食育～
した講話
過去に取り組んだ水田における除
草技術の紹介及び最新技術情
報

青,成

一級建築士、設計事務所 主宰

全市

『知っておきたい新潟県の歴史』
『学力を高める新聞遊び』『新潟
発！農業体験学習で子どもの心
と頭を耕す』を監修、『新潟県 県
民性の歴史』『新潟県 県民性の
人物史』『新潟の街と小学校の百
物語』を執筆。『新潟県史』『新
潟市史』『新発田市史』『豊栄市
史』『小須戸町史』『村松町史』を
分担執筆。

全市

●H29 秋葉区学校司書実務研修「秋葉区の
歴史」「父親力で子どもは伸びる！学校教育と
家庭教育における父親の役割」「子育て学習出
前講座」、「変わる大学教育、変わる大学入試」
「新潟のいいところ、知ってますか？」
●H30 「村松藩の藩風」「新潟県 県民性の歴
史」「新潟の県民性と教育」「新潟の県民性、そ
の歴史的系譜」
●「県民性と新潟県人の歴史」「福島潟の歴史
～新田開発と新潟県人～」「新潟県 県民性の
歴史と酒造り」「新潟県 文化財と県民性・地域
性の歴史」「新潟県 県民性と女性たち」「歴史
が創った 新潟県の県民性」「新潟県 県民性
の歴史－雪・支配・出稼ぎ・移住」「新潟県 県
民性の人物史」「新潟おもしろ課外授業新潟人
気質の歴史」

小,中,高,青,
成,齢

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟市立新津第二中学校・校長

中学校・高等学校教員免許

新潟市中学校教員
新潟県教育庁文化行政課主任
調査員
新潟市文化スポーツ部歴史文化
課副参事
現在新潟市立新津第二中学校
校長

新潟県教育庁文化行政課主任
調査員として、遺跡発掘調査及
び普及啓発に携わる。新潟市歴
史文化課勤務において、市内８
区すべての文化財調査を行う。平
成30年旧新津油田金津鉱場跡
の国史跡指定など新潟市内に存
する文化財の指定や登録に携わ
る。

●H30 新潟市歴史博物館（みなとぴ
あ）講座「新潟市の文化財について」
●R1 新潟市新津図書館講座「秋
葉区の歴史と石油について」
●R2 新潟日報リレー講座「石油王
中野貫一と新潟の石油について」

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟県内の高校教員。新潟市
歴史文化課非常勤嘱託。新潟
県政記念館職員。

●R1 雑話「新潟湊に現れた異国船
市民対象に関屋村の戊辰戦争、
と関屋村」、新潟の太平洋戦争
明治期の白山公園、新潟県会
議事堂、新潟の太平洋戦争など
に関する雑話をした。

高等学校教諭専修免許状（社会
－地理歴史・公民）

全市

新発田市文化財調査審議委員、
さくら森林組合組合長

大倉喜八郎人物研究（発表）
中国古典より引き継ぐ江戸儒学
について（発表）
新発田藩山﨑闇斎朱子学につ
新発田市農業委員2期（元）
いて（発表）
新発田市議会議員2期（元）
新発田丹羽伯弘私塾「積善堂」
新発田古文書解読研修会会長
（発表）
（現在）
明治天皇北陸ご巡幸新発田（経
新発田郷土研究会副会長（現
緯とエピソード）（発表）
在）
新発田重家と上杉景勝（発表）
大倉喜八郎の会理事（現在）
戊辰戦争と新発田藩の去就（発
表）
戊辰戦争と新発田藩の去就（発
表）

●H29 国の台湾政策と大倉喜八郎
●H30 戊辰戦争 新発田藩の苦難
●R1 越後が生んだ偉人大倉喜八
郎「大倉喜八郎の功績」

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

作家
国学院大学文学部卒。『江戸の
女俳諧師「奥の細道」を行く─諸
●R2 江戸時代の旅と装い、「奥の細
九尼の生涯』で第47回日本エッセ
道」旅の日々とその後
イストクラブ賞を受賞。歴史に埋も 江戸時代の越後の女性や庶民の
れた人物の伝記や江戸時代庶民 旅、『奥の細道』についての講演。
の旅、『奥の細道』に関する著作
が多い。

高,青,成,齢

胎内市役所職員 主任
胎内市の歴史人物「板額御前」
を顕彰する市民有志グループ「板
額会」が2002年に設立した当初
から事務局担当として活動してい
る。歴史を伝える演劇や演武をス
テージで披露する際にはナレーター
和装着付け師範免状（前結び）、 及び衣裳を担当。また、出前教
図書館司書資格、教員免許（中学 室の講師として派遣され、板額御
前が活躍した平安～鎌倉時代の
1種、高校1種 国語）
歴史や伝統文化を伝えている。

和装着付け（前結び）教室、鎧な
どの衣裳着付け体験、小中学生
への演武指導、樹脂素材の鎧作
り教室、まちづくり系の講演（小学
校総合学習、各地域コミュニティ
など）、板額御前と中世の歴史出
前講座

●R1 板額御前の歴史と伝説を巡る
ツアー（ガイド）、鎧づくり教室、郷土の
歴史人物「板額御前」と，市民グルー
プ「板額会」のまちづくり活動

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

高,青,成,齢,
男,女

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟県立大学 国際地域学部
長、教授
1986年より新潟大学講師・准教
授、2011年より新潟県立大学教
授、2013年より同大学国際交流
センター長、2017年より国際地域
学部長。専門は地理学、東アジ
ア地誌。近年の研究対象は、東
アジア（中国）の都市における生活
空間。

・北京の旧い街並みの移り変わり
と庶民の暮らし
などのテーマで、毎年現地で行っ
ているヒアリング調査の結果を中
心に、最新事情を紹介します。

敬和学園大学人文学部教授

ドイツ語教員免許状

立教大学文学部ドイツ文学科卒
業後、学習院大学大学院へ進
学し、博士課程修了（ドイツ文学
専攻）。この間、1981年～1983年
にドイツのボン大学とハンブルク大
学に留学。
1991年に敬和学園大学着任、
2000年より現職。

●H29 ジェンダーで社会を考える講座
「幸せの追求～親と子、そして戦争」
・「グリム童話」、ミヒャエル・エンデ ●H30 グリム童話と人権～『グリム童
のファンタジー小説のほか、ドイツ 話に描かれた女性たち～
文学一般について
●R1 シンデレラを読み解く～私たち
・ナチス・ドイツ期の女性雑誌を通 が知っているシンデレラとはちょっと違うグ
して第二次世界大戦を考える
リム童話～
・ドイツ語講座

成,女

新津市青少年健全育成会会長
（H15～20）
新潟市育成協議会副会長（H19
～22）
新潟市社会教育委員（H18～
23）
新潟市秋葉区自治協議会会長
（H23～26）
「ちあき」の会 会長（H13～）

これまでの活動なかで発見した地
域の宝物の調査「琵琶湖周航の
歌」原曲（ひつじぐさ）作曲者「吉
田千秋」。100年以上も愛された
歌の秘密と遺品を解説しながら、
海外からの文化を一気に受け入
れた明治、大正の若者の価値観
を伝える。新潟市の作曲家。

全市

新,

●H29 市民講座・秋葉区の学び「吉
田千秋とひつじぐさ」
●H30 おぎかわ生涯学習講座「名曲
誕生の謎とロマン琵琶湖周航の歌と原
曲ひつじぐさ」
●R2 吉田千秋NEXT100事業「大
人のための千秋さんぽ」

小,中,高,青,
齢

全市

阿

成,齢

全市

新,阿,

越佐歴史資料調査会世話人
近世古文書解読、在郷町（葛
塚）の歴史、水原代官罷免事件
越後近世織物史…*越後縮の生
能生水産高校教諭、新潟大学
産と流通 *青苧（縮原料）専売
人文学部助手、新発田高校教
制をめぐる争い *商人の情報伝
諭、新潟高校教諭、県立文書館
達（縮問屋の江戸出店書状）*縮
嘱託職員、新潟大学非常勤講
問屋奉公人の暮らし（給金と店内
師
格式） *縮問屋奉公人の暮らし
（一日と一年） *ある奉公人の生
き様（茂助と伝七）

S42年 東京私立大卒業
S42年～ 大成建設（株）入社
H17年 定年退職

１．南区茨曽根地区に関する歴
史的事項
２．良寛に関する事項

●茨曽根の歴史

青,成,齢,男,
女,他

南

農業
「地域の歴史を残し伝えていくこ
と。自分の住む故郷に誇りを持っ
てほしい。」との思いから2013年に
地名の由来などが記された「庄瀬
地域の地名を読み解く」、14年に
は、庄瀬地域の地蔵建立にまつ
わるいわれを記した「庄瀬お地蔵
さま」を発行。

・南区庄瀬地域の歴史についての
●R1 庄瀬地域の歴史について
講座、講演
・堀部安兵衛についての講座、講
演（現地説明）
※いずれも小学校と連携

小,成

秋,南,蒲

Ｌｏｖｅ Ｒｉｖｅｒ Ｎｅｔ 代表

2001年より信濃川大河津資料館
に勤務。2006年より同館館長補
佐。2011年長岡震災アーカイブセ
ンターきおくみらいチーフコーディ
ネーター。2012年株式会社エコロ
ジーサイエンス主査研究員。2017
年同社防災企画室室長。
また、2014年に水辺の活動を展
学芸員、プロジェクトWETエデュケー 開する団体「Ｌｏｖｅ Ｒｉｖｅｒ Ｎｅｔ
ター、技術士（建設部門）、防災士 （ラブリバーネット）」を設立し、魚と
りや観察会、ボート乗船体験、水
辺コンサートなどを企画・実施。

新潟の水害の特徴や被害実態、
●R1 大河津分水バスツアーのガイド
水害から命を守る防災活動につ
●R2 防災学習（水害）の出前授
いてワークショップや講義を行ってい
業、大河津分水の歴史に関する講演
ます。また、大河津分水や横田切
れと地域の成り立ちなどについて、
講演や関連箇所のガイドを行って
います。

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H29 秋葉区の学び、まちなかぶら
散歩。
●R1 秋葉区の学び3連続講座 (1)
定年退職後、万代橋架設、八木
桂家がやって来た。(2)桂家が焼けた。
朋直の足跡に興味を持ち調べる。
(3)桂家を探し歩く、秋葉区の学び4連
先人の残した書籍や地図等から
同時に郷土史に関心を持つ。後
続講座(1)桂家と秋葉山(2)学校と桂
郷土の歴史を掘り起こし、講演や
に新潟シティガイド、新津観光ボラ
家(3)桂家ゆかりの地を訪ねて。秋葉
町歩きをしています。
ンティアの活動に参加し現在に至
山編(4)桂家ゆかりの地を訪ねて。正
る。
法寺編。

全て

新潟県美術博物館学芸員、県
立文書館専門文書研究員、同
副館長、県立図書館嘱託員

・地名、町名の現状を資料にし
て、その成立ちや性格、地域の歴
史、暮しとの関わりを考えることか
ら、地域史料としての認識を深め
てもらいたい。
・軸や屏風の基本的な取扱い方
を心掛けることで、日常生活の中
で親しみが倍増することを広めた
い。
・屋外の記念碑やモニュメントに込
められた作者の思いを知り、郷土
と先人の歩みを知る史料としての
認識を広めたい。

秋

●H29～R1 地名・町名が語る郷土
100年の歩み
●H30 屏風、その保存と鑑賞のポイ
ント
●H30～R1 知って楽しむ 身近な掛
軸

成,齢,男,女

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟郷土史研究会理事

・江戸時代からの湊町新潟におけ
る商人の歴史
博士（文学）新潟大学
・廻船問屋を中心とした商業や海
学芸員
運について
元新潟市旧齋藤家別邸副館長
・新潟県の鉄道史
・新潟花火の歴史

●H30 にいがた市民大学「開港都市
に選ばれた「新潟」第９回交通網の近
代化と新潟ー船から鉄道へー」
●R2 新津油田と中野家、廻船問
屋「当銀屋」の成長と北前船

高,青,成,齢,
男,女

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

一級建築士、設計事務所 主宰

中央区にて歴史的建造物の保
存活用で新潟が歴史を感じる町
にしたいという理念で活動する市
民グループ新潟まち遺産の会で
2004年より事務局として活動を続
ける。市民グループ亀田学会で袋
津担当として、地元袋津の魅力
価値を伝えるべくまち歩きなどの活
動を行う。地元小学校の総合学
習で袋津の歴史を子ども達に伝
える。

●H29～R1 みんなのまち「袋津」のみ
まち歩きガイド。袋津の歴史を紹
りょく
介する講演会。新潟まち遺産の
会で活動してきた歴史的建造物
保存活動を紹介する講演会。

小,中,成,親

全市

新潟市立新津第二中学校・校長

中学校・高等学校教員免許

新潟市中学校教員
新潟県教育庁文化行政課主任
調査員
新潟市文化スポーツ部歴史文化
課副参事
現在新潟市立新津第二中学校
校長

新潟県教育庁文化行政課主任
調査員として、遺跡発掘調査及
び普及啓発に携わる。新潟市歴
史文化課勤務において、市内８
区すべての文化財調査を行う。平
成30年旧新津油田金津鉱場跡
の国史跡指定など新潟市内に存
する文化財の指定や登録に携わ
る。

●H30 新潟市歴史博物館（みなとぴ
あ）講座「新潟市の文化財について」
●R1 新潟市新津図書館講座「秋
葉区の歴史と石油について」
●R2 新潟日報リレー講座「石油王
中野貫一と新潟の石油について」

全て

新潟県内の高校教員。新潟市
歴史文化課非常勤嘱託。新潟
県政記念館職員。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●R1 雑話「新潟湊に現れた異国船
市民対象に関屋村の戊辰戦争、
と関屋村」、新潟の太平洋戦争
明治期の白山公園、新潟県会
議事堂、新潟の太平洋戦争など
に関する雑話をした。

高等学校教諭専修免許状（社会
－地理歴史・公民）

全市

新発田市文化財調査審議委員、
さくら森林組合組合長

大倉喜八郎人物研究（発表）
中国古典より引き継ぐ江戸儒学
について（発表）
新発田藩山﨑闇斎朱子学につ
新発田市農業委員2期（元）
いて（発表）
新発田市議会議員2期（元）
新発田丹羽伯弘私塾「積善堂」
新発田古文書解読研修会会長
（発表）
（現在）
明治天皇北陸ご巡幸新発田（経
新発田郷土研究会副会長（現
緯とエピソード）（発表）
在）
新発田重家と上杉景勝（発表）
大倉喜八郎の会理事（現在）
戊辰戦争と新発田藩の去就（発
表）
戊辰戦争と新発田藩の去就（発
表）

●H29 国の台湾政策と大倉喜八郎
●H30 戊辰戦争 新発田藩の苦難
●R1 越後が生んだ偉人大倉喜八
郎「大倉喜八郎の功績」

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟大学教授
新潟大学院修了（美術教育・書
道）
全国大学書写書道教育学会理
事
越佐文人研究会代表
小・中・高へ出前講義（文学のな
りたち、文学を書く楽しさ）

●R1 書道展作品解説
書道（毛筆・硬筆）を学ぶ。新潟
●R2 文字と書道に親しもう、新潟文
県にゆかりの江戸から昭和期まで
化探訪
の書画家・詩歌俳句・文芸家の
作品鑑賞を各地で行う。良寛・会
津八一を含む。

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

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

●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

全市

作家
国学院大学文学部卒。『江戸の
女俳諧師「奥の細道」を行く─諸
●R2 江戸時代の旅と装い、「奥の細
九尼の生涯』で第47回日本エッセ
道」旅の日々とその後
イストクラブ賞を受賞。歴史に埋も 江戸時代の越後の女性や庶民の
れた人物の伝記や江戸時代庶民 旅、『奥の細道』についての講演。
の旅、『奥の細道』に関する著作
が多い。

高,青,成,齢

胎内市役所職員 主任
胎内市の歴史人物「板額御前」
を顕彰する市民有志グループ「板
額会」が2002年に設立した当初
から事務局担当として活動してい
る。歴史を伝える演劇や演武をス
テージで披露する際にはナレーター
和装着付け師範免状（前結び）、 及び衣裳を担当。また、出前教
図書館司書資格、教員免許（中学 室の講師として派遣され、板額御
前が活躍した平安～鎌倉時代の
1種、高校1種 国語）
歴史や伝統文化を伝えている。

和装着付け（前結び）教室、鎧な
どの衣裳着付け体験、小中学生
への演武指導、樹脂素材の鎧作
り教室、まちづくり系の講演（小学
校総合学習、各地域コミュニティ
など）、板額御前と中世の歴史出
前講座

●R1 板額御前の歴史と伝説を巡る
ツアー（ガイド）、鎧づくり教室、郷土の
歴史人物「板額御前」と，市民グルー
プ「板額会」のまちづくり活動

全て

新津市青少年健全育成会会長
（H15～20）
新潟市育成協議会副会長（H19
～22）
新潟市社会教育委員（H18～
23）
新潟市秋葉区自治協議会会長
（H23～26）
「ちあき」の会 会長（H13～）

これまでの活動なかで発見した地
域の宝物の調査「琵琶湖周航の
歌」原曲（ひつじぐさ）作曲者「吉
田千秋」。100年以上も愛された
歌の秘密と遺品を解説しながら、
海外からの文化を一気に受け入
れた明治、大正の若者の価値観
を伝える。新潟市の作曲家。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H29 市民講座・秋葉区の学び「吉
田千秋とひつじぐさ」
●H30 おぎかわ生涯学習講座「名曲
誕生の謎とロマン琵琶湖周航の歌と原
曲ひつじぐさ」
●R2 吉田千秋NEXT100事業「大
人のための千秋さんぽ」

小,中,高,青,
齢

全市

阿

成,齢

全市

新,阿,

越佐歴史資料調査会世話人
近世古文書解読、在郷町（葛
塚）の歴史、水原代官罷免事件
越後近世織物史…*越後縮の生
能生水産高校教諭、新潟大学
産と流通 *青苧（縮原料）専売
人文学部助手、新発田高校教
制をめぐる争い *商人の情報伝
諭、新潟高校教諭、県立文書館
達（縮問屋の江戸出店書状）*縮
嘱託職員、新潟大学非常勤講
問屋奉公人の暮らし（給金と店内
師
格式） *縮問屋奉公人の暮らし
（一日と一年） *ある奉公人の生
き様（茂助と伝七）

S42年 東京私立大卒業
S42年～ 大成建設（株）入社
H17年 定年退職

１．南区茨曽根地区に関する歴
史的事項
２．良寛に関する事項

●茨曽根の歴史

青,成,齢,男,
女,他

南

農業
「地域の歴史を残し伝えていくこ
と。自分の住む故郷に誇りを持っ
てほしい。」との思いから2013年に
地名の由来などが記された「庄瀬
地域の地名を読み解く」、14年に
は、庄瀬地域の地蔵建立にまつ
わるいわれを記した「庄瀬お地蔵
さま」を発行。

・南区庄瀬地域の歴史についての
●R1 庄瀬地域の歴史について
講座、講演
・堀部安兵衛についての講座、講
演（現地説明）
※いずれも小学校と連携

小,成

秋,南,蒲

ドリリング・エンジニア（石油ガス井掘
さくと仕上げの技術者）

丙種上級鉱山保安技術職員

1976年 3月 秋田大学鉱山学部
／1976年 4月帝国石油入社
1993年-1995年 ドリリング・スー
2016年頃 本邦石油掘削史略
パーインテンデント（作井課長）西
（石油技術協会誌第81巻第6
トンハイ石油（主な勤務地，中国
号）の執筆と説明（ポスター発表）
温州）／2008年 6月-9月 イラク
人研修生教育担当／2019 年 3
月 定年退職

●R1 第11回市民講演会「新津油
田金津鉱場跡」の史跡指定を祝し
て、新津油田に見る石油掘削の移り
変わり

全て

東,中,江,秋,
三,加,燕,五,
南,西,蒲

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

越佐文人研究会員 春城会会員

・吉田東伍生家跡を安田町有に
することに係わる。
・吉田東伍博物館展示資料収
集に協力。東伍次男の千秋が琵
吉田東伍記念博物館開設準備 琶湖周航の歌（原曲）作曲者で
室嘱託・運営委員
あったことの確認。
旧安田町文化財調査審議会委 ・阿賀野市水原出身の市島春城
員
の顕彰活動を続けている。生家
元阿賀野市文化財調査審議会 跡地を阿賀野市有にする為の作
委員
業。（市有になった）
元五頭郷土文化研究会会員
・春城会員として毎年の命日墓
参、会報発行、「春城の随筆を読
む会」を継続している。春城会は
毎年、近くの史跡、人物等の研
修小旅行を行っている。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H29 坐して味わうまち歩き
●H30 東伍と八一・最大の支援者
春城
●R1 市島春城と彼が育てた二人の
博士

齢,男

Ｌｏｖｅ Ｒｉｖｅｒ Ｎｅｔ 代表

2001年より信濃川大河津資料館
に勤務。2006年より同館館長補
佐。2011年長岡震災アーカイブセ
ンターきおくみらいチーフコーディ
ネーター。2012年株式会社エコロ
ジーサイエンス主査研究員。2017
年同社防災企画室室長。
また、2014年に水辺の活動を展
学芸員、プロジェクトWETエデュケー 開する団体「Ｌｏｖｅ Ｒｉｖｅｒ Ｎｅｔ
ター、技術士（建設部門）、防災士 （ラブリバーネット）」を設立し、魚と
りや観察会、ボート乗船体験、水
辺コンサートなどを企画・実施。

新潟の水害の特徴や被害実態、
●R1 大河津分水バスツアーのガイド
水害から命を守る防災活動につ
●R2 防災学習（水害）の出前授
いてワークショップや講義を行ってい
業、大河津分水の歴史に関する講演
ます。また、大河津分水や横田切
れと地域の成り立ちなどについて、
講演や関連箇所のガイドを行って
います。

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

南魚沼市文化財保護審議会会長

●H29～R1 古文書講座
南魚沼市大和町史編集委員

南魚沼地域の歴史・北越雪譜

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H29 秋葉区の学び、まちなかぶら
散歩。
●R1 秋葉区の学び3連続講座 (1)
定年退職後、万代橋架設、八木
桂家がやって来た。(2)桂家が焼けた。
朋直の足跡に興味を持ち調べる。
(3)桂家を探し歩く、秋葉区の学び4連
先人の残した書籍や地図等から
同時に郷土史に関心を持つ。後
続講座(1)桂家と秋葉山(2)学校と桂
郷土の歴史を掘り起こし、講演や
に新潟シティガイド、新津観光ボラ
家(3)桂家ゆかりの地を訪ねて。秋葉
町歩きをしています。
ンティアの活動に参加し現在に至
山編(4)桂家ゆかりの地を訪ねて。正
る。
法寺編。

全て

新潟県美術博物館学芸員、県
立文書館専門文書研究員、同
副館長、県立図書館嘱託員

・地名、町名の現状を資料にし
て、その成立ちや性格、地域の歴
史、暮しとの関わりを考えることか
ら、地域史料としての認識を深め
てもらいたい。
・軸や屏風の基本的な取扱い方
を心掛けることで、日常生活の中
で親しみが倍増することを広めた
い。
・屋外の記念碑やモニュメントに込
められた作者の思いを知り、郷土
と先人の歩みを知る史料としての
認識を広めたい。

秋

●H29～R1 地名・町名が語る郷土
100年の歩み
●H30 屏風、その保存と鑑賞のポイ
ント
●H30～R1 知って楽しむ 身近な掛
軸

成,齢,男,女

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟郷土史研究会理事

・江戸時代からの湊町新潟におけ
る商人の歴史
博士（文学）新潟大学
・廻船問屋を中心とした商業や海
学芸員
運について
元新潟市旧齋藤家別邸副館長
・新潟県の鉄道史
・新潟花火の歴史

●H30 にいがた市民大学「開港都市
に選ばれた「新潟」第９回交通網の近
代化と新潟ー船から鉄道へー」
●R2 新津油田と中野家、廻船問
屋「当銀屋」の成長と北前船

高,青,成,齢,
男,女

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

観音寺住職、新潟市仏教会副会
長、学校評議員、保護司

●H29 「今忘れられている心」、「仏
縁を結ぶ」、「ともに願い、ともに寄り添
い、ともに歩む」
●H30 「この世の歩き方」、「禅の
全日本曹洞宗青年会青少年教
坐禅体験、写経体験、法話など 心」、「心の香りを聞く」、「今ここを豊か
化委員長、曹洞宗第四宗務所
テーマをいただいての講座開催
に歩む」
人権主事、地元小中学校ＰＴＡ
出張可能
●R1 「生かされ 生きていく中で 生
会長、学校評議員
きる」、「修証義に学ぶ」、「幸せとは」

全て

新潟大学人文学部 教授
新潟大学 人文学部、講師、
1990年04月 ～ 1992年03月
新潟大学 人文学部、助教授、
1992年04月 ～ 2001年01月
新潟大学 人文学部 社会情報
論講座、教授、2001年02月 ～
2010年03月
新潟大学 人文学部 人文学科、
教授、2010年04月 ～ 継続中

1982-1984: バリ州ウダヤナ大学
留学
1985-1988: バリ州およびマルク州
にてフィールドワーク
長期調査で得られた資料にもとづ
き、バリのヒンドゥー教徒の一共同
体の記述を、土地の共同体的保
有と儀礼の関係やバリの伝統文
化の変容を通じて試みる。
その後も、短期の調査を続けてい
る。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H30 人類学者は何をしているの
か、"Spau Compression" and
"Compressed Modernity": a
Balinese Case

全て

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

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

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

全市

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

日本産業カウンセラー協会上信越
支部 新潟事務所新潟相談室長
・大学教育学部卒業後、新潟県
職員として37年間勤務(主に福祉
・シニア産業カウンセラー(日本産業 保健分野、産業労働分野)
・一般社団法人日本産業カウン
カウンセラー協会認定)
セラー協会認定講師及び協会認
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリアコンサルティング技能士 定カウンセラーとして活動中
(国家検定)
・心理相談員(中央労働災害防止
協会登録)

●H29 女性職員リフレッシュセミナー
・自治体、企業等におけるメンタル
●R1 セルフケア研修・ラインケア研
ヘルス研修、ハラスメント防止研
修、ハラスメント防止研修
修、コミュニケーション研修等
・自治体、企業等におけるカウンセ
リング(メンタル、キャリア)

高,青,成,齢,
障,男,女

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟市立新津第二中学校・校長

中学校・高等学校教員免許

新潟市中学校教員
新潟県教育庁文化行政課主任
調査員
新潟市文化スポーツ部歴史文化
課副参事
現在新潟市立新津第二中学校
校長

新潟県教育庁文化行政課主任
調査員として、遺跡発掘調査及
び普及啓発に携わる。新潟市歴
史文化課勤務において、市内８
区すべての文化財調査を行う。平
成30年旧新津油田金津鉱場跡
の国史跡指定など新潟市内に存
する文化財の指定や登録に携わ
る。

●H30 新潟市歴史博物館（みなとぴ
あ）講座「新潟市の文化財について」
●R1 新潟市新津図書館講座「秋
葉区の歴史と石油について」
●R2 新潟日報リレー講座「石油王
中野貫一と新潟の石油について」

全て

ファイナンシャルプランナー・相続診断
士 MFC合同会社 代表社員

・一般社団法人 相続診断士協会 相続診断士
・一般社団法人 未来会計マスター協会 未来会計マ
スター
・一般社団法人金融財政事情研究所 ファイナンシャル
プランナー
・一般社団法人 家族信託普及協会会員
・一般社団法人終活カウンセラー協会 終活カウンセ
ラー上級
・日商簿記検定 2級
・珠算 1級
・一般財団法人職業技能振興会 古民家鑑定士1級
・日本武術太極拳連盟 2段
・日本武術太極拳連盟 公認太極拳二級審判員
・日本武術太極拳連盟 B級指導員

地元銀行出身。住宅会社にて販
売管理、経理、顧客データベース
の仕事に携わる。現在は生保、
損保併せて20社取扱している株
式会社GMLソリューションズにて募
集人として活動するも、資産運用
コンサルや笑顔相続サロン新潟と
して笑顔で相続を迎えるために相
続診断士としても活動。

生前整理・見守り・財産管理・贈
与など生前に関する事から亡く
なった後のお葬式やお墓のこと 自
宅などの不動産手続きや死後事
務委任契約まで相続に関すること
を各士業・専門家の方と連携して
ワンストップで相続に関するご相談
を承っております。「自分も家族も
困らせない相続のお話」で執筆新
潟日報西区《るーと》にて連載

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H30 「家庭けいざい入門」「相続セ
ミナー」「笑顔相続ノート作成セミナー」
●R1 「職業体験に向けて今できる
事」
●R2 「将来の夢に向けて…今何を
すべきか 曼荼羅シートを作成しましょ
う」

中,成,齢,男,
女

全市

三,新,加,燕,
五,阿,

大学教員・講師

中国黒龍江省生まれ、11歳に来
日し現在に至る。新潟大学の学
部・大学院を出たあと、事業創造
大学院大学で助手を務める。
2019年4月より新潟大学経済学
部に着任。

・広告を通して異文化比較研究
をしています。
●R1 メディアの中の女性、地域企業
・中小企業の海外展開の最適
の国際化と現地化の課題
マーケティングについて考えます。
・中小企業の現状と課題、大企
業との違いなどについて教えていま
す。

全て

全市

三,新,燕,

自然科学・環境

造園業 公園管理運営業務

・1級ビオトープ施工管理士
・2級ビオトープ計画管理士
・公園管理運営士
・1級造園施工管理技士
・技術士補（森林部門）
・環境カウンセラー（※資格ではあり
ません）

新潟大学 農学部 生産環境科
学科、新潟大学大学院 自然科
学研究科（博士前期課程）にて
森林生態系や昆虫の生態につい
て調査研究に没頭し、現在でも
野良研究科として生物の調査研
究を継続しています。現在は株式
会社アール・ケー・イーの環境事業
部で公園の管理運営業務に携
わっています。

●H30 平成30年度愛鳥学習会
●R1 ちょ～生きもの発表会、関屋
自身がこれまでに実施してきた動
モーニングサロン
植物の調査研究経験をもとに、
実習や勉強会の講師をしていま
す。

小,中,高,青,
成,齢,男,女,
親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

小,中

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

会社員
科学実験
① 偏光板を使った「不思議な箱」
元 新潟県「サイエンスリーダー」、 ② 漁師さんも間違う「偽イクラ」づ
元 科学技術振興財団「理科大 くり
好きボランティア」
③ 「電気パン」づくり
④ 野菜で電池をつくる
⑤アルソミトラの種を飛ばす

新潟大学名誉教授・特定非営利
活動法人「新潟の科学・自然探偵
団」代表理事

・小中学校における科学技術理
解促進活動「サイエンス・サーカ
平成7年 新潟大学教授
ス」（サイエンスショーと実験工作教
平成23年 新潟大学工学部長 室）の実施
平成25年 新潟大学定年退職、 ・視覚、聴覚障害者、高齢者等
同年新潟大学名誉教授
を対象とした科学技術理解促進
工学博士
平成28年 特定非営利活動法 活動サイエンスショー
教育士（工学・技術）（公益社団法 人「新潟の科学・自然探偵団」代 ・一般成人向け：身の周りの繊
人 日本工学教育協会）
表理事
維、ゴム、プラスチックの秘密（最
教員免許（理科）
新材料について実験と実物を用
高分子学会フェローの称号
いて解説）

●H29 サイエンス・サーカス
●H30 がっつり塾～体験アイランド～
サイエンス・サーカス
●R1 きらきらフェスタ2019 おもしろ
科学実験

小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

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。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

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

新潟大学工学部

北海道大学大学院理学研究科 ・小中高理科教室・実験
博士後期課程修了 博士（理
・大学生活について
学）
・新材料の実用化について
・フランスの食とワインについて

●H30 磁性エラストマーとは
●R1 大学での研究（高校生対
象）、大学生活を感じてみよう（高校生
対象）

博士（理学）

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

会社員
科学実験
① 偏光板を使った「不思議な箱」
元 新潟県「サイエンスリーダー」、 ② 漁師さんも間違う「偽イクラ」づ
元 科学技術振興財団「理科大 くり
好きボランティア」
③ 「電気パン」づくり
④ 野菜で電池をつくる
⑤アルソミトラの種を飛ばす

小,中

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

会社員
科学実験
① 偏光板を使った「不思議な箱」
元 新潟県「サイエンスリーダー」、 ② 漁師さんも間違う「偽イクラ」づ
元 科学技術振興財団「理科大 くり
好きボランティア」
③ 「電気パン」づくり
④ 野菜で電池をつくる
⑤アルソミトラの種を飛ばす

小,中

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟大学名誉教授・特定非営利
活動法人「新潟の科学・自然探偵
団」代表理事

・小中学校における科学技術理
解促進活動「サイエンス・サーカ
平成7年 新潟大学教授
ス」（サイエンスショーと実験工作教
平成23年 新潟大学工学部長 室）の実施
平成25年 新潟大学定年退職、 ・視覚、聴覚障害者、高齢者等
同年新潟大学名誉教授
を対象とした科学技術理解促進
工学博士
平成28年 特定非営利活動法 活動サイエンスショー
教育士（工学・技術）（公益社団法 人「新潟の科学・自然探偵団」代 ・一般成人向け：身の周りの繊
人 日本工学教育協会）
表理事
維、ゴム、プラスチックの秘密（最
教員免許（理科）
新材料について実験と実物を用
高分子学会フェローの称号
いて解説）

●H29 サイエンス・サーカス
●H30 がっつり塾～体験アイランド～
サイエンス・サーカス
●R1 きらきらフェスタ2019 おもしろ
科学実験

小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟大学工学部

北海道大学大学院理学研究科 ・小中高理科教室・実験
博士後期課程修了 博士（理
・大学生活について
学）
・新材料の実用化について
・フランスの食とワインについて

●H30 磁性エラストマーとは
●R1 大学での研究（高校生対
象）、大学生活を感じてみよう（高校生
対象）

博士（理学）

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

大学教員

新潟大学災害・復興科学研究
所

地域の防災に関する教育支援，
地域での防災啓発活動

●R1 中央区津波自主避難マップ作
製

小,中,高,青,
成,齢,男,女,
親

新潟大学災害・復興科学研究所
教授

博士（理学）、気象予報士

全市

三,新,加,燕

1985年 北海道大学理学部地
球物理学科卒業
1987年 北海道大学大学院理
学研究科修士課程地球物理学
専攻修了
1989年 （財）鉄道総合技術研
究所 研究員
●R1 雪崩や融雪の災害をもたらす
1998年 同 防災技術研究部
雪と雨のはなし
雪と氷の科学、雪氷防災に関す
主任研究員
ること、地球温暖化関係など。
2004年 新潟大学積雪地域災
害研究センター 助教授
2006年 新潟大学災害復興科
学センター 准教授
2011年 新潟大学災害・復興科
学研究所 准教授
三,新,加,燕,
2016年 新潟大学災害・復興科
全て
全市
五,阿,胎
学研究所 教授

新潟大学自然科学系准教授

京都大学博士（理学）

●R1 天の川銀河の謎に迫る、先端
京都大学理学部卒業。京都大
科学技術で探る最新宇宙像
学大学院理学研究科物理学第
●R2 望遠鏡を作って星について調べ
二専攻修士および博士課程修 宇宙物理学および天文学に関す
てみよう
了。国立天文台野辺山教務補 る講演など。
佐員、京都大学助手を経て現
職。

中,高,青,成,
齢

気象予報士

新潟市住みよい郷土推進協議
会秋葉区支部、新潟市中地区
公民館、新潟市中央公民館で
気象情報と防災に関する講演を
実施。他長岡市、柏崎市、各種
団体等で気象情報と防災に関す
る講演やお天気教室を開催

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●R1 新潟日報カルチャースクール三
条教室「お天気教室」（全６回）、新潟
防災など気象に関する講演会、
県の気象・大雨災害・雨降花・村上
お天気教室等により、気象に関す
茶の気象、新潟県の気象の特徴「大
る知識向上を図るとともに、気象
雨による災害から身を守るために」
情報を活用した防災知識・意識
の向上を図る。

小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟大学自然科学系准教授

京都大学博士（理学）

●R1 天の川銀河の謎に迫る、先端
京都大学理学部卒業。京都大
科学技術で探る最新宇宙像
学大学院理学研究科物理学第
●R2 望遠鏡を作って星について調べ
二専攻修士および博士課程修 宇宙物理学および天文学に関す
てみよう
了。国立天文台野辺山教務補 る講演など。
佐員、京都大学助手を経て現
職。

中,高,青,成,
齢

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

造園業 公園管理運営業務

・1級ビオトープ施工管理士
・2級ビオトープ計画管理士
・公園管理運営士
・1級造園施工管理技士
・技術士補（森林部門）
・環境カウンセラー（※資格ではあり
ません）

森林インストラクター

森林インストラクター

新潟大学 農学部 生産環境科
学科、新潟大学大学院 自然科
学研究科（博士前期課程）にて
森林生態系や昆虫の生態につい
て調査研究に没頭し、現在でも
野良研究科として生物の調査研
究を継続しています。現在は株式
会社アール・ケー・イーの環境事業
部で公園の管理運営業務に携
わっています。

●H30 平成30年度愛鳥学習会
●R1 ちょ～生きもの発表会、関屋
自身がこれまでに実施してきた動
モーニングサロン
植物の調査研究経験をもとに、
実習や勉強会の講師をしていま
す。

小,中,高,青,
成,齢,男,女,
親

玉川大学農学部昆虫学・生態
学専攻卒業。旧農林省農業技
術研究所、東大医科学研究所
にて害虫、寄生虫を研究。（アル
バイト、助手）務め、石川茂雄図
鑑刊行委員会事務局で種子図
鑑の刊行と販売を担う。
森林インストラクターとなり、新潟
県立自然科学館を始め市内外の
小学校、公民館の自然体験活
動をサポートしている。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

植物、昆虫、鳥類、野生動物の
専門的な知識を基に、身近な生
●R1 大沢公園デイキャンプ
き物の生態系について、自然に親
●R2 自然体験教室、親子で楽しむ
しむネイチャーゲームやプロジェクト
昆虫採集
ワイルド等の自然教育プログラムを
取り入れた、解りやすく楽しい自然
体験活動を指導している。また、
野外活動における安全とマナー、
ルールの指導と実施を行っている。
小,成,齢,障,
親

全市

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

会社員

樹木、園芸植物の相談員

樹木の診断、園芸植物の相談

樹木医

ミュウ フラワー＆ガーデン 店主
〇こけだま教室 〇芝ぼうや教室
〇ハーブ寄せ植え教室 〇クリス
平成17年フラワー装飾技能士2 マスリース教室 〇木の実のクリス
●R1 こけだま教室、しめ縄飾り教
級資格取得 平成18年グリーンア マスツリー教室 〇観葉植物寄せ
室、モステラリウム教室
ドバイザー資格取得 平成19年 植え教室 〇多肉植物寄せ植え
ミュウ フラワー＆ガーデン開業 平 教室 〇季節のお花寄せ植え教
フラワー装飾技能士2級 グリーン 成24年全国花育活動推進協議 室 〇ミニカーネーションでティー
カッププードル作り教室 〇アレン
アドバイザー 全国花育活動推進 会花育アドバイザー登録認定
ジメント教室 〇しめ縄飾り教室
協議会花育アドバイザー
〇モステラリウム教室
全て

雪割草実生研究会 会長

2000年頃より横浜市に在住して、
湘南雪割草保存会をつくり、そこ
で会長として雪割草の実生技術
の普及をはかるため、毎春3月に
は展示会を開催。2006年新潟に
転居し、2007年に雪割草実生研
究会を立ち上げて毎春3月には展
示会を開き会員作出の実生良花
を陳列、実生の技術を説明、来
春には第14回目の展示会を行
う。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

雪割草の自生地ではすでにここ20
年余りの間に50万株ともいわれる
株が盗掘され、絶滅の危機に至っ
ています。自生地で今や見つけえ
ない良花を山に行かず、しかも楽
しみながら、二段咲、三段咲、緑
軸の段咲き良品などを、自分の棚
で作り出す実生技術を広めること
により自生地の保護にもつながり、
リタイア後の人達の生きがいともな
る趣味としても有意義であるこの
実生技術を広めたいと思っていま
す。
中,高,青,成,
北,東,中,西
齢,男,女,親

阿

積雪地域植物研究所 助手

平成7年3月23日 新潟大学大
積雪地域植物研究所 所長 石
学院自然科学研究科生命システ
澤進先生の助手として野外で歩
ム科学専攻博士課程卒業 博
きながらの植物観察。
士（学術）

博士（理学）
2級ビオトープ管理士（施工）

●R1 親子昆虫かんさつ会、まちキャ
北海道大学大学院で昆虫の研
ンこども大学「昆虫採集に夢中！」、
究で博士号取得。博士（理学）。 観察会や環境教育イベント、講
昆虫標本作り
2018年に昆虫はかせネットワーク 演や総合学習の支援、昆虫の調
を設立。昆虫少年少女の育成の 査・研究の相談など。
ため、観察会などを開催。

小,中,高,青,
成,齢,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

農家

毒物劇物取扱責任者

S49年 巻町農協入組
H24年 越後中央農協退職
この間、主に園芸作物の営農指
導と販売を担当
H24年より、アスパラガスとイチジク
の栽培を開始
R2よりイチジク専業 イチジク栽培
開始希望者に対してＪＡ普及所と
共に「イチジク塾」を開催

近くの野菜栽培者や農産物直売 ●R2 ＪＡ越後中央 いちじく塾
所出荷者に対して、質問等があっ
たときアドバイス
R2より「イチジク塾」塾長

全て

蒲

新潟県立がんセンター新潟病院
消化器外科部長

外科学会外科専門医
消化器外科学会認定医
日本大腸肛門病学会専門医
日本がん治療認定医機構暫定教
育医
日本内視鏡外科学会消化器・一
般外科領域技術認定医

●H30 最新の大腸癌診療-1 -外
1999年4月から、新潟県立がんセ
科治療・抗癌剤治療ンター新潟病院に勤務。
大腸癌治療（外科治療・抗癌剤
大腸癌治療（外科治療・抗癌剤 治療）
治療）に係わってきました。

成,齢,男,女

造園・園芸業 専務取締役 庭
師・造園家

1級造園技能士・1級造園施工管
理技士・1級園芸装飾技能士・樹
木医補・新潟市花育マスター

森林生態、環境園芸、造園分野
を学び、北米及び日本のフィール
ドで実践を積む。新潟市旧齋藤
家別邸では専属庭師を務めた
他、スウェーデン・ウプサラ大学での
作庭展示、デンマークでの技術講
習及び講演会、同国・フレソ市文
化会館における作庭なども行う。

園芸（お花の植え方、育て方な
ど）・造園（剪定・植物管理方法
全般など）分野に関する専門的
知識及び技術を一般の方にもわ
かりやすく、解説や技術講習など
を行っている。また新潟の庭園の
解説（日本語・英語二ヵ国語対
応可）も行う。園芸・造園を通して
楽しく、豊かな生活・暮らしを創造
をできるようサポートを行っている。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H30 四季を通じた庭の管理、太平
洋岸北西部と日本の庭園における私
の経験、キャリア教育授業「造園家か
らのメッセージ」

全て

全市

新潟大学教授
理学博士（九州大学）
国立環境研究所 主任研究員
（1991~2009 ）
新潟大学朱鷺・自然再生学セン
ター教授（2009~2019)
新潟大学佐渡自然共生科学セ
ンター教授（2019~現在）

●H29 トキが暮らす佐渡の自然と人
これまで、鳥類の生活史戦略に
間
関する研究、希少鳥類の保全生
●H30 トキの未来を語る、トキの再導
態、熱帯鳥類群集に関する研究
入はどこまで達成したか？
等、鳥類の生態に関する研究を
行ってきた。現在は、トキの野生
復帰に関する研究に従事している

高,成,齢

新潟大学・教授

博士（学術）

1984年，新潟大学大学院を修
了，新潟県庁入り。主に林業試
験場（現：森林研究所）で多雪地
帯の森林管理について研究。
1996年，新潟大学に移り，現
在，自然科学系（農学部）教授。
専門は森林学・生態学で，森林
生態系における生物間相互作用
の解明や積雪地帯における生物
多様性を意識した森林管理技術
を教育，研究。

生態系における生物間相互作用
の仕組みと役割や，積雪地帯に
おける生物多様性を意識した森
林管理技術についての研究，その
成果に基づく野生生物と共存でき
る地域のあるべき生態系の復元
や森造り，ツキノワグマ，ニホンジカ
などの大型哺乳類による森林被
害などの人間活動との軋轢の防
除について，講演および現地観察
会など。

全市

●R1 ツキノワグマの生態－東蒲での
調査からわかってきたこと－、ブナ林の
成り立ちが野鳥のすみかをつくる！？
●R2 森林から黙示録－山の生き物
たちは警告する－

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟薬科大学薬学部臨床薬学研
究室 教授
1984年新潟薬科大学卒業、
1989年財団法人太田綜合病院
（郡山市）勤務、2000年博士（薬
学）取得、2006年新潟薬科大学
1999年日本医療薬学会指導薬剤 薬学部臨床薬学研究室 准教
師、2001年日本糖尿病療養指導 授、2006年～2007年新津医療
士、2016年日本くすりと糖尿病学会 センター病院薬剤部長（兼務）
2012年新潟薬科大学薬学部臨
糖尿病薬物療法認定薬剤師、
床薬学研究室 教授
2017年日本集団災害医学会
PhDLSプロバイダー

医薬品の適正使用、医療安全な ●H30 新潟薬科大学 健康自立講
どの臨床薬学分野。さらに、糖尿 座「糖尿病治療の基本とくすりの効き
病薬物療法、特にインスリンなど 方」
の自己注射製剤や注射針に関す
る臨床開発や臨床での適正使用
について研究しています。

青,成,齢

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）

歯科医師

三,新,加,燕,
五,阿,胎

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

成,齢,男,女

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

1998年 九州歯科大学卒業
2002年 九州歯科大学大学院修
了
2002年 財）長寿科学振興財団
リサーチ・レジデント
口腔乾燥症、味覚障害、口腔機
2005年 新潟大学医歯学総合病
能向上
院 加齢歯科診療室 助教（現
口腔リハビリテーション科）
2015年 新潟大学医歯学総合病
院 口腔リハビリテーション科 病
院講師

新潟大学大学院医歯学総合研究
1994年3月新潟大学歯学部卒
科 教授
業
1998年3月新潟大学大学院歯
学研究科修了
1998年4月新潟大学歯学部助
・高齢者の健康
手
・口腔機能
2004年9月新潟大学医歯学総
・摂食嚥下障害
合病院講師
2006年10月新潟大学大学院医
歯学総合研究科助教授
2008年4月新潟大学大学院医
歯学総合研究科教授

●R1 摂食嚥下とフレイル、人生100
年を生きるためのリテラシー～食を通じ
て考える～、摂食・嚥下セミナー

全て

整形外科医師、新潟医療福祉大
学健康スポーツ学科 教授

全市

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

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

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

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟大学脳研究所 遺伝子機能
解析学分野 助教

日本内科学会：総合内科専門医、
日本神経学会：専門医・指導医、
日本認知症学会：代議員・若手研
究者委員・専門医・指導医、
Alzheimer's Association
(International Society to Advance
Alzheimer's Research and
Treatment)：Professional
Member、PLOS ONE誌：Academic
Editor

2000年3月 新潟大学 医学部医学科
卒業
2009年3月 新潟大学大学院 医歯学総
合研究科 修了（医学博士取得）
2010年4月 米国カリフォルニア大学サン
ディエゴ校 神経科学分野 博士研究員
2012年10月 新潟大学 医歯学総合病
院 神経内科 特任助教
2014年4月 新潟大学 研究推進機構
超域学術院 助教
2017年4月 新潟大学 脳研究所 生命
科学リソース研究センター
遺伝子機能解析学分野 特任
助教
2018年4月 新潟大学 脳研究所 生命
科学リソース研究センター
遺伝子機能解析学分野 助教
（現職）
2018年10月 第37回日本認知症学会学
術集会 学会奨励賞（最優秀演題）

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

医師 新潟大学大学院 医歯学
総合研究科 腎泌尿器病態学分
野 准教授・移植医療センター 副 1987年 新潟大学医学部医学
部長
科 卒業 医籍登録
1994年 新潟大学大学院医学
研究科 博士課程修了 医学博
士
1998年 米国マサチューセッツ総
日本国医師免許
日本泌尿器科学会専門医・指導 合病院移植外科
2015年 新潟大学大学院 腎泌
医
尿器病態学分野 准教授
日本移植学会 移植認定医
日本臨床腎移植学会 腎移植認 2020年 新潟大学医歯学総合
病院 病院教授
定医

1990年 3月新潟大学大学院卒
内科医師・斎藤内科クリニック院長 業
1990年10月米国アラバマ大バーミ
ンハム校微生物学客員助教授
1994年11月斎藤内科クリニック開
業
2015年 5月新潟県小規模多機
能型居宅介護事業者協議会会
長
医学博士、新潟県小規模多機能 2017年 4月昭和大学歯学部総
型居宅介護事業者協議会会長
合診療歯科部門兼任講師
その他 新潟大学大学院保健学
研究科非常勤講師、新潟医療
技術専門学校非常勤講師

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

認知症、特にアルツハイマー病に
関する臨床および基礎研究

●H30 アルツハイマー病治療のいま、
これから
●R1 五泉市認知症講演会 知って
おきたい”認知症”
●R2 ロコモと認知症の深い関係

中,高,青,成,
齢,男,女

全市

青,成,齢

全市

全て

全市

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

新潟大学泌尿器科医師として泌
尿器科医療に従事しているが、
中でも特に腎移植を専門領域と
しており現在までに約700件の腎
移植を行っている。わが国では未
だ一般的ではない臓器提供の問
題も含め広く臓器移植医療全般
に関する普及啓発活動にも力を
入れている。

平成24年高齢者を支える地域包
括ケア概念が示され、平成29年5
月には支援を必要とするすべての
人たちへとケアシステムが強化さ
れ、地域共生社会の仕組み作り
が整いました。地域、人、制度が
統合され、在宅医療は「治す」か
ら「支える」医療、上位概念として
の「在宅ケア」を生活圏域内で実
現する活動を行っています。

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●R1 くらしの中で 輝くいのちを考え
る～住み慣れた地域で最期まで生き
るために、在宅ホスピスボランティア
●R2 医療と介護における小規模多
機能の役割

小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

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

（株）グリーンズグリーン代表取締役 新潟大学農学部卒富山医科薬
科大学（現富山大学）博士課程
卒、医学博士、元新潟大学客員
教授、元新潟薬科大学客員教
授
民間でワクチンの製造研究に従
医学博士
事、ウイルス学、免疫学、臨床化
健康管理士
学学、専門。現在、地球温暖化
予防医療診断士
対策として苔の効能効果を研究
実践健康経営指導士
中。
盆栽士
植物の光合成によるCO2削減に
書道師範
ついて研究中

免疫学、ウイルス学、臨床化学を
ベースにして、予防医学に関する
具体的な知見を基に、未病対策
法の浸透をはかる。さらに健康管
理士、実践健康経営指導士とし
て、職場の健康増進とその対策に
ついての管理指導を実施する。未
病対策（人間、植物とも）、園芸
療法、インフルエンザ対策、植物
の効能効果

●H29 未病対策、バイオが開く未来
の農業、バイオ技術で町の活性化
●H30 地球温暖化対策
●R2 苔の効能効果、苔アート その
効能

成,齢

中,秋

五,阿

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

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

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

三,新,加,燕,
五,阿,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

新潟県立がんセンター新潟病院
消化器外科部長

外科学会外科専門医
消化器外科学会認定医
日本大腸肛門病学会専門医
日本がん治療認定医機構暫定教
育医
日本内視鏡外科学会消化器・一
般外科領域技術認定医

●H30 最新の大腸癌診療-1 -外
1999年4月から、新潟県立がんセ
科治療・抗癌剤治療ンター新潟病院に勤務。
大腸癌治療（外科治療・抗癌剤
大腸癌治療（外科治療・抗癌剤 治療）
治療）に係わってきました。

成,齢,男,女

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟県立がんセンター新潟病院医
師・緩和ケア科部長
自治医科大学卒業、新潟大学
医学部第一外科入局。消化器
外科医として県内の病院に勤
務。外科医として最後の勤務先と
なった新潟逓信病院で、緩和ケア
の理想と現実に悩み平成19年白
根大通病院ホスピス科に入職。
日本緩和医療学会緩和医療専門 元聖隷ホスピス長 故千原明氏
医
に師事。平成22年県立加茂病
日本外科学会外科認定医
院緩和ケア科・一般内科部長。
平成28年現職。

（株）新潟ＴＬＯ代表取締役、（株）
UniBio(ユニバイオ）代表取締役
新潟大学S40卒業、（株）荏原製
作所入社。米国駐在16年間、中
国駐在4年間。（株）新潟ＴＬＯ社
長H16～現在、（株）UniBio H23
（株）UniBio設立。
海外とのビジネス経験（約30年
間）を生かし、産学官連携の仕事
特になし。過去に新潟大学客員教 をH16より継続するなかで新潟県
授を経験。産学連携を通じ、文部 に植物バイオの技術を導入し、産
科学大臣賞受賞（H18）
業活性化、革新技術を通じ地方
創生に貢献したい。

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

比較的新しい医療の分野である
緩和ケアについて、終末期医療と
しての側面だけではなく、疾患の
全ての時期(診断早期・治療期・
治療終了後・看取り期)に共通す
る医療の根本的な要素であること
を実践し、医療者・一般市民の
皆様に伝えています。

●H30 「アドバンス・ケア・プランニング～不確実
性の共有～」「がん診療における意思決定支
援」「腫瘍と緩和を考える会」「アドバンス・ケア・プ
ランニング～不確実性を共有する～」「医師とし
てアドバンスケアプランニングを勧める理由」「がん
消化器症状緩和におけるIVR・薬物・外科的治
療の位置づけ一日本緩和医療学会消化器症
状ガイドラインで伝えたいこと一」
●R1 「当院での強オピオイドの使い分け」「がん
センター新潟病院緩和ケアチームによる疼痛緩
和の実際」「アドバンス・ケア・プランニング 同じも
のを見ているはず・です」「がん患者の神経蹄害
性疼痛」
●R2 「ACP 人生会議について」「アドバンス・ケ
ア・プランニングの成立と現状ー緩和ケアにおける
ACPの役割ー」

小,中,高,青,
成,齢,男,女,
親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

成,齢,男,女

全市

三,新,

20年以上の海外生活で経験した
異文化の中でいろいろな人種、国
籍の人たちと如何に仲良く仕事を
していくかを米国、中東、中国、東
欧の人々と経験しました。
H16年以来、産学官の連携の仕
事を通じ、新潟県の若い人達に
新しい産業（植物バイオの技術）
を通じ、地方活性化に取り組んで
来ています。
新しい化粧品原料や再生医療に
用いる、アニマルフリーの試薬開発
と製造・販売の活動と産学官連
携実施中。

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

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

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

造園業 公園管理運営業務

・1級ビオトープ施工管理士
・2級ビオトープ計画管理士
・公園管理運営士
・1級造園施工管理技士
・技術士補（森林部門）
・環境カウンセラー（※資格ではあり
ません）

新潟大学 農学部 生産環境科
学科、新潟大学大学院 自然科
学研究科（博士前期課程）にて
森林生態系や昆虫の生態につい
て調査研究に没頭し、現在でも
野良研究科として生物の調査研
究を継続しています。現在は株式
会社アール・ケー・イーの環境事業
部で公園の管理運営業務に携
わっています。

●H30 平成30年度愛鳥学習会
●R1 ちょ～生きもの発表会、関屋
自身がこれまでに実施してきた動
モーニングサロン
植物の調査研究経験をもとに、
実習や勉強会の講師をしていま
す。

小,中,高,青,
成,齢,男,女,
親

全市

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

会社員

樹木、園芸植物の相談員

樹木の診断、園芸植物の相談

樹木医

2009年に新潟県地球温暖化防止
活動推進員およびNPO法人エコネッ
トにいがたの役員に就任以来、主と
して「新潟県地球温暖化防止活動
推進センター」の講師として新潟県
亀田製菓(株)取締役経営企画 下各地で地球温暖化防止の啓発
室長、新潟輸送（株）取締役社 活動を行ってきた。また「新潟市環 ●H29～30 「優しいグリーンカーテンの
長、新潟県トラック協会理事、新 境政策課」や公民館と協働で新潟 つくり方講座」、「知って得する家庭の
潟地方交通共済協同組合理事 市内の学校、地域、事業所で上記 省エネ講座」
長、新潟市北区自治協議会委 と同様な活動を毎年実施してきた。
具体的な活動内容は以下の通り。
地球温暖化防止communicator（コ 員、新潟市立早通中学校地域 ◆成人向け講演「優しいグリーンカー
ミュニケーター）、新潟県地球温暖化 教育コーディネーター
テンのつくり方講座」「安全運転・エコ
上記はいずれも現在は退職
防止活動推進員
ドライブ講座」「知って得する家庭の
省エネガイド」◆学校、幼保児対象
「地域と学校を結ぶ環境保全活動」
三,新,加,燕,
「私たちの暮らしと地球温暖化」「み
全て
全市
五,阿,胎
んなの地球（幼児向け3編）」

NPO法人エコネットにいがた理事長
新潟県地球温暖化防止活動推進
員

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）
首都圏の難関中学受験塾、およ
実践行動学研究所理事
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
米国CTI認定プロフェッショナル・コー グラムの開発とファシリテーターの養
チ（CPCC）
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

小,中,高,青,
成,男,女,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟大学災害・復興科学研究所
教授

博士（理学）、気象予報士

1985年 北海道大学理学部地
球物理学科卒業
1987年 北海道大学大学院理
学研究科修士課程地球物理学
専攻修了
1989年 （財）鉄道総合技術研
究所 研究員
●R1 雪崩や融雪の災害をもたらす
1998年 同 防災技術研究部
雪と雨のはなし
雪と氷の科学、雪氷防災に関す
主任研究員
ること、地球温暖化関係など。
2004年 新潟大学積雪地域災
害研究センター 助教授
2006年 新潟大学災害復興科
学センター 准教授
2011年 新潟大学災害・復興科
学研究所 准教授
三,新,加,燕,
2016年 新潟大学災害・復興科
全て
全市
五,阿,胎
学研究所 教授

（株）グリーンズグリーン代表取締役 新潟大学農学部卒富山医科薬
科大学（現富山大学）博士課程
卒、医学博士、元新潟大学客員
教授、元新潟薬科大学客員教
授
民間でワクチンの製造研究に従
医学博士
事、ウイルス学、免疫学、臨床化
健康管理士
学学、専門。現在、地球温暖化
予防医療診断士
対策として苔の効能効果を研究
実践健康経営指導士
中。
盆栽士
植物の光合成によるCO2削減に
書道師範
ついて研究中

免疫学、ウイルス学、臨床化学を
ベースにして、予防医学に関する
具体的な知見を基に、未病対策
法の浸透をはかる。さらに健康管
理士、実践健康経営指導士とし
て、職場の健康増進とその対策に
ついての管理指導を実施する。未
病対策（人間、植物とも）、園芸
療法、インフルエンザ対策、植物
の効能効果

●H29 未病対策、バイオが開く未来
の農業、バイオ技術で町の活性化
●H30 地球温暖化対策
●R2 苔の効能効果、苔アート その
効能

成,齢

博士（理学）
2級ビオトープ管理士（施工）

中,秋

五,阿

●R1 親子昆虫かんさつ会、まちキャ
北海道大学大学院で昆虫の研
ンこども大学「昆虫採集に夢中！」、
究で博士号取得。博士（理学）。 観察会や環境教育イベント、講
昆虫標本作り
2018年に昆虫はかせネットワーク 演や総合学習の支援、昆虫の調
を設立。昆虫少年少女の育成の 査・研究の相談など。
ため、観察会などを開催。

小,中,高,青,
成,齢,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

農家
東京農大を卒業し、東京でのサラ
リーマンを経験後、妻とともにUター
ン就農。３児の父。子どもの頃に
食べたものの味・感動した体験
は、決して忘れない…。という想い 菌ちゃん元気野菜づくり、農業の
で、農業経営をしている。Akiha森 良さを伝える活動
のようちえんを運営するNPOアキハ
新潟県指導農業士、菌ちゃん元気 ロハス理事、菌ちゃん元気野菜づ
野菜づくりアドバイザー
くりを広める、NPOにいがた農えん
隊理事長。

●R1 人生に農のある暮らしを、大学
生だった自分へのメッセージ

小,中,高,青,
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。

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。

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

造園・園芸業 専務取締役 庭
師・造園家

1級造園技能士・1級造園施工管
理技士・1級園芸装飾技能士・樹
木医補・新潟市花育マスター

森林生態、環境園芸、造園分野
を学び、北米及び日本のフィール
ドで実践を積む。新潟市旧齋藤
家別邸では専属庭師を務めた
他、スウェーデン・ウプサラ大学での
作庭展示、デンマークでの技術講
習及び講演会、同国・フレソ市文
化会館における作庭なども行う。

園芸（お花の植え方、育て方な
ど）・造園（剪定・植物管理方法
全般など）分野に関する専門的
知識及び技術を一般の方にもわ
かりやすく、解説や技術講習など
を行っている。また新潟の庭園の
解説（日本語・英語二ヵ国語対
応可）も行う。園芸・造園を通して
楽しく、豊かな生活・暮らしを創造
をできるようサポートを行っている。

●H30 四季を通じた庭の管理、太平
洋岸北西部と日本の庭園における私
の経験、キャリア教育授業「造園家か
らのメッセージ」

全て

新潟大学・教授

博士（学術）

1984年，新潟大学大学院を修
了，新潟県庁入り。主に林業試
験場（現：森林研究所）で多雪地
帯の森林管理について研究。
1996年，新潟大学に移り，現
在，自然科学系（農学部）教授。
専門は森林学・生態学で，森林
生態系における生物間相互作用
の解明や積雪地帯における生物
多様性を意識した森林管理技術
を教育，研究。

生態系における生物間相互作用
の仕組みと役割や，積雪地帯に
おける生物多様性を意識した森
林管理技術についての研究，その
成果に基づく野生生物と共存でき
る地域のあるべき生態系の復元
や森造り，ツキノワグマ，ニホンジカ
などの大型哺乳類による森林被
害などの人間活動との軋轢の防
除について，講演および現地観察
会など。

全市

●R1 ツキノワグマの生態－東蒲での
調査からわかってきたこと－、ブナ林の
成り立ちが野鳥のすみかをつくる！？
●R2 森林から黙示録－山の生き物
たちは警告する－

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

農業

●H30 よみがえれ松林！
1995年より農業をはじめる。有機
●R1 田んぼとお米作りと生きものに
稲作と平飼養鶏を組み合わせた 自然栽培の米作り、平飼養鶏、
ついて
複合農業に取り組む。2010年より 自然環境と調和する農業につい
肥料も農薬も使わない自然栽培 ての実践と講義
の稲作に取り組む。
自然栽培新潟研究会代表

小,中,高,青,
成

全市

新,阿

2009年に新潟県地球温暖化防止
活動推進員およびNPO法人エコネッ
トにいがたの役員に就任以来、主と
して「新潟県地球温暖化防止活動
推進センター」の講師として新潟県
亀田製菓(株)取締役経営企画 下各地で地球温暖化防止の啓発
室長、新潟輸送（株）取締役社 活動を行ってきた。また「新潟市環 ●H29～30 「優しいグリーンカーテンの
長、新潟県トラック協会理事、新 境政策課」や公民館と協働で新潟 つくり方講座」、「知って得する家庭の
潟地方交通共済協同組合理事 市内の学校、地域、事業所で上記 省エネ講座」
長、新潟市北区自治協議会委 と同様な活動を毎年実施してきた。
具体的な活動内容は以下の通り。
地球温暖化防止communicator（コ 員、新潟市立早通中学校地域 ◆成人向け講演「優しいグリーンカー
ミュニケーター）、新潟県地球温暖化 教育コーディネーター
テンのつくり方講座」「安全運転・エコ
上記はいずれも現在は退職
防止活動推進員
ドライブ講座」「知って得する家庭の
省エネガイド」◆学校、幼保児対象
「地域と学校を結ぶ環境保全活動」
三,新,加,燕,
「私たちの暮らしと地球温暖化」「み
全て
全市
五,阿,胎
んなの地球（幼児向け3編）」

NPO法人エコネットにいがた理事長
新潟県地球温暖化防止活動推進
員

新潟大学教授
理学博士（九州大学）
国立環境研究所 主任研究員
（1991~2009 ）
新潟大学朱鷺・自然再生学セン
ター教授（2009~2019)
新潟大学佐渡自然共生科学セ
ンター教授（2019~現在）

●H29 トキが暮らす佐渡の自然と人
これまで、鳥類の生活史戦略に
間
関する研究、希少鳥類の保全生
●H30 トキの未来を語る、トキの再導
態、熱帯鳥類群集に関する研究
入はどこまで達成したか？
等、鳥類の生態に関する研究を
行ってきた。現在は、トキの野生
復帰に関する研究に従事している

高,成,齢

全市

産業・技術・情報化

自営業

1984年 京都市工業試験場窯
業専修科修了
京都市認定伝統工芸士となる

陶芸の基本から楽しみ方まで、全 ●R2 夏休み親子陶芸教室
般を指導可能。
対象者は、子どもから成人～障が
い者まで幅広く対応できる

京都市認定伝統工芸士

小,中,高,齢,
親

農業

全耕地（水田2ha）JAS有機認証

加茂農林高等学校農業土木課
程卒業
栄町役場ー合併後ー三条市農
林課課長補佐ー地産地消推進
室長
三条まんま塾副会長 新潟県有
機稲作ねっとわーく代表
三条市有機農業連絡協議会事
務局長
三条市栄広域協定（農水省多
面的機能支払交付金事業）事
務局長

全市

広域協定（農水省多面的機能
支払交付金事業）での有機農業 ●H29 有機農業の取り組み
講話
●R1 農を支える市民づくり～地場
食と農について食育推進とコラボ 型学校給食と食育～
した講話
過去に取り組んだ水田における除
草技術の紹介及び最新技術情
報

青,成

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

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

ドリリング・エンジニア（石油ガス井掘
さくと仕上げの技術者）

丙種上級鉱山保安技術職員

1976年 3月 秋田大学鉱山学部
／1976年 4月帝国石油入社
1993年-1995年 ドリリング・スー
2016年頃 本邦石油掘削史略
パーインテンデント（作井課長）西
（石油技術協会誌第81巻第6
トンハイ石油（主な勤務地，中国
号）の執筆と説明（ポスター発表）
温州）／2008年 6月-9月 イラク
人研修生教育担当／2019 年 3
月 定年退職

●R1 第11回市民講演会「新津油
田金津鉱場跡」の史跡指定を祝し
て、新津油田に見る石油掘削の移り
変わり

全て

東,中,江,秋,
三,加,燕,五,
南,西,蒲

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

農業

昭和２８年３月２１日生
昭和４６年 県立興農館高校卒業専業
昭和４６年 旧笹岡農協(現、ささかみ農協)入
協、爾来、営農指導 一筋
昭和５０年 農水省通信農業大学校卒業
昭和５６年 首都圏コープ(現、パルシステム)と
交流事業開始
昭和６３年 特別栽培米開始
平成 ３年 ふるさと創生資金を活用し堆肥セ
ンター建設に従事
平成 ９年 有機栽培開始
平成１４年 大豆加工体験施設(豆腐工場)
建設に従事
平成１６年 ＮＰＯ『食農ネットささかみ』設立
平成１８年 オリザささかみ自然塾・夢の谷
ファーム設立
平成１９年末 ＪＡささかみ退職
平成２０年 イトミミズ神社・エゴマの搾油所を
建設
平成２５年 有機農業研究会【ささlab】設立
現 在
・ＮＰＯ『食農ネットささかみ』顧問

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

新潟県認定「なりわいの匠」

一、昭和37年農業高校卒、就農
一、減反政策から蕎麦の作付を
始める
一、平成8年から蕎麦打ちを始め
る
一、平成15年観光協会主催で
新蕎麦祭りを始める
一、平成20年新潟県「なりわいの
匠」に認定される。各講習会や高
校の蕎麦授業を行う。
一、赤い蕎麦の作付も始める

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。
全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H29～R2 石川県輪島市門前町
蕎麦祭り、いわむろや 巻観光協会新
一、蕎麦について一般的な内容、 蕎麦祭り、巻総合高校蕎麦打ち授
栽培等について
業、中之口・寺泊・西川・巻等公民館
一、蕎麦の打ち方についての指導 他蕎麦打ち講習会
一、蕎麦のゆで方についての話、
指導

全て

情報通信産業で４０年余従事し
た後６０歳から広義でいう「林業」
に従事、林業産業の下流部「木
をくらしに生かす」という分野で活
動してます。
「教育・福祉に着目した木の生か
し方」をテーマに、子どもたちが木
に触れる木工を通じて、くらしに木
をつかう事の大切さを啓発してい
る。

阿

専業で妻と息子夫婦で、水稲・エゴマを
中心に有機栽培を実施。経営面積は水
稲自作地、水稲借入地、畑借入地の計
約10ha。内訳は水稲(うち古代米あり)エ
ゴマ、エゴマの輸作で菜種・ライ麦・露地
野菜。他にヤギとニワトリを飼育。うち水稲
有機栽培、特別栽培(化学肥料削減
99%・農薬削減75%)を作付。エゴマ・野菜 ●R1 にいがた市民大学「農と食で地
も無農薬・無化学肥料栽培で有機を始 域をプロデュース」
めて20余年、生き物がどんどん増えこの上
なく楽しい。販売に関しては、パルシステム
(生協)とＪＡささかみが40年前より産直・交
流事業を開始しており、ＪＡ管内のコシヒカ
リ・我が家のコシヒカリもほぼ全量を産直。
近くの消費者と一緒になって耕作放棄地
を復活し、即、有機栽培にチャレンジし
年々面積を増やしている。我が家の年間
有機自給率、推定71％。(食材は我が家 小,中,高,青,
三,新,加,燕,
から半径1kｍ以内からの調達を心がけ
成,齢,障,男,
全市
五,阿,胎
る。)
女,親

青,成

農業、新潟県指導農業士

全市

南,西,蒲

燕,

出前木工体験教室をしています。 ●R2 杉のおはしづくり 間伐材で和
幼稚園や学校などの教育機関、 のあかりづくり なんちゃってカメラ 木工
公民館などの社会教育機関、科 教室 その他いろいろ
学館やふるさと村などの公的な建
物の他、イベント会場で木工体験
をしている。

乳,小,中,障

全市

三,新,五

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

●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

全市

農家
東京農大を卒業し、東京でのサラ
リーマンを経験後、妻とともにUター
ン就農。３児の父。子どもの頃に
食べたものの味・感動した体験
は、決して忘れない…。という想い 菌ちゃん元気野菜づくり、農業の
で、農業経営をしている。Akiha森 良さを伝える活動
のようちえんを運営するNPOアキハ
新潟県指導農業士、菌ちゃん元気 ロハス理事、菌ちゃん元気野菜づ
野菜づくりアドバイザー
くりを広める、NPOにいがた農えん
隊理事長。

●R1 人生に農のある暮らしを、大学
生だった自分へのメッセージ

小,中,高,青,
親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

農家

毒物劇物取扱責任者

S49年 巻町農協入組
H24年 越後中央農協退職
この間、主に園芸作物の営農指
導と販売を担当
H24年より、アスパラガスとイチジク
の栽培を開始
R2よりイチジク専業 イチジク栽培
開始希望者に対してＪＡ普及所と
共に「イチジク塾」を開催

近くの野菜栽培者や農産物直売 ●R2 ＪＡ越後中央 いちじく塾
所出荷者に対して、質問等があっ
たときアドバイス
R2より「イチジク塾」塾長

全て

蒲

農業

スーパーマーケット水産部門勤務
を11年経験後、妻と2人で新規就
無農薬栽培農産物の生産、販
農。現在は農薬不使用栽培に取
売。
り組み、野菜や稲を育てている。
鶏の平飼い養鶏も行い、循環型
農業を目標とする。

●R1 自然栽培の実践と楽しみ

高,青,成,齢

新潟大学・教授

博士（学術）

1984年，新潟大学大学院を修
了，新潟県庁入り。主に林業試
験場（現：森林研究所）で多雪地
帯の森林管理について研究。
1996年，新潟大学に移り，現
在，自然科学系（農学部）教授。
専門は森林学・生態学で，森林
生態系における生物間相互作用
の解明や積雪地帯における生物
多様性を意識した森林管理技術
を教育，研究。

生態系における生物間相互作用
の仕組みと役割や，積雪地帯に
おける生物多様性を意識した森
林管理技術についての研究，その
成果に基づく野生生物と共存でき
る地域のあるべき生態系の復元
や森造り，ツキノワグマ，ニホンジカ
などの大型哺乳類による森林被
害などの人間活動との軋轢の防
除について，講演および現地観察
会など。

全市

●R1 ツキノワグマの生態－東蒲での
調査からわかってきたこと－、ブナ林の
成り立ちが野鳥のすみかをつくる！？
●R2 森林から黙示録－山の生き物
たちは警告する－

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

農業

●H30 よみがえれ松林！
1995年より農業をはじめる。有機
●R1 田んぼとお米作りと生きものに
稲作と平飼養鶏を組み合わせた 自然栽培の米作り、平飼養鶏、
ついて
複合農業に取り組む。2010年より 自然環境と調和する農業につい
肥料も農薬も使わない自然栽培 ての実践と講義
の稲作に取り組む。
自然栽培新潟研究会代表

小,中,高,青,
成

山﨑糀屋株式会社代表取締役
・津川町議会議員
・45才から世界14ヵ国食について
旅した。
・新潟薬科大との共同研究
・三つの学会で共同研究発表
・日本の発酵について講演活動
・NHKBSワールドにて世界16ヵ国
で放映
・雑誌、TVに取り上げてます。

1942年生まれ・元新潟県職員と
して農業、農村振興の業務に関
わり、農産物の生産と市場流通、
そして直売活動を通じた消費者と
・農業改良普及員・農業専門技術 の交流などの指導助言を行ってき
ました。
員・グリーンツーリズムインストラク
ター・なりわいの匠

創業１５０年余になります。
昔からの伝統食は素晴らしいが、
現在では熱処理し生きた食品は
スーパーにはありません。昔はみん
な手造りでした。ですから、がん、
認知症、アレルギーは少ないで
す。利益優先の死んだ食品から
脱却し、日本の農業の力で医療
費削減をし、１００才まで元気
で！今の１００才の方々は、昔づく
りの食をしていたのですから。見直
そう食を、子や孫のために。

全市

新,阿

●H28 「親子で行く！阿賀野川流域
ほんもの体験ツアー」糀座学
●H29 驚くべき糀の力
●H30 「よりよい食生活を目指して」

小,中,高,青,
成,齢,男,女,
親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

小,成,齢

南,西,蒲

三,燕,

・野菜の栽培技術やひょうたんの
装飾技術は依頼者が用意された
会場で解説と実演をいたします。
・都市と農村の交流は計画の策
定や農業・農村体験の実際を助
言します。

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
(社)日本生産性本部認定日本経 企画のスタッフ業務に携わる。企
営品質賞セルフアセッサー
業理念と人生理念の実現を一致
(社)日本生産性本部認定ベンチ
させた経営を支援する社会教育
マーキングインストラクター
者としての使命を自覚し、３７歳の
ＮＰＯ内部統制評価機構認定内部 時、（株）総合教育研究所を設
統制評価者
立。幸援家として現在に至る。
ＮＰＯ日本メンター協会公認パート
ナー等

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

中,高,青,成,
齢,男,女

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

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

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。

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

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●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

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

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

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

三,新,加,燕,
五,阿,胎

日本手まりの会 講師

日本手まりの会師範

平成11年 本科、高等科資格取
得認定
平成13年 師範科 資格取得認
定
平成21年 加茂手まり教室開設
平成23年 新潟日報カルチャーセ
ンター 手まり教室開設
令和2年 豊栄地区公民館 手
まり教室開設（11月7日から）

計算された幾何学模様と、手の
中にふんわり収まる温かさが気持
ちを穏やかにしてくれる伝承の手ま
り。ひと針ひと針丁寧にかがると想
像を超える美しい模様が描き出さ
れ感動を呼びます。体験してみま
せんか。

小,中,高,青,
北,東,中,江
成,齢,女,親

新

自営業

1984年 京都市工業試験場窯
業専修科修了
京都市認定伝統工芸士となる

陶芸の基本から楽しみ方まで、全 ●R2 夏休み親子陶芸教室
般を指導可能。
対象者は、子どもから成人～障が
い者まで幅広く対応できる

京都市認定伝統工芸士

小,中,高,齢,
親

全市

●H29～H30 卓話「伝統行事・白根
大凧合戦」
●H30 「伝統行事・白根大凧合戦」
２００３年４月から２０１４年３月ま 学校の伝統行事講座で凧の話や 「日本の凧と和凧作り教室」
で、「しろね大凧と歴史の館」勤務 各地の凧イベントの協力。
にいがた「なりわいの匠」、
日本の凧の会・会員

青,成,他

陶芸家 きもの着付講師

新潟市家庭教育相談員講座終
了。自殺予防電話相談員経験あ
り。

武蔵野美術大学短期大学部卒
業。1991年新潟市に開窯。朝日
陶芸展、日本現代工芸奨励賞、
日展入選4回、雪梁舎賞など。
子供創作館、特別支援学級、教
育相談センター等で定期的に指
導。保育園行事、子ども会、個
人の指導もいたします。

陶芸－1回、2回、数回講座で皿
や壁飾りを作ります。カラフルで上
手にできるので達成感があり、人
から誉められるので喜びや、作品を
大切にする心も生まれます。幼児
から高齢者まで、障がいやその日
の心理状態に配慮しながら指導
します。陶芸クラブ、特別支援学
級の授業、親子教室、敬老会な
ども指導いたします。素焼き、本
焼は当方にお任せください。焼き
上がった作品をお渡しします。
着付け－1回、2回、定期など。ま
つり前の浴衣、茶道部、公民館
活動など。

全市

●H29～R1 小学校「特別授業 陶
芸教室」
●H29～R2 小学校「特別授業 陶
芸教室」、こども園「親子陶芸教室」

全て

全市

小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

全市

会社員

小さい頃より白根大凧合戦に接
して、現在は大凧チームの一員と
して、大凧を製作し凧合戦に参
加しています。

三,新,加,燕,
五,阿,胎

参加者にA4サイズの紙に絵を描
いてもらい、それに竹と凧糸を使用
して凧を完成させ、実際に揚げさ
せてみる。

いけ花小原流家元教授 アグリクラ
フトインストラクター

いけばな歴50年になります

アグリクラフト、いけばな
児童センター、近所の子ども達、
老人ホームのボランティアをしてい
ます。

●R1 生花・アレンジメント（花）・アグリ
クラフト

小,中,高,青,
成,齢,障

北,中

●R1 アグリクラフト教室「お正月飾り
稲やハーブなど自然素材を中心に つくり」、にいがた「なりわいの匠」お正月
ハーブコーディネーター・ハーブ学習
使用したクラフトづくり
飾り教室、華やかなお正月かざり
指導員の資格を取得し、アグリク
ハーブコーディネーター（日本園芸協 ラフトインストラクターの研修を経て 主に「お正月飾り」「稲穂のクラフ
ト」「ハーブリース・スワッグ」「アロマ
会）
活動中
キャンドル」
ハーブ学習指導員（日本園芸協
会）
にいがた「なりわいの匠」（新潟県認
定）
小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

全市

三,加,燕,五,
阿,

建築家
一級建築士
建設会社勤務
2007年から折り紙建築作家の木
原隆明氏に師事し折り紙建築の
創作を始める。
2008年から家族と共にカプラブロッ
クを始める。

【折り紙建築・ポップアップカード作
り】
折り紙建築・ポップアップカードの ●H30～R1 折り紙建築ワークショップ
作り方の指導
【カプラブロック】
カプラブロックの作品作りの紹介と
参加者と共に色々な造形にチャレ
ンジする。
小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

一級建築士、設計事務所 主宰

中央区にて歴史的建造物の保
存活用で新潟が歴史を感じる町
にしたいという理念で活動する市
民グループ新潟まち遺産の会で
2004年より事務局として活動を続
ける。市民グループ亀田学会で袋
津担当として、地元袋津の魅力
価値を伝えるべくまち歩きなどの活
動を行う。地元小学校の総合学
習で袋津の歴史を子ども達に伝
える。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H29～R1 みんなのまち「袋津」のみ
まち歩きガイド。袋津の歴史を紹
りょく
介する講演会。新潟まち遺産の
会で活動してきた歴史的建造物
保存活動を紹介する講演会。

小,中,成,親

全市

（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

全市

三,新,加,燕,

（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

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟大学准教授
●H29 ロボットと生きる－ロボットの動
き－
東京都立大学博士課程修了
自動制御システム（ロボット，自動 ●H30～R1 ロボットが変える未来社
新潟大学勤務
運転車，ドローンなど）の研究を 会－ロボット大国日本－
その間カリフォルニア州立大学バー 行っている。AI，機械学習なども
クレイ校客員研究員
応用している。
工学博士

高,青,成

全市

三,新,燕,五,

インターネット利用アドバイザー
・青少年向け「インターネット安全
一般財団法人インターネット協会 利用について」「情報モラル」
（1999年から現在）
・保護者、教員、一般向け「子ど
新潟県内を中心に学校などで講 ものインターネット安全利用につい
インターネット利用アドバイザー
演活動（2009年から現在）
て」
ネットいじめ対応アドバイザー
東京都「インターネット・ゲームに関す 長岡市教育委員（2016年から現 ・シニア世代向け「インターネット安
在）
全利用について」
る家庭のルール作り」
・インターネットトラブル対策等
「eメディアリーダー」「ファシリテータ」養
成講座修了
中学校教諭（外国語・英語）

●H30 「大人が気になるスマホ・ＳＮＳ
のこと」
●R2 「情報モラルの現状とこれからに
ついて」、「withコロナ時代における子ど
ものインターネット利用を考える」、「子
育て学習出前講座」SNS・インターネッ
トの危険性や利用の仕方について

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

質問家 魔法の質問キッズインスト
ラクタートレーナー

魔法の質問キッズインストラクター

2012年から魔法の質問キッズイン
ストラクタートレーナーとして、小学
校や高校、PTA行事、専門学校
等で、出張授業を行う。
ゲームなどを交えて楽しく体験でき
る内容が好評。家庭や教育現場
ですぐに活用できるコミュニケーショ
ンについて講演・講座を行っていま
す。

〈質問家としての活動〉
コミュニケーション力講座。発問力
講座。朝活主催。
●R2 新・情報発信講座～コミュニ
魔法の質問を使った各種相談。 ティリーダーのためのSNS活用～
ホームページ：
http://www.minnamitene.com/
〈ITサポート〉
スマホ・タブレット相談（主に高齢
者向け）。SNS活用講座。
小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親,他

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

教授
新潟大学大学院工学研究科修
士課程を修了．博士（工学）．郵
政省通信総合研究所（現在，国
立研究開発法人 情報通信研究
ビッグデータ，AI（人工知能）に関
機構）を経て，2013年より新潟大
する教養，知識を講演や出前講
学自然科学系教授に着任．新
義を通じて普及させる．
潟大学ビッグデ－タアクティベ－
ション研究センター長，NPO法人
新潟情報通信研究所副理事
長，（株）アイセック顧問を兼務．

●H29 にいがた市民大学講座「ロボッ
トと生きる」：＜ロボットの知能＞認識
して判断する学習の仕組み
●H30 AIの進化によって社会はどう変
わるか？、スマートホームとオープンラボ

中,高,青,成

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

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

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

にいがた県内専門バスガイド

新潟交通バスガイド、新潟伊勢
丹案内係を経て、2003年に湯沢
町唯一の観光ガイドとなり、名物
ガイドとして地域観光に貢献。
2006年に観光カリスマに認定。
にいがた観光カリスマ、新潟県観光 2009年湯沢中学校にて、観光ガ
戦略会議委員、新潟県観光人材 イド講座講師を5年間担当。
育成セミナーコーディネーター、ＵＸ新 2017年にいがた県内専用バスガイ
潟テレビ21番組審議委員、温泉ソ ドとしてスタート。
ムリエ、日本酒ナビゲーター、米国Ｎ 2020年万代タクシーの専属観光
ＬＰ協会認定プラクティショナー、
ガイドタクシードライバーとしてデ
（財）教育研修コーチング協会・関 ビュー。
係療法師

おもてなしインストラクターとして、タ
クシードライバーや宿泊施設の
他、多岐にわたる異業種に、地域
●R1 まち歩き観光ガイドスキルアップ
の魅力や接客ホスピタリティ－を伝
講座、観光タクシードライバー研修会、
える他、自ら旅行商品を作り、販
観光ガイドの伝え方講座
売、乗務し他県からのお客さまに
新潟県の魅力を発信し続けてい
る。新人バスガイドの養成や、各
種イベントの司会、講演活動な
ど、全国に活躍の場を広げてい
る。
全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟郷土史研究会理事

・江戸時代からの湊町新潟におけ
る商人の歴史
博士（文学）新潟大学
・廻船問屋を中心とした商業や海
学芸員
運について
元新潟市旧齋藤家別邸副館長
・新潟県の鉄道史
・新潟花火の歴史

●H30 にいがた市民大学「開港都市
に選ばれた「新潟」第９回交通網の近
代化と新潟ー船から鉄道へー」
●R2 新津油田と中野家、廻船問
屋「当銀屋」の成長と北前船

高,青,成,齢,
男,女

全市

三,新,加,燕,
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

三,新,加,燕,
五,阿,胎

平成7年4月 新潟県醸造試験
場 入庁
平成28年4月 新潟県醸造試験 県内清酒産業の振興
場 場長
現在に至る

●R1 講演…土木学会関東支部新
潟会総会、日本酒フェア2019日本酒
セミナー、青葉工業会総会、関東信
越清酒協議会夏季ゼミナール、新潟
ゆかりの会、NCT30周年企画きき酒、
新潟商工会議所支社長・支店長・営
業所長等の交流懇談会、新潟大学
全学同窓会、糸魚川五醸の会勉強
会、社会保険委員大会、愛知県酒
造講習会
講義…新潟工科大学、にいがた市民
大学、シニアカレッジ新潟、新潟大学
公開講座、放送大学
成

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

文化・教養・趣味

新潟市こども創造センター長、下越
美術教育研究会顧問、新潟大学
美術教育研究会理事
公立学校美術教師・管理職、新
潟県立近代美術館副館長とし
美術館や美術作品の楽しみ方の
て、造形教育の研究に携わる。近
紹介。タイトル「美術館や美術作
年はこどもたちの創造力の育成
品鑑賞を楽しみましょう！！」
や、家庭における造形教育の向
上を目指している。

成,齢,男,女

全市

現創会参事、新潟市美術協会参
事

武蔵野美術大学卒
新潟市展 市長賞
新潟県展 県展賞
雪梁舎展 雪梁舎賞
現創展 都知事賞

コミュニティーセンター等で日本画
制作の指導。
ピカソ・シャガール・ルオー・大観・
遊亀等々物故作家達の芸術を
紹介。

●H28 「北斎とピカソ」（二巨匠が天
才と言われる理由）
●H29 「上村松園、小倉遊亀、片岡
球子の生き方」
●R1 「ピカソを育んだ７人の女」

高,青,成,齢

全市

三,新,加,五

建築家
一級建築士
建設会社勤務
2007年から折り紙建築作家の木
原隆明氏に師事し折り紙建築の
創作を始める。
2008年から家族と共にカプラブロッ
クを始める。

【折り紙建築・ポップアップカード作
り】
折り紙建築・ポップアップカードの ●H30～R1 折り紙建築ワークショップ
作り方の指導
【カプラブロック】
カプラブロックの作品作りの紹介と
参加者と共に色々な造形にチャレ
ンジする。
小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

前・新潟市立大野小学校長

新潟大学教育学部（理科専攻）
卒業後、新潟県公立小学校の
教諭、教頭・校長（管理職20年
間）として勤務。新潟市立大野小
学校長として、平成29年3月定年
退職。黒埼地区校長会長（小・
中）、新潟市小研理事「理科・図
工・保健」、下越美研理事、全国
小学校教諭専修免許状
教育美術展地区審査員、県ジュ
中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科） ニア展委員、理科センター兼任所
員、県地学教育研、教材生物研
等、経験有。

教職8年目、巻北小学校在職
時、全国レベルの教育論文に応
募し入賞。『池上式図工指導法
①絵画指導』『同 ②彩色指導』
（単著）及び、理科、音楽、学校
行事（共著）等が書籍化・全国出
版。※可能な講演→「描画で子
どもが自信を持つ」「弥彦山・角田
山東縁部丘陵の地質」「地域活
性化の一翼を担う学校づくり」「子
どものこころ～子どもは変わる～」
等

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H29 子育て学習出前講座『家庭
教育の大切さ』～「子どものこころ」につ
いて～学校でのエピソード：◎「せんせ
い、いままで生きてきて、こんなにほめら
れたことがなかった。」等
●H30 子育て学習出前講座『同上』
◎共感・待つこころ！→「ほっとするとこ
ろ」「児童画にあらわれる子どもの気持
ちと感性！」「クイズ」等
●R1 子育て学習出前講座『同上』
◎５つのエピソード：「感動！子どもは
変わる！」「子どもを勉強嫌いにしない
ための秘訣！」「クイズ」等
小,成,他

全市

燕,

自営業

1984年 京都市工業試験場窯
業専修科修了
京都市認定伝統工芸士となる

陶芸の基本から楽しみ方まで、全 ●R2 夏休み親子陶芸教室
般を指導可能。
対象者は、子どもから成人～障が
い者まで幅広く対応できる

京都市認定伝統工芸士

小,中,高,齢,
親

全市

粘土作家 ﾌﾞﾙｰﾑN上級師範
平成元年より粘土工芸の指導者
を目指し、平成4年にﾌﾞﾙｰﾑN上
級師範の資格を取得以来、季節
の花や盆栽など樹脂粘土での創
作活動を続ける傍ら出張講師を
したり、自宅にて『粘土クラブｈａｎ
粘土工芸教室 ブルームＮ 上級師 ａ』を主宰。南区で開催の『白根
学習館まつり』にて作品の発表を
範
させていただいています。

樹脂粘土で作るお花や盆栽、アク
●R1 大鷲シニアクラブ「コケ玉づく
セサリーなどどなたでも作れる粘土
り」、 学習館まつり 作品展示、 二人
遊びです。インテリアやプレゼントに
展 個展
も大変喜ばれています。月に3～4
日のペースで自宅教室を開催して
いますが、人数がまとまればどちら
へも出張講師をいたします。

全て

陶芸家 きもの着付講師

新潟市家庭教育相談員講座終
了。自殺予防電話相談員経験あ
り。

武蔵野美術大学短期大学部卒
業。1991年新潟市に開窯。朝日
陶芸展、日本現代工芸奨励賞、
日展入選4回、雪梁舎賞など。
子供創作館、特別支援学級、教
育相談センター等で定期的に指
導。保育園行事、子ども会、個
人の指導もいたします。

陶芸－1回、2回、数回講座で皿
や壁飾りを作ります。カラフルで上
手にできるので達成感があり、人
から誉められるので喜びや、作品を
大切にする心も生まれます。幼児
から高齢者まで、障がいやその日
の心理状態に配慮しながら指導
します。陶芸クラブ、特別支援学
級の授業、親子教室、敬老会な
ども指導いたします。素焼き、本
焼は当方にお任せください。焼き
上がった作品をお渡しします。
着付け－1回、2回、定期など。ま
つり前の浴衣、茶道部、公民館
活動など。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H29～R1 小学校「特別授業 陶
芸教室」
●H29～R2 小学校「特別授業 陶
芸教室」、こども園「親子陶芸教室」

全て

全市

企画マネージャー
新潟市の印刷会社、博進堂の企
画責任者。商業印刷の企画・デ
ザインから、学校アルバムの制作
指導、学校での委員会、写真館
向け勉強会。水と土の芸術祭に
て市民プロジェクト開催、報告書
ではサポーターの支援。撮影、編
集、ＤＴＰ指導。大学、中学のイン
ターンシップ。

名刺、チラシ、ポスター、広報誌
ワークショップ。手作りアルバム教
室（スクラップブッキング）。小学校
総合学習デザイン講座。マチある ●H29～R1 魅力ある広報紙
き（西大畑・旭町、小須戸、内
野、通船川、北国街道、沼垂、
新津、豊実、十日町、学校町、
新潟市の潟、白根、亀田）。写真
教室、Adobe Photoshop
Lightroom講座。
全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

イラストレーター、デザイナー

1999年講談社フェーマススクール
にてイラスト、デザインを学習。並
行して飲食、居酒屋ボランティア
活動を経て2003年開業。

イラスト、デザイン、工作などのワー
クショップをしながら、芸術分野の
仕事を体験したり、イラスト、デザ
インへの興味を高める。
・シンボルマーク作り
・マスコットキャラクター作り
・応相談

●R2 手作りスゴロクカードゲーム”ボン
ダール”作製とプレイング、新潟小学校
教育目標図作成、節分イベント企
画。鬼面、福の神面作製。

全て

中

十日町職業訓練校 染色科卒
業
身近な草木での染色をしていま
す。

金津コミュニティセンター草木染講
座 新津地区グリーンセンター草 ●H30 身近な草木での草木染
木染講座 地域活動支援セン
ターラグーン草木染講座 食花セ
ンター草木染講座

染色技能士2級

小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

全市

全て

中,江,西

加,五,

新潟県美術家連盟常務理事 新
潟市美術協会理事 新潟県美術
家連盟事務局長
1949年生まれ 県展奨励賞・市
展市長賞・日本現代工芸美術
展入選・日仏現代美術展入選
公民館等で草木染等の染色講
市制百周年記念ミュージカル舞
座、教室、講習会
台美術監督・国際青年参加
ミュージカル舞台美術監督・市民
ミュージカル舞台美術監督多数

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

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

全市

●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

全市

成

全市

沢野正行音楽学校 ドラム科講師
イラストレーター
敬和学園高等学校卒業。日本
アニメ・マンガ専門学校卒業。
現在プロのイラストレーターとして
活動。活動内容：小説挿絵・表
紙のイラスト、漫画制作・ソーシャ
ルゲームアプリ内イラスト
沢野正行音楽教室にてドラム科
講師

三,新,加,燕,
五,阿,胎

沢野正行音楽教室にてドラム講
師としてドラム指導。プロのイラスト
レーターとして活動。内容：小説挿
絵・表紙のイラスト、漫画制作・
ソーシャルゲームアプリ内イラスト

三,新,加,燕,
五,阿,胎

1978年東京芸術大学美術学部
油画専攻卒、新潟県内の高校で
定年まで勤務
1997年全日本年賀状版画コン
クール・郵政大臣賞
2010年にいがた国際ＮＩＧＡＯＥ
フェスティバル・グランプリ
2011年全日本年賀状大賞コン
クール・大賞、2016年レッセドラミニ
教員免許高校美術・工芸、中学美 プリント展・特別賞
術
2018年全日本年賀状大賞コン
クール 日本郵便賞
2019年アクガミ国際ミニプリント展
（徳島）受賞
版画家 新潟市美術協会参事
新潟県展委員

●R2 新潟市市民講座（木版画）、
版画実技研修会（銅版画）、版画実
版画の指導（ドライポイント、コラグ 技研修会（コラグラフ）、大山治郎コレ
ラフ、銅版画、木口木版など）
クション展 作品解説、メディアシップ
絵画指導（デッサン、水彩、油彩 （新潟日報）水彩画講師
など）

全市

ロマンドール師範、ポルセレーヌ（磁
器）講師

ロマンドール師範

1985年ロマンドール講師認定され
る
H29～R2 通年教室活動
磁器粘土、紙粘土を使用し、小
1990年ロマンドール師範認定され
物、インテリア、人形等々を指導
る
致します。
1992年ポルセレーヌ講師認定され
る

全て

北

越後大郷からくり館館長

からくり人形の仕組みを実演を通
公立学校理科教員、自然科学
して解説する。からくりおもちゃの工
館職員、越後大郷からくり館館長
作を指導する。

●R1 からくり人形実演、からくり工作

高校教諭2級普通免許状、学芸員
資格

全て

全市

食品サンプル作家・講師
２０１０年、樹脂粘土でスイーツデ
コを始める。２０１６年、興味のあっ
た食品サンプルを学ぶため、横浜
食品さんぷる畑・江波ゆきこ先生
に師事。家庭で作れる食品サンプ
ルを学ぶ。２０１９年、栃尾文化セ
日本デコアーチスト協会スイーツデコ ンター「食品サンプル展」を開催。
２週間で３０００人を動員。食品
アーチスト
サンプル教室「メコ☆しろSweets」
横浜食品さんぷる畑 認定講師
主催。

企業様販促・ハンドメイドイベント
などでのお手軽なワークショップか
●R1 栃尾文化センター主催「食品サ
ら、カルチャースクール・地域行事・
ンプル展」、食品サンプル講座
公民館・文化センターなどでの２
●R2 食品サンプル（モチーフ）講座
～３時間を要する講座まで、幅広
いニーズにお応えしています。
アトリエ教室では１からじっくり食品
サンプル作りをお楽しみいただけま
す。

小,中,高,成

現代美術家
2011年 NIIGATAオフィス・アー
ト・ストリート最優秀賞、14年、15
年優秀賞
2015年、18年大地の芸術祭参
加
2016年、17年、18年、19年桃園
地景藝術節（台湾）招待作家
2018年 大地の芸術祭の里
SNOWART参加

芸術祭に参加して作品制作をす
る。
店舗などの壁画制作や装飾物の
制作。
障害者施設デイサービスでの工作
室講師。
白根高校の探求の授業の講師な
ど。
子ども創造センターでの講師。

全市

三,新,燕,阿,

彫刻家（古川彫刻）
・１９８６年 新潟県展県展賞、
新潟県芸術祭展連盟大賞
・１９９３年 五泉市立五泉中学
校改修記念彫刻制作
・２０１０年 国画会展彫刻部奨
励賞
・２０１５年 国画会彫刻部会員

□自分自身の制作活動の他、彫
刻講座やワークショップを通して、
美術活動、ものづくりを応援してい
きます。
□彫刻制作をしている人達の情
報交換や交流の場所にしたいと
思います。
□販売品を通して、生活の中に
彫刻的なものとの触れ合いを提供
します。

●H29 新潟日報メディアシップにて
小学生夏休み体験 葉っぱ彫刻ワー
クショップ（15名）、新潟市秋葉区小合
地区コミュニティセンターにて 葉っぱ彫
刻ワークショップ（15名）
●H30 新潟市秋葉区新津地域学
園にて 初心者テラコッタ彫刻教室
全5回（8名）

小,中,高,青,
成,齢,男,女,
親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●R1 アグリクラフト教室「お正月飾り
稲やハーブなど自然素材を中心に つくり」、にいがた「なりわいの匠」お正月
ハーブコーディネーター・ハーブ学習
使用したクラフトづくり
飾り教室、華やかなお正月かざり
指導員の資格を取得し、アグリク
ハーブコーディネーター（日本園芸協 ラフトインストラクターの研修を経て 主に「お正月飾り」「稲穂のクラフ
ト」「ハーブリース・スワッグ」「アロマ
会）
活動中
キャンドル」
ハーブ学習指導員（日本園芸協
会）
にいがた「なりわいの匠」（新潟県認
定）
小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

令和2年度新潟市展・小千谷市
展・三条市展日本画部門審査
員
日本画における制作指導
新潟芸展審査員
新潟県展委員
日本美術院院友

全市

三,加,燕,五,
阿,

●H30 公開講座 楽しい絵画－絵
を描く悦び・観る楽しみ、講演会「絵の
描き方 楽しみ方」

高,成,齢

全市

画家、自由美術協会会員
武蔵野美術学園修了時受賞
多摩美術大学教授（田中稔之）
に抽象の表現・点・線・面による
若い時小学校の教師をしたことがあ 構成を習得、後にグループ展（ホリ
りますが、絵の方で資格などありませ ゾン展）設立に参加。
ん。
自由美術展受賞3回、個展、グ
市立葛塚小学校（上土地亀小学 ループ展は毎年行ってきました。
校卒）母校と思い毎年11月3日文 今迄は東京で発表していましたの
化祭に心の絵・空想の絵など自由 で新潟では2回個展をやったくらい
に物を見ないで描く抽象的な絵をボ です。他は北区展に出しました。
ランティアで指導しています。市立南
小学校でも同じやり方で文化祭前
に楽しく描いています。

幼児・小・中・高・成人（高齢者の
リハビリのため、また障がいのあるお
●葛塚小学校、南小学校で指導
人達とも自由な表現で自分だけ
の美しい絵、絵の楽しさを指導し
ています。）指導といいましても、私
自身が一緒に楽しく、元気をもらっ
ているのです。

小,中,高,青,
成,齢,障,男, 北,東,中,西
女,親

新,阿,胎

新潟大学教授
新潟大学院修了（美術教育・書
道）
全国大学書写書道教育学会理
事
越佐文人研究会代表
小・中・高へ出前講義（文学のな
りたち、文学を書く楽しさ）

●R1 書道展作品解説
書道（毛筆・硬筆）を学ぶ。新潟
●R2 文字と書道に親しもう、新潟文
県にゆかりの江戸から昭和期まで
化探訪
の書画家・詩歌俳句・文芸家の
作品鑑賞を各地で行う。良寛・会
津八一を含む。

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

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●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

全市

全て

全市

石山地区公民館で実用書講座 実用書道全般（筆ペンも可）を指
を担当し今も続いています。
導します。
書道師範

香瓔会理事、日展会友、読売展
理事、日本書芸院評議員、新潟
県美連常任理事

日展会友、香瓔会理事、読売書
展理事、日本書芸院参与、新潟
県美連常務理事、新潟書道協会
参事

1968年 吉田六嶺先生に師事
1987年 榎倉香邨先生に師事
2004年 読売展理事
2014年 日本書芸院参与
2016年 日展会友
2017年 新潟県美連常務理事
2020年 新潟市美術協会理事、
新潟県書道協会参事

仮名書道における基本から作品
創りまでの指導を主に、自宅、万
●H30 仮名の基本・四行書につい
代市民会館、西蒲区岩室改善
て、書き始め講習会
センター、木戸公民館で教室を開
●R1 仮名の基本・関戸本古今集
いてやっております。
尚、一昨年前より新潟市こども創
作活動館より書初めの指導依頼
に応じております。出来るだけ地
域の役に立ちたいと願っています。

高,青,成,齢

全市

ピアノによるポピュラー音楽などの
弾き語り。ＢＳＮ、イタリア軒で34
年。その後主に東映ホテルなどで
29年7月まで演奏。作曲家として 映画音楽を中心としたジャズ・ポ
は、県立江南高等特別支援学 ピュラー音楽のピアノでの弾き語
校校歌、県立西蒲高等特別支 り。
援学校校歌、市立東特別支援
学校校歌、市立西特別支援学
校校歌など。

●H29 なつかしの映画音楽
●H30 ジャズピアノを楽しむ会
●R1 青木昌巳ピアノコンサート

高,青,成,齢,
障,男,女

自営（小売業）

木田流津軽三味線名取師範（木
田林松善）

28才の頃民謡協会長より三味線
をやってみないかと誘われ、新潟
市在住の津軽三味線のプロ、故
木田林松次先生に習い始め、細
棹と津軽三味線を研修する。その
後木田流の名取を襲名し、57才
で師範を襲名し、木田林松善と
命名する。現在まで白根支部（糸
の会）を指導している。

木田流白根支部（糸の会）とし
て、南区で約45年程ボランティア
団体として活動。地元を始め遠方
の地区の介護施設等やイベント
で、演奏活動を年間10回以上
行っている。また新潟県内に各支
部（11支部）があり、年1回木田
栄会おさらい会として各地を廻って
演奏をしている。（37回目）白根
支部（林松善）教室として毎年参
加している。白根地区中央公民
館で毎水曜日2時間会員を指導
している。

●H30 第34回木田栄会おさらい会
大鷲小学校（佐渡おけさ指導）
●R1 第35回木田栄会おさらい会
大鷲小学校（佐渡おけさ指導）
●R2 第36回木田栄会おさらい会
大鷲小学校（佐渡おけさ指導）

小,中,高,青,
成,齢,男,女

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。

全市

南,蒲

加

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

北,東,中

フリーアナウンサー
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
ラジオ局アナウンサー、番組ナビ
の昔話など。）
ゲーター。
小学校での職業講話。
司会者。朗読サークル講師、話し 社会人向けの話し方講座、障が
方・アナウンス講座講師。
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

全て

音楽講師、演劇講師

中学校・高等学校音楽教員免許

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）

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

・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。
●R1 高校生のための演劇コミュニ
（身体と心の柔軟・発声（身体機 ケーション講座、演劇コミュニケーション
能の低下を補うための発声法を含 講座
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。
青,成,齢,男,
女

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

音楽教室主宰 カワイ音楽教室講
師 リトミック講師
音楽教室にて、昭和55年より、個
人レッスンの他に、1才～小学生
対象のグループレッスン担当。平
成25年成人向け歌のコース担
当。オカリナ、大正琴指導資格取
得
カワイ音楽教室 講師グレード全種 平成17年リトミック指導者資格取
リトミック研究センター指導者資格 得。育ちの森派遣講師、リトミック
担当
ディプロマ B
マチノちえこカルチャースクールに
生涯学習ボランティア
て、令和2年より歌の指導

公民館 子育てサークルなどへの
リトミック指導
子育て支援センター、リトミック担
当
カルチャースクールでの歌の指導
歌うだけでなく歌の解説、音楽雑
学やゲーム、身体活動も行ってい
る

●H29 ほかほか学級 楽しいよ～親
子で一緒にリトミック
●H30 育ちの森 リトミック担当
●R2 うたいつごう日本の歌

乳,小,成,齢,
中,江,秋,南
障,男,女,親

リトミック研究センター新潟第一支局
長

リトミック研究センター認定リトミック
指導資格ディプロマA
幼稚園教諭1種免許状

国立音楽大学音楽学部作曲学
科卒業
リトミック研究センター教員養成東
京校卒業
東京の幼稚園にて幼稚園教諭
リトミック研究センター新潟第一支
局長
新潟こども医療専門学校教員

リトミック研究センター支局長として
新潟市音楽文化会館、保育園、
子育て支援、小学校等で大人向
●R2 リトミック夏期講座
け、又乳幼児や児童向けのリト
ミック指導
新潟こども医療専門学校にて、リ
トミック、ピアノ等の学生指導
小学校や保育園の校歌、園歌等
の作曲
乳,小,成,齢,
障,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

ゴスペルシンガー

2006年にゴスペルを始める
ゴスペルワークショップ
2012年より講師として活動を開始 ゴスペルライブ

●H30 竹俣特別支援学校にてゴス
ペルワークショップ&ライブ
●R1 見附市新潟小学校にてゴスペ
ルライブ

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

胎内市役所職員 主任
胎内市の歴史人物「板額御前」
を顕彰する市民有志グループ「板
額会」が2002年に設立した当初
から事務局担当として活動してい
る。歴史を伝える演劇や演武をス
テージで披露する際にはナレーター
和装着付け師範免状（前結び）、 及び衣裳を担当。また、出前教
図書館司書資格、教員免許（中学 室の講師として派遣され、板額御
前が活躍した平安～鎌倉時代の
1種、高校1種 国語）
歴史や伝統文化を伝えている。

和装着付け（前結び）教室、鎧な
どの衣裳着付け体験、小中学生
への演武指導、樹脂素材の鎧作
り教室、まちづくり系の講演（小学
校総合学習、各地域コミュニティ
など）、板額御前と中世の歴史出
前講座

●R1 板額御前の歴史と伝説を巡る
ツアー（ガイド）、鎧づくり教室、郷土の
歴史人物「板額御前」と，市民グルー
プ「板額会」のまちづくり活動

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

ピアノ講師

（社）全日本らくらくピアノ協会認定
講師

小学校音楽講師、音楽教室ピア
ノ講師を経て2014年より大人のピ
ピアノ経験のない大人ピアノ指
アノ指導を開始。現在新潟県内
導。
カルチャ―スクール、公民館サーク
ルの講師を務める。

●R2 『中高年からはじめてピアノ』、
『ピアノ入門講座』、『中高年から始め
るらくらくピアノ』

成,齢

全市

三,加,燕

2004年より新潟お笑い集団ＮＡ
ＭＡＲＡの芸人として活動。
2019年より落語に挑戦し、「 八
落語
家五円」名義で活動開始。
「にいがた銭湯大使」として、銭湯
寄席なども手掛ける。

●R2 まなびやサロンそのき 落語公
演

小,中,高,青,
成,齢

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

音楽療法士（日本音楽療法学会・
認定音楽療法士）、新潟県音楽療 ・新潟大学教育学部音楽科（ピ 音楽療法を活用した放課後支援 ●H29～R2 「ミュージックセラピーを活
法士協会会長、MUSIC ROOM
アノ専攻）卒業。
活動。世代間交流活動。音楽療 用した放課後支援活動・世代間交流
GOTO代表
・公立中学校・高等学校で音楽 法を活用した不登校・ひきこもりの 活動」
教員として38年間勤務－新潟県 人のための個人セッション及びグ ●R1～R2 新潟市西蒲区「いきい
立小出養護学校長で定年退職 ループセッション。高齢者の介護予 きお達者プロジェクト、専門職訪問介
－最後11年間は特別支援学校 防・認知症対象の音楽療法－個 護予防事業」講師：地域の茶の間音
管理職として勤務。
人セッション・グループセッション。0 楽療法
日本音楽療法学会認定音楽療法 ・教員退職後、聖徳大学音楽療 ～3才母子愛着関係を築く音楽 ●R2～R3 新潟市西蒲区特色ある
法コースに入学・卒業。・新潟市 療法。就学前の養育について－ 区づくり事業「ふれあい、支えあう子育
士
教員免許状（小2、中1音、高1音、 教育委員会西蒲区教育事務所 保護者・保育者対象の講話。老 て支援」講師：「ミュージックセラピー」
指導主事として5年間勤務。・
人クラブ連合会における「ミュージッ
養学2）
H25.4自宅にMUSIC ROOM
クセラピー歌の花束コンサート」講
GOTOを開設－音楽療法活動 師－講話と演奏等。
全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

上越教育大学名誉教授
作曲および編曲を専門とする。作
品として合唱曲、独唱曲、室内
新潟市生まれ 東京藝術大学音 楽曲、ミュージカル等があるほか、
楽学部作曲科を卒業、同大学 １００曲を越すさまざまな編曲が全 ●H30 小山作之助の曲について
院研究科を修了。2018年3月ま 音楽譜出版社から出版されてい
で上越教育大学に勤務。専門は る。研究としては音楽作品分析、
作曲。前日本音楽表現学会会 最近では明治大正期の唱歌の構
長。
造についてや、モーツァルト等ウィー
ン古典派の作品分析に関する研
究が多い。
中,青,成

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

和裁 きもの 縫製
介護施設、病院などボランティア
でギター伴奏に合わせて、皆さん
から歌っていただきます。
昭和57年より自宅にて開業～現
コミュニティセンター、ショップ、他施
在
設など参加費ありで開催。
地域の老人会、婦人会などで謝
礼ありで参加。

●H29～ 亀田地域コミュニティセン
ター（年10回）
●H30 白根地区大鷲シニアクラブ小
学生と交流会
●R2 西蒲区巻地区婦人会総会

全て

沢野正行音楽教室代表、ドラム
科・バンド指導講師、音響技術代
表エンジニア

音検３級

明訓高校卒業。城西大学中退。
ヤマハドラム科アンサンブル講師34
年間。ジャズオーケストラ（五十嵐
中学校）。多数バンド演奏及び指
導。新潟県立生涯学習推進セン
ター ラ・ラ・ネット学習指導者登
録

新潟県ヤマハ特約店で34年間ド
ラム及びバンド指導。坂井輪地区
公民館・曽野木地区公民館・石
山地区公民館・亀田地区公民
館で子ども・大人ドラム体験レッス
ン及びコンサート。坂井輪地区公
民館・鳥屋野地区公民館でバン
ド上達セミナー及び音響セミナー。
曽野木地区公民館・そのき市民
学級でのコンサート。
全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

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。

●R1 新潟県防犯出前講座31回、
落語による防犯講座・高齢者学
他口演 164回
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。

小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

新津市青少年健全育成会会長
（H15～20）
新潟市育成協議会副会長（H19
～22）
新潟市社会教育委員（H18～
23）
新潟市秋葉区自治協議会会長
（H23～26）
「ちあき」の会 会長（H13～）

これまでの活動なかで発見した地
域の宝物の調査「琵琶湖周航の
歌」原曲（ひつじぐさ）作曲者「吉
田千秋」。100年以上も愛された
歌の秘密と遺品を解説しながら、
海外からの文化を一気に受け入
れた明治、大正の若者の価値観
を伝える。新潟市の作曲家。

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H29 市民講座・秋葉区の学び「吉
田千秋とひつじぐさ」
●H30 おぎかわ生涯学習講座「名曲
誕生の謎とロマン琵琶湖周航の歌と原
曲ひつじぐさ」
●R2 吉田千秋NEXT100事業「大
人のための千秋さんぽ」

小,中,高,青,
齢

リトミック研究センター ディプロマA認
定講師
相模原市出身。結婚を機に新潟
に移り、子育て中にリトミックと出
会う。リトミック研究センター教員
養成校にてディプロマA資格取
得。現在は、自宅や子育て支援
リトミック研究センター認定ディプロマ センター、児童館での指導の他、
A取得講師
指導者養成の講師も務めてい
1歳児リトミック指導資格
る。また、音楽ユニットコモド・マム
幼稚園保育園リトミック1級指導資 を結成し、リトミックを用いた参加
格
型音楽会も開催している。
母親セミナー指導資格 ベビーサロ
ンPua認定ベビーマッサージ初級

全市

全市

阿

リトミック研究センターでリトミックを
学び、0歳から中学生と、成人の
方へのリトミック指導を行う。童
●H29 たのしいリトミック
歌、自作の歌を用いたタッチケア、 ●H30 育児と育自とリトミック
絵本や手袋、パネルシアターを用 ●R1 コモド・マムの小さな音楽会
いたリトミックで、こども達の興味を
惹く内容を心掛けている。モンテッ
ソーリ教育に基づいたクラフト製作
も取り入れ、親子の触れ合いを大
切にしている。
乳,小,齢,親

全市

三,新,加,燕,
阿,

漫談師
新潟県警を定年退職後「新潟弁
で語る漫談師中野小路たかまろ」
として笑いを交えて交通安全・振
●H29～R2 振り込め詐欺防止
１、交通安全に関する講演
り込め詐欺防止の講演活動を始
２、振り込め詐欺防止に関する講
める。現在は、新潟県防犯アドバ
演
イザー・新潟県警特殊詐欺被害
防止お笑い広報大使等の委嘱を
受けている。

齢

教育アドバイザー、認定心理士、人
権擁護委員、民生児童委員、主
任児童委員、岩室地域児童館運
営委員長、巻地区公運審議長、
新潟県合気道連盟会長

教員免許状（小・中・高）、認定心
理士、社会教育主事、村松流尺
八師範、都山流尺八准師範、ラジ
オ体操上級指導員

小学校教諭・校長（最終勤務
校：新潟市立巻北小学校長）、
大畑少年センター所長（H21H25)、下越教育事務所社会教
育課長、県教育庁生涯学習推
進課副参事

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●R1 子育て学習出前講座「抱きし
家庭教育の重要さや人権意識の
めて、離して、見守って、笑顔で」
醸成について講演。乳幼児や小
●R2 子育て学習出前講座「自分探
学生に「読み聞かせ活動」を実
しの旅」、邦楽出前授業
施。邦楽出前授業を小中学校で
実施し伝統文化の重要性につい
て啓発。

小,中,成,齢,
親

全市

燕,

ヴァイオリニスト

中学校、高等学校音楽教員免許

武蔵野音楽大学附属高等学
校、同音楽大学卒業。
在学中より演奏活動をはじめる。
又、後進の指導も行う。
2012年にコモド・マムを立ち上げ、
2018年まで親子のための小さな音
楽会を毎月開催。2016年からは
アルコバレーノとしても活動をはじ
める。

コモド・マムは、リトミックとピアノ、
ヴァイオリンを融合させた0歳児から
でも参加できる音楽会。読み聞か
せ、パネルシアターなども取り入れ
る。アルコバレーノは、ソプラノとヴァ
イオリン、ピアノ。クラシックに限らず
昭和の歌謡曲や映画音楽など
ジャンルを問わず展開。リズム遊び
や歌唱指導も取り入れる参加型
音楽会。

●H30 アルコバレーノ エンゼルクリス
マスコンサート
●R1 コモド・マムの小さな音楽会 ク
リスマスコンサート、コモド・マムの小さな
音楽会

乳,小,成,齢,
障,男,女,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

フイ・オ・ケアロプアケア フラスタジオ
主宰
平成18年よりハワイのクムフラ（師
匠）に師事し日本とハワイにて直
接指導を受ける。フラの世界大会
キング・カメハメハ フラコンペティショ
ン出場、カヒコ（古典フラ）部門入
賞。平成29年にはフラ最高峰の
大会メリーモナーク フラフェスティバ
ル出場。

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。

ハワイの伝統芸能フラを通して
日々の生活を豊かにする。体を動
かして踊りを覚えるだけに留まら
ず、ハワイの歴史を学んだり課題
曲をハワイ語で歌いウクレレを弾い
たりとハワイ文化の多岐にわたる。
発表の場も多く、華やかなドレスや
お花を身にまとい練習の成果を披
露できる。

●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、
・発達障がい児の子育てについて 共生セミナー ここから始める発達障が
の講演、トーク
いの理解 「発達障がい児 やたちゃん
・コミュニケーション講座
ともりした家の人びと」
・講談

小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

国際音楽・ダンス・エンタテイメント専
門学校 講師（ダンス担当） 教務
部長
国際音楽・ダンス・エンタテイメント
専門学校では、歌や楽器、ダンス
を学んでいます。今までに主にダン
スレッスンを亀田地区公民館さ
ん、石山地区公民館さんなどで小
学校低学年～高学年対象に実
施させて頂きました。

主にダンスレッスンを亀田地区公
民館さん、石山地区公民館さん ●R1 敬老会コンサート、保育園コン
などで小学校低学年～高学年 サート、ハロウィンナイトコンサート
対象に実施させて頂きました。
歌を学んでいる学生もおりますの
で、本校学生が歌やダンスを披露
することも可能です。

全て

全市

音楽講師、演劇講師

中学校・高等学校音楽教員免許

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

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。
●R1 高校生のための演劇コミュニ
（身体と心の柔軟・発声（身体機 ケーション講座、演劇コミュニケーション
能の低下を補うための発声法を含 講座
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。

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。

・「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

青,成,齢,男,
女

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,

小,中,高,青,
成,齢,男,女,
親

全市

三,新,五,阿,

全国歌謡フラ友の会インストラクター
（フラダンス）

2015年よりフラダンスの指導を始め
る
2017年JWIフィットネスフラ取得
2019年全国歌謡フラ友の会に加
盟する

自宅スタジオにて指導。ゆるゆるフ
ラダンス教室主宰。
サークル講師、ミニ発表会、にいが
た総おどり、慰問活動など

全国歌謡フラ友の会インストラクター

岩室体育館受付
2001年よりヒップホップダンスを始
め、7年間ダンススクールにてレッス
ンを受けました。ダンススクールに在
籍中、イベント出演・レッスンの指
導やアシスタントを経験しました。
2016年～小学校のダンスクラブ活
動指導、夏休みのチャレンジメ
ニューやダンス授業の講師として、
活動した経験もあります。

●H28 ダンスクラブ活動指導、夏休み
ヒップホップダンスの基本から指導
チャレンジメニュー指導
していきます。初心者の方や、曲
●R1 体育授業（ヒップホップダンス）
に合わせて振り付けを踊りたい方、
その団体さんのレベルに合わせて
レッスン致します。

小,中,高,成

ダンススタジオオーナー、インストラク
ター

ストリートダンス歴15年、インストラ
クター歴10年の経験が有り、自ら
のダンス活動の他にイベントの企
画や実行などにも精力的に活動
しております。ダンス教室や初めて
体験教室の実施などダンスをした
ことの無い方にダンスを広める活動
をしていますので、学校への訪問
レッスンや福祉施設での訪問ダン
スショーケースなど地域や地元の
活性化の為の活動も力を入れて
います。

蒲

燕

新潟市内を中心に10年以上に渡
りストリートダンスを広める活動に
力を入れており、各種学校への
●H28 曽野木小学校ダンスレッスン、
レッスンや、ダンスイベントの企画 赤塚小学校親子ダンス
運営を中心にダンスを多くの人に ●R1 校歌ダンス
知ってもらう為の活動をしておりま
す。インストラクターとしても10年程
の経験が有り、ダンスを始めて体
験する方にも楽しく伝える事には
自信があります。
小,中,高,青,
成,齢,障

全市

三,新,加,燕,
五,阿,

フイ・オ・ケアロプアケア フラスタジオ
主宰
平成18年よりハワイのクムフラ（師
匠）に師事し日本とハワイにて直
接指導を受ける。フラの世界大会
キング・カメハメハ フラコンペティショ
ン出場、カヒコ（古典フラ）部門入
賞。平成29年にはフラ最高峰の
大会メリーモナーク フラフェスティバ
ル出場。

ハワイの伝統芸能フラを通して
日々の生活を豊かにする。体を動
かして踊りを覚えるだけに留まら
ず、ハワイの歴史を学んだり課題
曲をハワイ語で歌いウクレレを弾い
たりとハワイ文化の多岐にわたる。
発表の場も多く、華やかなドレスや
お花を身にまとい練習の成果を披
露できる。

フラオプヒ洋子主宰
1982年～学校法人三育学園三
育幼稚園。1988年～カレーの店
すぷ～ん専従者。2009年～オプヒ
●月2回のレッスン
洋子プナフラスタジオ開設。2011 「アロハの心」を大切に、心と身の ●R1 施設訪問
年～新潟へ自主避難。燕市立 健康をめざしています。基礎から
保育園臨時職員。2013年～旅 楽しくレッスンします。
（フラ指導の資格）ハワイアンネーム： 館勤務。2015年母の介護の為退
オプヒ アリイハウヌイ 洋子をハワイの 職。2017年～フラオプヒ洋子スタ
指導者からいただく
ジオ開始で現在に至る。

成,齢,障,女

南,西,蒲

三,加,燕,五,

国際音楽・ダンス・エンタテイメント専
門学校 講師（ダンス担当） 教務
部長
国際音楽・ダンス・エンタテイメント
専門学校では、歌や楽器、ダンス
を学んでいます。今までに主にダン
スレッスンを亀田地区公民館さ
ん、石山地区公民館さんなどで小
学校低学年～高学年対象に実
施させて頂きました。

主にダンスレッスンを亀田地区公
民館さん、石山地区公民館さん ●R1 敬老会コンサート、保育園コン
などで小学校低学年～高学年 サート、ハロウィンナイトコンサート
対象に実施させて頂きました。
歌を学んでいる学生もおりますの
で、本校学生が歌やダンスを披露
することも可能です。

全て

全市

企画マネージャー
新潟市の印刷会社、博進堂の企
画責任者。商業印刷の企画・デ
ザインから、学校アルバムの制作
指導、学校での委員会、写真館
向け勉強会。水と土の芸術祭に
て市民プロジェクト開催、報告書
ではサポーターの支援。撮影、編
集、ＤＴＰ指導。大学、中学のイン
ターンシップ。

（社）日本写真家協会会員、（社）
日本広告写真家協会特別会員、
元（社）世界環境写真家協会会
長、新潟デザイン専門学校非常勤
講師、県展写真部門委員

名刺、チラシ、ポスター、広報誌
ワークショップ。手作りアルバム教
室（スクラップブッキング）。小学校
総合学習デザイン講座。マチある ●H29～R1 魅力ある広報紙
き（西大畑・旭町、小須戸、内
野、通船川、北国街道、沼垂、
新津、豊実、十日町、学校町、
新潟市の潟、白根、亀田）。写真
教室、Adobe Photoshop
Lightroom講座。

1948年（昭和23年1月）岩手県に生ま
れる。高校卒業後上京6年間（東京プ
リンスホテル写真室）広報担当に勤務
する。1975年、新潟市に上山スタジオ
設立現在に至る。1985年、東京銀座コ
ダックフォトサロン（稲架木のある風景）
初個展。新潟伊勢丹展。1986．
1987．1988．日本新聞協会新聞協会
賞三年連続受賞。1993年、盛岡市に
て個展。1999年、上山益男と教え子写
真展を新潟市民芸術文化会館にて開
催、その後フォトクラブ・トップマウンテンと
改名現在に至る。
2001年新潟スタジアム「ＢＩＧ・ＳＷＡＮ」
写真集を出版。2010年天野尚氏と
（社）世界環境写真家協会設立。
2016年上山益男・写真人生50年写真
集出版。海外撮影ツアー多数。※人
物・建築・風景・料理などオールラウンド
にチャレンジする。

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。

全て

全市

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

フリーアナウンサー
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
ラジオ局アナウンサー、番組ナビ
の昔話など。）
ゲーター。
小学校での職業講話。
司会者。朗読サークル講師、話し 社会人向けの話し方講座、障が
方・アナウンス講座講師。
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

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟大学教授
新潟大学院修了（美術教育・書
道）
全国大学書写書道教育学会理
事
越佐文人研究会代表
小・中・高へ出前講義（文学のな
りたち、文学を書く楽しさ）

●R1 書道展作品解説
書道（毛筆・硬筆）を学ぶ。新潟
●R2 文字と書道に親しもう、新潟文
県にゆかりの江戸から昭和期まで
化探訪
の書画家・詩歌俳句・文芸家の
作品鑑賞を各地で行う。良寛・会
津八一を含む。

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

敬和学園大学人文学部教授

ドイツ語教員免許状

立教大学文学部ドイツ文学科卒
業後、学習院大学大学院へ進
学し、博士課程修了（ドイツ文学
専攻）。この間、1981年～1983年
にドイツのボン大学とハンブルク大
学に留学。
1991年に敬和学園大学着任、
2000年より現職。

●H29 ジェンダーで社会を考える講座
「幸せの追求～親と子、そして戦争」
・「グリム童話」、ミヒャエル・エンデ ●H30 グリム童話と人権～『グリム童
のファンタジー小説のほか、ドイツ 話に描かれた女性たち～
文学一般について
●R1 シンデレラを読み解く～私たち
・ナチス・ドイツ期の女性雑誌を通 が知っているシンデレラとはちょっと違うグ
して第二次世界大戦を考える
リム童話～
・ドイツ語講座

成,女

全市

新,

詩誌 編集人
1949年 新潟市生まれ。
詩誌「一樹」、「穀物」編集を経
て、現在詩誌「乾河」編集発行。
詩集「海岸の草」、「航海燈」、
「実体風貌」。
「にいがた市民文学」運営委員。
「見附市文芸祭」誌選者。

見附市図書館、見附市文化ホー ●R1 詩は少数者の文学である。、市
ル アルカディア、阿賀町立津川小 島三千雄の詩、高知県香南市弁天
学校、新潟市立中央図書館、新 座にて 岡本彌太の詩について
潟市教育会館、高知県香南市
文化センター等で文学講演を行
う。

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,
五,阿,胎

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。

全て

農業

全市

平成5年より旧亀田町福寿大学
川柳部講師
平成7年より旧亀田川柳クラブ講
師
平成16年全国川柳大会（川柳カ
●R1 私と川柳
レンダー）特選賞
川柳を通しての人間育成
平成8年全国川柳大会（川柳カ 目的としての笑いでなく結果として
レンダー）秀逸賞
の笑いを目指す川柳を作る
新潟日報読者文芸柳壇賞10回
新潟日報読者文芸川柳秀逸賞
16回
新潟日報新年読者文芸川柳の
部天位2回
成,齢,障

学研「スーパーアンカー英語辞典」
英語教育コンサルタント（英語の
執筆者、ＮＨＫ新潟放送局ローカ
generalist）、JAPANサッカーカレッジ
非常勤講師、エッセイスト、元NHK 明治大学文学部英米文学専攻 ルテレビ番組コーナー「にいがた
文化センター講師、新潟日報カル 卒、横浜市立新井中学校教諭、 English Caf 」担当、JAPANサッ
新潟第一中学・高等学校教諭、 カーカレッジ高等部非常勤講師、
チャースクール講師 他
開志学園高校非常勤講師、ＪＡ 「阿賀北ロマン賞」（敬和学園大
ＰＡＮサッカーカレッジ高等部非常 学主催地方文学賞）一次選考
勤講師、MOONRIVER English 委員、「文芸しばた」運営委員、
Academy主宰、NHK文化セン
エッセイ作品「エイゴのこころ」（連
ター新潟校講師、新潟日報カル 載）、電子書籍「やっぱり英語はお
チャースクール講師、駅前カル
もしろい！」、「目からウロコ！英
外国語〔英語〕教員免許
チャーセンター講師、NHK新潟放 語歳時記１０１」など。その他翻訳
送局ラジオ・テレビ番組出演、阿 作品「ビジネスネゴシエーションの
賀北ロマン賞特別選考員、文芸 鉄則101」、英語情報誌「English
しばた運営委員
Journal」、コラム「エイゴのこころ」
連載、新潟日報夕刊コラム「晴雨
計」連載。

全市

●H29 「地域、そして自分からの国際
化」
●H30 「生活英語プラスで人生に潤
いを」
●H30～R1 「気軽にエッセイを書こ
う！」講座

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

作家・日本児童文学者協会会員
上越市主催の童話講座、日本
児童文学者協会主催の児童文
学講座に参加し、創作を学ぶ。
児童文学の創作。
第２７回小川未明文学賞におい
読み聞かせ活動。
て、国内外から応募のあった５０３
編の中から大賞に選ばれ、学研プ
ラスから「湊町の寅吉」を出版。

●R2 小川未明文学賞の大賞作品
刊行による記念講演として、上越市大
手町小学校６年生を対象に、読書、
創作について講話、児童文学の創作
や出版について

全て

全市

三,燕,

女子美術短期大学造形科生活
デザイン卒業。三人目の出産後、
ナードジャパンアロマアドバイザーを
取得。庭にバラを植えているうち
に、花に興味を持ち、アレンジメン
FTI認定フラワーセラピストアドバイ
トの資格を取る。現在卸系花屋
ザー、キットパスアート認定インストラ のパート勤務と花の力の素晴らし
クター、BerrysFlowerハーバリウム基 さを伝える活動をブログで展開
礎認定講師、中学校二種教員免 中。
許（美術）、数秘プラチナバースデー https://ameblo.jp/aromanico2
カラーセラピスト

Rosetta little garden（ロゼッタリト
ルガーデン）という活動名で、ハー
バリウム、フラワーアレンジメント、
花雑貨などの制作販売をしていま
す。ハーバリウムのワークショップ以
外にも、生花や造花やプリザーブド
フラワーのアレンジメントのワーク
ショップも可能です。

●H30 幼児期家庭教育学級（全５
回）第１回目ハーバリウム作りと資格取
得の経緯などのお話、ハーバリウム体
験教室
●R1 桜をイメージしたハーバリウム作
り

全て

非常勤講師

養護教諭
草月流華道師範

県内小・中・特別支援学校養護
教諭33年
新潟市教育相談センター訪問教
育相談員8年
東京福祉大学・姫路大学・にい
がたこども医療専門学校非常勤
講師8年

全市

三,加,燕,五,

養護教諭経験から保健室の特性
を生かした健康教育・性教育分
野での講演が主である。
●R1 「子どもと話せていますか？性の
新潟市教育相談センターでは、
話」、「子どもの世界をのぞいてみよう」
全国に先駆けて不登校児童生
●R2 「入園前に心配なこと」
徒の家庭訪問の制度を確立して
いる。学校に行きたくてもいけない
子どもたちに寄り添い、気持ちを
受け止め、自分らしく生きる力を
育てることを目的として活動してい
た。
乳,小,中,障

全市

全て

中,西

三,新,加,燕,
五,阿,胎

「花あそび」主宰 公益財団法人日
本生涯学習協議会プリザーブフラ
ワーインストラクター
「花あそび」主宰
JEUGIAカルチャーセンターイオン
公益財団法人日本生涯学習協議 南講師
新潟日報カルチャースクールメディ
会プリザーブドフラワー アートスキ
ル、トリートメント、ドライフラワーイン アシップ教室講師
ストラクター、ラッピング協会ラッピング
コーディネーター、ローヤルフラワー準
講師

・小、中学校文化祭、その他行事
アレンジ教室
・PTAプリザーブドフラワー講習会
・公民館などの簡単な講習会
プリザーブドフラワーだけでなく木の
実や自然素材、ドライフラワー、
アーティフィシャルフラワーを使ったも
の作り

茶道宗 流教授、キモノコンサルタ
ント一級、キモノ礼法六級

茶道、着付、儀礼作法（折形を中
心として）

茶道は社中5名で地域の小学校
●H29～R1 豊栄地区公民館祭り
に部活動に入っています。発足13
折形実演
茶道、着付は、始めてから35年程 年目です。着付け教室は20年目
●R2 葛塚東小学校 茶道クラブ
です。儀礼作法は20年程度で
です。主として公民館と自宅で
す。
やっています。折形を中心とした儀
礼作法は、平成26年度より始め
ました。

小,中,高,女

北

ミュウ フラワー＆ガーデン 店主
〇こけだま教室 〇芝ぼうや教室
〇ハーブ寄せ植え教室 〇クリス
平成17年フラワー装飾技能士2 マスリース教室 〇木の実のクリス
●R1 こけだま教室、しめ縄飾り教
級資格取得 平成18年グリーンア マスツリー教室 〇観葉植物寄せ
室、モステラリウム教室
ドバイザー資格取得 平成19年 植え教室 〇多肉植物寄せ植え
ミュウ フラワー＆ガーデン開業 平 教室 〇季節のお花寄せ植え教
フラワー装飾技能士2級 グリーン 成24年全国花育活動推進協議 室 〇ミニカーネーションでティー
カッププードル作り教室 〇アレン
アドバイザー 全国花育活動推進 会花育アドバイザー登録認定
ジメント教室 〇しめ縄飾り教室
協議会花育アドバイザー
〇モステラリウム教室
全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

農業

・リース作りをする。
●R1～R2 リース作り
・リースに向くドライフラワーや材料
をどの様に集め、どの様に使うのか
を小さな子や初心者にも分かりや
すく説明する。

ドライフラワーインストラクター、ハーブ
インストラクター

乳,小,齢,障,
親

蒲

●H30 烏龍茶の楽しみ方
●R1 秋葉丘陵お茶摘みトレッキン
国産紅茶・烏龍茶販売ピュアウー 烏龍茶に関する知識や淹れ方講
グ、人と植物のかかわり 紅茶
ロンオーナー
習会、紅茶・烏龍茶作り講習会
新潟茶摘み倶楽部主宰
開催

全て

全市

新,阿

フラワーアレンジ講師

植物が好きで始まり、色々な事を
習いました。生花からやりだしてア
レンジメント、花の持つ癒しの心理
などを学び、今現在も勉強中で
古流生花師範（松濤会）、日本フラ す。
ワー作家協会 フラワー心理セラピス
ト養成「プライマリー級」

毎月、コミュニティハウスにてカル
チャーレッスンをしています。依頼が ●R1 和風アレンジメントフラワー（プリ
あればどこにでも行き、希望に合 ザーブド）、お正月用アレンジメントフラ
わせてフラワーアレンジメントを教え ワー（生花）
るだけでなく、皆さんが楽しく癒され
る様に心がけて子ども、高齢者、
障がいのある方それぞれに寄り
添っています。
小,中,高,青,
成,齢,障,女,
親

全市

フローリスト
1991年より花の仕事に就き、オラ
●H30 お正月花フラワーアレンジ講習
ンダとアメリカで花留学も経験す
会
る。
●R1 ガーランド講習会
生花・造花のフラワーアレンジメン
現在、店のない花屋「Atelier
●R2 ハーバリュウ講習会
トや寄せ植えの講習
フラワー装飾1級技能士、フラワー装 Mooi Bloem」 代表、専門学校の
飾指導員免許、カットフラワーアドバ フラワー非常勤講師を務めてい
イザー、花と緑のアドバイザー、新潟 る。
市花育マスター
全て

全市

いけ花小原流家元教授 アグリクラ
フトインストラクター

いけばな歴50年になります

アグリクラフト、いけばな
児童センター、近所の子ども達、
老人ホームのボランティアをしてい
ます。

●R1 生花・アレンジメント（花）・アグリ
クラフト

小,中,高,青,
成,齢,障

北,中

華道家元池坊華道教授
生涯学習、公民館、JA婦人部、
地域の茶の間サロン等、小学校
親子教室や保育園、老人施設、
簡単に出来る器を作ったりして伝
統文化の継承と仲間作りを続け
ています。地域の文化祭に参加し
池坊立花、生花、（新風体含む）自 たり、郵便局やJA等行事の花
で、地域の人々に喜んでもらって
由花の指導
います。

身近にある花材を使って、各人思
い思いの作品を自由花にしたり、
又池坊本来の伝統花を基本か
ら、わかりやすく、丁寧に教えます。
終わったあとのおしゃべりと一服が
最高と言ってもらいうれしいです。
みなさん熱心にお稽古に励んでい
ます。

●R1 正月花
●R1～R2 「楽しくお話しながらミニの
花」（月1回）
●身近にある花材を使って生ける

全て

北

華道教授、新潟県・市華道連盟会
員

小原流一級家元教授・クラブ活動
ボランティア・にいがたアグリクラフトイ
ンストラクター・街づくり活動・にいがた
「なりわいの匠」

華道教授歴25年余
アグリクラフト指導10年余
小学校クラブ活動10年
街づくり活動30年

料理教室主宰、講師
公民館での男性料理教室講師
子供わくわくランドクッキング担当

●H30 小澤家にて「お正月飾り」「お
華道・アグリクラフトともに地域・年
雛様飾り」
齢問わず
●R1 稲穂でつくる花飾りのリース
クロスパルにて月2回第2・4水曜に
●R2 茶華道クラブ年4回
華道教室開催
クロスパルにて月1回定例アグリク
ラフト活動

全て

全市

全て

北,東,中,江,
秋,南,西

小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

全市

料理教室講師
男性料理教室講師
わくわくランドクッキング担当
企業の商品開発

介護食士３級
フラワーアレンジメント

フラワーアレンジメント講師

池坊師範 フラワーライフセラピスト
花育士

１９９８年から新潟市中地区コミュ
ニティセンターにて、フラワーアレン
ジメントサークル「花想い」を主宰。
幼稚園・小中PTA主催行事など
地域での講師経験多数。

実技はもちろん花のもつ不思議な
力には「癒し」の効果もあります。フ
ラワーセラピストとして、最近は高
齢者、子育てママや子供の指導
の依頼も多数。生花・プリザーブ
ド・ドライ・ハーブ・アーティフィシャル
フラワー（造花）と幅広い指導も可
能。

●R1 師の追悼茶会を燕喜館にて
41年前から茶道を学び、現在家
行った。
で教室をしております。また、裏千 すべての方対象に指導していきた
家師範会に属し、様々な茶会に いです。
参加協力しています。
茶道裏千家 助教授

全て

北,東,中,江,
西

新,阿

フローラ・ファイン主宰、フラワーデザイ
ナー、ローヤルフラワースクール正教授、
日本苔技術協会苔玉インストラク
フラワーアレンジメント教室講師歴
生花、プリザーブドフラワー、アート
ター、新潟市花育マスター、新潟県都
約20年。苔玉インストラクターとし
市緑化センター花と緑のアドバイザー
フラワーなどのフラワーアレンジメン

ローヤルフラワースクール正教授
日本苔技術協会苔玉インストラク
ター

て5年の活動。
現在、新潟日報カルチャースクー
ル、JEUGIAカルチャーセンターな
ど、新潟市内7教室でフラワーアレ
ンジメント、苔玉作り、苔テラリウ
ム、フラワーコーディネートの指導を
している。

ト教室、苔玉教室・苔テラリウムの
●R1 アートフラワーで作る秋のリー
指導、各種イベントのフラワーコー
ス、苔玉作り
ディネート。小学生向けのフラワー
●R2 苔テラリウム（園芸講座）
アレンジメント教室も開講中。一
般企業の講座や新潟市花育マス
ターとしてPTA、町内会、公民
館、老人施設での単発講座も担
当。

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

日本手まりの会 講師

日本手まりの会師範

平成11年 本科、高等科資格取
得認定
平成13年 師範科 資格取得認
定
平成21年 加茂手まり教室開設
平成23年 新潟日報カルチャーセ
ンター 手まり教室開設
令和2年 豊栄地区公民館 手
まり教室開設（11月7日から）

計算された幾何学模様と、手の
中にふんわり収まる温かさが気持
ちを穏やかにしてくれる伝承の手ま
り。ひと針ひと針丁寧にかがると想
像を超える美しい模様が描き出さ
れ感動を呼びます。体験してみま
せんか。

小,中,高,青,
北,東,中,江
成,齢,女,親

新

建築家
一級建築士
建設会社勤務
2007年から折り紙建築作家の木
原隆明氏に師事し折り紙建築の
創作を始める。
2008年から家族と共にカプラブロッ
クを始める。

【折り紙建築・ポップアップカード作
り】
折り紙建築・ポップアップカードの ●H30～R1 折り紙建築ワークショップ
作り方の指導
【カプラブロック】
カプラブロックの作品作りの紹介と
参加者と共に色々な造形にチャレ
ンジする。
小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

スクラップブッキング講師

自宅と公民館でスクラップブッキン ●H29～30 親子でスクラップブッキン
グの講師活動。家庭教育学級の グ
2007年インストラクターの資格を取 企画経験から、市内公民館の
得
乳・幼児期家庭教育学級や一般
向け、高齢者向けの講座の依頼
㈱サクラクレパス事業部メモラビリアー
あり。
ト講師
小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

全市

小,中,高,青,
女,親

全市

三,新,加,燕,
阿,

消しゴムはんこ彫り体験。こちらで
用意した消しゴムはんこを使って、
ハンドメイドイベントへの出店や子 ハガキやコースターに好きに押して
育て支援施設での講座を行って オリジナルのものを作ってもらう体
おりました。
験。
プラ板をつかったネームキーホル
ダー作りも体験していただけます。

クラフバンドエコロジー協会認定講師
長岡市HP「まちの先生」に登録
第２１回クラフトバンドエコロジー協
会コンテスト１位入賞
定期教室やワークショップの他にク
一般社団法人クラフバンドエコロジー ラフトバンドエコロジー協会の資格
取得を養成するクラフトバンド実
協会認定講師
一般社団法人日本紙バンドクラフト 技講座、インストラクター養成講
座の専任講師をしています。
協会トリリアムメソッド認定講師
AJBジュエリーバッグ協会認定講師

定期教室…新潟日報カルチャー
長岡教室、JAながおか、見附市
ワークショップ…長岡市、見附市、
柏崎市、秋葉区、燕市、JA、東
京電力、小学校、支援学級、聴
覚・視覚障がい者協会、長岡社
会福祉協議会など
https://ameba/ehiramoikka/ を
ご覧ください

●R1 新潟市秋葉区シニア講座、
キャリア教育を兼ねたハロウィンワーク
ショップ
●R2 かご作りワークショップ

小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

秋

三,加

粘土作家 ﾌﾞﾙｰﾑN上級師範
平成元年より粘土工芸の指導者
を目指し、平成4年にﾌﾞﾙｰﾑN上
級師範の資格を取得以来、季節
の花や盆栽など樹脂粘土での創
作活動を続ける傍ら出張講師を
したり、自宅にて『粘土クラブｈａｎ
粘土工芸教室 ブルームＮ 上級師 ａ』を主宰。南区で開催の『白根
学習館まつり』にて作品の発表を
範
させていただいています。

樹脂粘土で作るお花や盆栽、アク
●R1 大鷲シニアクラブ「コケ玉づく
セサリーなどどなたでも作れる粘土
り」、 学習館まつり 作品展示、 二人
遊びです。インテリアやプレゼントに
展 個展
も大変喜ばれています。月に3～4
日のペースで自宅教室を開催して
いますが、人数がまとまればどちら
へも出張講師をいたします。

全て

「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

ecoクラフト作家

ワークショップを通じてeco工作の
楽しみを広げる活動をしています。
eco工作とはゴミにする前にもうひと
活躍できる材料を使って工作をし
新交企画
ます。
宣伝広告企画営業退社後、子
新潟県内外各イベント会場幼稚
育てをしながら７年前よりeco工作
園学校公民館などでワークショップ
のワークショップを始める
開催。
作って楽しい飾ってかわいいeco工
作です。

三,新,加,燕,
五,阿,胎

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●R2 「ペットボトルの風車」夏休み工
作講座、「コルク人形」干支コルク人形
を作ろう！ワークショップ、「ワイヤーで作
る虫さん」工作講座

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

6年前より中学校コーディネーター
に頼まれて、子供たちにナイフの使
●H29 昔のおもちゃ作り「ペタンクタン」
用方法を教えることを前提で始め
●H30 昔のおもちゃ作り「竹とんぼ」
ました。竹とんぼ等の昔の遊びを
●R1 テープを使ったクルクルレイン
思い出しながらやっております。中 竹細工（子どものおもちゃ）、木工
ボー作り
学生が相手ですが、最近は高齢 パズル等の作成
者等にも参加してもらい実施して
おります。経歴などありません。昔
を思い出して自分自身も楽しんで
おります。
中,齢,男,女

江,秋,南

ロマンドール師範、ポルセレーヌ（磁
器）講師

ロマンドール師範

1985年ロマンドール講師認定され
る
H29～R2 通年教室活動
磁器粘土、紙粘土を使用し、小
1990年ロマンドール師範認定され
物、インテリア、人形等々を指導
る
致します。
1992年ポルセレーヌ講師認定され
る

全て

北

五

越後大郷からくり館館長

からくり人形の仕組みを実演を通
公立学校理科教員、自然科学
して解説する。からくりおもちゃの工
館職員、越後大郷からくり館館長
作を指導する。

●R1 からくり人形実演、からくり工作

高校教諭2級普通免許状、学芸員
資格

全て

全市

食品サンプル作家・講師
２０１０年、樹脂粘土でスイーツデ
コを始める。２０１６年、興味のあっ
た食品サンプルを学ぶため、横浜
食品さんぷる畑・江波ゆきこ先生
に師事。家庭で作れる食品サンプ
ルを学ぶ。２０１９年、栃尾文化セ
日本デコアーチスト協会スイーツデコ ンター「食品サンプル展」を開催。
２週間で３０００人を動員。食品
アーチスト
サンプル教室「メコ☆しろSweets」
横浜食品さんぷる畑 認定講師
主催。

企業様販促・ハンドメイドイベント
などでのお手軽なワークショップか
●R1 栃尾文化センター主催「食品サ
ら、カルチャースクール・地域行事・
ンプル展」、食品サンプル講座
公民館・文化センターなどでの２
●R2 食品サンプル（モチーフ）講座
～３時間を要する講座まで、幅広
いニーズにお応えしています。
アトリエ教室では１からじっくり食品
サンプル作りをお楽しみいただけま
す。

小,中,高,成

20年以上、子育て支援のボラン
ティアをしています。若いお母さん
が息抜きできる場での保育や、小
学生対象の遊び場でのお手伝い
をしています。その他に人権擁護
委員の活動もしています。

日本折紙協会師範

三,新,燕,阿,

●H27～ ものづくりクラブでの手芸の
ボランティアで小学校の「ものづくり 手伝い
クラブ」の手芸のお手伝いをしてい ●R1 クラフト工作
ます。又、児童館の企画でクラフト
作りの指導もしています。

小,成,親

新津レクリエーション協会 理事

全市

全市

S56年 日本折紙協会に入会
H元年 旧新津市で新津おりがみ
サークル設立、その後、市内に4教
室を開設
●H29 クリスマスリース作り
H5年 日本折紙協会新潟支部 ・折り方の基礎から応用へ
「はまなす」設立と同時に入会
・折り図の見方、折り方のポイント
H18年 同協会の師範資格を取 等
得
国際交流基金の事業で海外での
折紙交流を経験。地域の公民
館・学校などでも活動。
全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

会社員

樹木、園芸植物の相談員

樹木の診断、園芸植物の相談

樹木医

全て

全市

ミュウ フラワー＆ガーデン 店主
〇こけだま教室 〇芝ぼうや教室
〇ハーブ寄せ植え教室 〇クリス
平成17年フラワー装飾技能士2 マスリース教室 〇木の実のクリス
●R1 こけだま教室、しめ縄飾り教
級資格取得 平成18年グリーンア マスツリー教室 〇観葉植物寄せ
室、モステラリウム教室
ドバイザー資格取得 平成19年 植え教室 〇多肉植物寄せ植え
ミュウ フラワー＆ガーデン開業 平 教室 〇季節のお花寄せ植え教
フラワー装飾技能士2級 グリーン 成24年全国花育活動推進協議 室 〇ミニカーネーションでティー
カッププードル作り教室 〇アレン
アドバイザー 全国花育活動推進 会花育アドバイザー登録認定
ジメント教室 〇しめ縄飾り教室
協議会花育アドバイザー
〇モステラリウム教室
全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

フローリスト
1991年より花の仕事に就き、オラ
●H30 お正月花フラワーアレンジ講習
ンダとアメリカで花留学も経験す
会
る。
●R1 ガーランド講習会
生花・造花のフラワーアレンジメン
現在、店のない花屋「Atelier
●R2 ハーバリュウ講習会
トや寄せ植えの講習
フラワー装飾1級技能士、フラワー装 Mooi Bloem」 代表、専門学校の
飾指導員免許、カットフラワーアドバ フラワー非常勤講師を務めてい
イザー、花と緑のアドバイザー、新潟 る。
市花育マスター
全て

・調理師
・NARD JAPAN認定 アロマアドバ
イザー
・介護アロマセラピスト
・JHS認定 ハーブインストラクター

高校卒業と同時に調理師免許を
取得。5年間会社勤務を経て義
母の病気介護をしつつ介護士資
格取得。介護関係の職に就く。ア
ロマアドバイザー資格取得し活動
と同時に介護アロマセラピスト資格
も取り、介護施設でボランティア活
動をする。ハーブインストラクター資
格を取り、園芸指導やワークショッ
プ等の活動を始める。

・耕作放棄地にラベンダーを植栽
し、挿し芽で苗を増やして公園な
どに植える作業や花穂を使ってア
ロマクラフト作りのワークショップ。
・ハーブの寄せ植えやハーブを使っ
て様々なクラフト作りのワークショッ
プ。
・ハーブ園の植栽作業等。

●H29 「手づくり学校」キッチンハーブ
の寄せ植えとクッキング、アロマクラフト
（日焼け止めクリーム、スプレー作り）
●R1 アロマクラフト（保湿クリーム、石
けん）、ハーブスワッグ
●R2 アロマクラフト（虫除けスプレー
他、日焼け止めジェル）、キッチンハーブ
の寄せ植え

小,中,高,成,
齢,親

雪割草実生研究会 会長

2000年頃より横浜市に在住して、
湘南雪割草保存会をつくり、そこ
で会長として雪割草の実生技術
の普及をはかるため、毎春3月に
は展示会を開催。2006年新潟に
転居し、2007年に雪割草実生研
究会を立ち上げて毎春3月には展
示会を開き会員作出の実生良花
を陳列、実生の技術を説明、来
春には第14回目の展示会を行
う。

全市

東,江,秋

雪割草の自生地ではすでにここ20
年余りの間に50万株ともいわれる
株が盗掘され、絶滅の危機に至っ
ています。自生地で今や見つけえ
ない良花を山に行かず、しかも楽
しみながら、二段咲、三段咲、緑
軸の段咲き良品などを、自分の棚
で作り出す実生技術を広めること
により自生地の保護にもつながり、
リタイア後の人達の生きがいともな
る趣味としても有意義であるこの
実生技術を広めたいと思っていま
す。
中,高,青,成,
北,東,中,西
齢,男,女,親

阿

農家

毒物劇物取扱責任者

S49年 巻町農協入組
H24年 越後中央農協退職
この間、主に園芸作物の営農指
導と販売を担当
H24年より、アスパラガスとイチジク
の栽培を開始
R2よりイチジク専業 イチジク栽培
開始希望者に対してＪＡ普及所と
共に「イチジク塾」を開催

近くの野菜栽培者や農産物直売 ●R2 ＪＡ越後中央 いちじく塾
所出荷者に対して、質問等があっ
たときアドバイス
R2より「イチジク塾」塾長

全て

造園・園芸業 専務取締役 庭
師・造園家

1級造園技能士・1級造園施工管
理技士・1級園芸装飾技能士・樹
木医補・新潟市花育マスター

森林生態、環境園芸、造園分野
を学び、北米及び日本のフィール
ドで実践を積む。新潟市旧齋藤
家別邸では専属庭師を務めた
他、スウェーデン・ウプサラ大学での
作庭展示、デンマークでの技術講
習及び講演会、同国・フレソ市文
化会館における作庭なども行う。

1942年生まれ・元新潟県職員と
して農業、農村振興の業務に関
わり、農産物の生産と市場流通、
そして直売活動を通じた消費者と
・農業改良普及員・農業専門技術 の交流などの指導助言を行ってき
ました。
員・グリーンツーリズムインストラク
ター・なりわいの匠

園芸（お花の植え方、育て方な
ど）・造園（剪定・植物管理方法
全般など）分野に関する専門的
知識及び技術を一般の方にもわ
かりやすく、解説や技術講習など
を行っている。また新潟の庭園の
解説（日本語・英語二ヵ国語対
応可）も行う。園芸・造園を通して
楽しく、豊かな生活・暮らしを創造
をできるようサポートを行っている。

蒲

●H30 四季を通じた庭の管理、太平
洋岸北西部と日本の庭園における私
の経験、キャリア教育授業「造園家か
らのメッセージ」

全て

全市

小,成,齢

南,西,蒲

・野菜の栽培技術やひょうたんの
装飾技術は依頼者が用意された
会場で解説と実演をいたします。
・都市と農村の交流は計画の策
定や農業・農村体験の実際を助
言します。

三,燕,

フローラ・ファイン主宰、フラワーデザイ
ナー、ローヤルフラワースクール正教授、
日本苔技術協会苔玉インストラク
フラワーアレンジメント教室講師歴
生花、プリザーブドフラワー、アート
ター、新潟市花育マスター、新潟県都
約20年。苔玉インストラクターとし
市緑化センター花と緑のアドバイザー
フラワーなどのフラワーアレンジメン

ローヤルフラワースクール正教授
日本苔技術協会苔玉インストラク
ター

て5年の活動。
現在、新潟日報カルチャースクー
ル、JEUGIAカルチャーセンターな
ど、新潟市内7教室でフラワーアレ
ンジメント、苔玉作り、苔テラリウ
ム、フラワーコーディネートの指導を
している。

ト教室、苔玉教室・苔テラリウムの
●R1 アートフラワーで作る秋のリー
指導、各種イベントのフラワーコー
ス、苔玉作り
ディネート。小学生向けのフラワー
●R2 苔テラリウム（園芸講座）
アレンジメント教室も開講中。一
般企業の講座や新潟市花育マス
ターとしてPTA、町内会、公民
館、老人施設での単発講座も担
当。

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

寺尾マジッククラブ会長

平成4年11月 マイク太田氏に師
事
平成12年10月 全国奇術大会
にアマチュアゲストとして出演
平成14年７月 寺尾マジッククラブ
結成10周年記念公演を主催
平成17年5月 BSNテレビ イブニ
ング王国の生放送に出演
平成29年7月 NCVテレビ 生放
送に出演

各小学校のクラブサポートや文化 ●H29 菅原神社春祭り、薬師神社
祭行事等子供達の情操教育活 秋祭り
動や老人ホーム等の施設慰問・ ●H30 五十嵐小学校クラブサポート
高齢者集会活動、また、地域の
イベント（夏祭りなど）に参加してお
ります。

全て

全市

上越美術協会理事

小学校教諭1種、中学校教諭1種
（美術）、高等学校教諭（美術）教
員免許、社会教育主事

・県内小中学校勤務（31年）
・新潟県教育委員会教育事務
所指導主事（3年）
・上越教育大学附属幼稚園副
園長（4年）
※新潟県マジック愛好会会員、
元紙芝居黄金バットの会会員

・高齢者が元気に生き生き活動
できる話をマジック、アコーディオ
ン、鼻笛等を通し、時には笑いヨ
ガを交えて話をすすめている。

●H29 「まなびやサロンそのき」「か・
き・く・け・こ」の人生、今から、これから
●H30 輝いて生きる 手品を見なが
らいきいき人生を考えよう
●R1 輝いて生きよう 「いろは歌」が
教える人生の生き方

齢

21年間、老人ホーム・デイサービ
ス・町内会など腹話術とマジックを
使って慰問
10年間、中国の上海・北京・南 マジック
京・西安・重慶・天津・長春・ハル
ビンなどの老人ホームで仲間と一
緒に慰問

●R1 マジック

全て

新潟大学教育学部卒業（昭33・
3）、小学校教諭・理科センター専
任所員・指導主事・教頭・学校
教育課長・校長（幼稚園園長）
（昭33・4～平7・3）、燕市教育長
（平7・4～18・3）、月潟地区老人
クラブ連合会会長（平23・4～27・
3)、新潟日報カルチャースクール・
メイワサンピア・マジック教室講師
（平成23・4～28・3）、南区マジッ
ク軍団の指導（平成28・4～

月潟小学校マジッククラブの指導・
新潟市南区マジック軍団の指導。
ボランティアとして、月平均5回以
上、マジックや腹話術で施設を訪
問。その他、幼稚園・保育園・小
学校の子育て支援の講演とマジッ
ク・腹話術を行ったり、高齢者対
象に祖父母学級や老人会、お茶
の間等で孫育てや健康寿命等を
テーマにして講演を行なったりして
いる。

全市

全市

●H29 「人生を豊かにするヒント」講
演とマジック
●R1 「好奇心は心のおしゃれ」
●「老後の趣味今や生きがい」（新聞
記事）

全て

全市

三,加,燕,

消しゴムはんこ彫り体験。こちらで
用意した消しゴムはんこを使って、
ハンドメイドイベントへの出店や子 ハガキやコースターに好きに押して
育て支援施設での講座を行って オリジナルのものを作ってもらう体
おりました。
験。
プラ板をつかったネームキーホル
ダー作りも体験していただけます。

小,中,高,青,
女,親

「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。

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

リトミック研究センター新潟第一支局
長

リトミック研究センター認定リトミック
指導資格ディプロマA
幼稚園教諭1種免許状

国立音楽大学音楽学部作曲学
科卒業
リトミック研究センター教員養成東
京校卒業
東京の幼稚園にて幼稚園教諭
リトミック研究センター新潟第一支
局長
新潟こども医療専門学校教員

リトミック研究センター支局長として
新潟市音楽文化会館、保育園、
子育て支援、小学校等で大人向
●R2 リトミック夏期講座
け、又乳幼児や児童向けのリト
ミック指導
新潟こども医療専門学校にて、リ
トミック、ピアノ等の学生指導
小学校や保育園の校歌、園歌等
の作曲
乳,小,成,齢,
障,親

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

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●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

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

整理収納アドバイザー

整理収納アドバイザー1級

公民館勤務をきっかけに社会教
育の重要性と学ぶことでの市民生
活向上が実際にできることに気づ
く。
中でも一番身近な「暮らし」の中
での「かたづけ」により生活の質が
あげられることを広めるため整理収
納アドバイザーの資格を取得。各
地ですぐにはじめられるかたづけ講
座を開催。

講座を通して「自分に合ったかた
づけのやり方」や「かたづけの効果」
を学び、「時間・お金・心のゆとり」
を持てる暮らしができるようにする。
具体的にはグループワークを交え
ながら、かたづけの目的と効果、や
り方を学び、受講生自身が学んだ
ことをその場で実践する実技指導
や日頃の疑問などへの質疑応答
を行う。

●H30 今日からはじめる かんたんか
たづけ術、こんな暮らしがしたいを叶え
る かたづけ術
●R1 すっきり暮らす かたづけ講座

小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

写真を飾る楽しむ整理する事を
目的として、オリジナルのアルバム
作りから、ご要望に応じてクラフト
での手作りを楽しく提供し、子育
てサークル、小学校イベントなどに
も出張します。また、大人の趣味
ISA2級スクラップブッキングインストラ として写真整理を中心としたオリジ
ナルアルバム作り、アルバムカフェと
クター
して毎月カフェでも開催。

子育て中の趣味として始めたスク
ラップブッキング。インストラクターと
しての資格を習得。幅広く写真を ●H29 クリスマスオーナメント作り
楽しむ為に、富士フイルムのアルバ
ム大使となり、大人の為に写真整
理をしながら写真を楽しむオリジナ
ルアルバム作りのアルバムカフェと言
う会も毎月開催しています。

全て

中,江,西,蒲

三,燕,

食品サンプル作家・講師
２０１０年、樹脂粘土でスイーツデ
コを始める。２０１６年、興味のあっ
た食品サンプルを学ぶため、横浜
食品さんぷる畑・江波ゆきこ先生
に師事。家庭で作れる食品サンプ
ルを学ぶ。２０１９年、栃尾文化セ
日本デコアーチスト協会スイーツデコ ンター「食品サンプル展」を開催。
２週間で３０００人を動員。食品
アーチスト
サンプル教室「メコ☆しろSweets」
横浜食品さんぷる畑 認定講師
主催。

企業様販促・ハンドメイドイベント
などでのお手軽なワークショップか
●R1 栃尾文化センター主催「食品サ
ら、カルチャースクール・地域行事・
ンプル展」、食品サンプル講座
公民館・文化センターなどでの２
●R2 食品サンプル（モチーフ）講座
～３時間を要する講座まで、幅広
いニーズにお応えしています。
アトリエ教室では１からじっくり食品
サンプル作りをお楽しみいただけま
す。

小,中,高,成

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。

全市

三,新,燕,阿,

●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

スポーツ・レクリエーション

専門学校教員、NSCA-JAPAN甲
信越エリアディレクター、
NSCAJAPAN認定検定員
トレーナー系専門学校を卒業後ト
レーナー会社に就職。その後専門
学校教員となる。アイドルユニッ
ト、モータースポーツ、野球、バス
ケットボール、テニスのトレーナーと
NSCA認定パーソナルトレーナー、
して携わる。また、新潟市消防局
NSCA認定検定員
モチベーションアカデミー認定フィットネ の公務災害防止研修会、日本
体育協会野球指導者講習会、ト
スモチベーター
レーニング系団体NSCA JAPAN
日本赤十字社救急法救急員
一般社団法人 JAPANセルフマネ のセミナー講師も勤める。

・一般人へのコンディショニング指
導（レジスタンストレーニング、
ウォームアップ、有酸素運動、スト ●R1 パーソナルトレーナーが知ってお
レッチ）
きたい自分とクライアントの目標設定
・競技者へのレジスタンストレーニ
ング（上記同様）
・オリンピックリフティングの指導
・トレーニング理論
・コーチング

ジメント協会認定コーチ
小,中,高,青,
成,齢,男,女

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

監督兼ゼネラルマネージャー
指導者歴はアルビレックス新潟
ジュニアユース、同レディース、同シ
ンガポール、新潟医療福祉大女
子サッカー部などを歴任。新潟の
サッカーの指導者
アカデミーダイレクターも務め、2019
年より再びアルビレックス新潟レ
日本サッカー協会公認A級ライセンス ディースの監督に就任し、2年目を
迎えている。

●H29 新潟市指導者講習会
●R1 新潟県サッカー協会カンファレ
ンス『育成年代について』
●R2 新潟県サッカー協会との普及
活動『目標設定について』

小,中,高,青,
成,男,女

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

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、 ●R1 スポーツ放送こぼれ話や五輪の
ゴルフなど）。放送を通じて知り
話
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。

全て

全市

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

愛知学泉大学 教授
新潟県内の小学校教諭、新潟
市教育相談センター（指導主
事）、大滝小学校（教頭）、下越
教育事務所佐渡出張所（指導
主事）、県立教育センター（指導
主事）、川内小学校（校長）、新
ガイダンスカウンセラー
潟市教育委員会（指導主事）、
認定カウンセラー（日本学校教育相 新潟医療福祉大学（講師）を経
談学会）
て、現在に至る。

・子育て出前講座
・小中学生を対象とした学力と生
活習慣に関する講演
・保護者を対象とした子どもの話
を聴くことの大切さの講演やカウン
セリング実習
・成人を対象とした健康づくりのた
めの運動の必要性の講演
・幼児や小学生を対象とした縄跳
び指導
・子どもを対象とした動ける身体づ
くりを目指した運動指導

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H29 小学校での特別支援教育へ
の理解について
●R1 縄やボールを使って、器用に身
体を動かそう！

乳,小,中,男,
女,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

監督兼ゼネラルマネージャー
指導者歴はアルビレックス新潟
ジュニアユース、同レディース、同シ
ンガポール、新潟医療福祉大女
子サッカー部などを歴任。新潟の
サッカーの指導者
アカデミーダイレクターも務め、2019
年より再びアルビレックス新潟レ
日本サッカー協会公認A級ライセンス ディースの監督に就任し、2年目を
迎えている。

●H29 新潟市指導者講習会
●R1 新潟県サッカー協会カンファレ
ンス『育成年代について』
●R2 新潟県サッカー協会との普及
活動『目標設定について』

小,中,高,青,
成,男,女

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

総合空手 夢源会 現代護身講
師

1971年3月21日生まれ
第2回空道世界選手権中量級
世界王者
現役時代の異名は「越後の虎」

●H30～R1 小学生のための現代護
とっさの時に役立つ現代護身・回
身セミナー 他
避術を特別な訓練をしなくてもで
きるシンプルな技術でお伝えしてい
ます。

小,中,高,青,
成,男,女,親

全市

胎

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

合気護身術P.Three（ピースリー）

●R1 自治会護身術講座
学校行事・学年行事・自治体・
合気道。国際青少年修養団阿
●R2 親子で護身術
会社等でご依頼を受け護身術の
羅漢之拳（危機対応護身法）太
基本「逃げわざ」も実技と防犯知
極拳。日本柔術護身術修道館。
識を伝えています。
柔術護身術道場師範

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

インストラクター

公益社団法人日本武術太極拳連
盟 A級指導員 太極拳技能検定
4段
AFAA JAPAN公認 太極舞（タイ
チーダンス）指導員
レズミルズプログラム ボディバランスイ
ンストラクター
（一社）国際メディカルタイチ協会 メ
ディカルタイチ インストラクター

スポーツクラブJOYFITでのレッスン
を中心に、新潟市内の体育館や
カルチャーセンター、公民館でレッ
スンを持ち、健康づくりのお手伝い
をしてます。

太極拳
太極舞（タイチーダンス）
ボディバランス
メディカルタイチ
骨盤エクササイズ

●R2 太極舞 タイチ―ダンス 骨盤
エクササイズ 太極拳 メディカルタイチ
骨盤エクササイズ 太極扇

成,齢,男,女

東,中,江,南,
西

太極拳、さとう式リンパケア 指導者

楊名時八段錦太極拳 師範
NPO法人日本健康太極拳協会
介護福祉支援プログラム認定 上
級終了
メディカルタイチ３級
さとう式リンパケアセルフケアマスター

新潟市を中心に「楊名時太極
拳」「座って楽しむリンパケア＆太
極拳」の指導を行っています。

●R1 子育てママの為のリンパケアと太
極拳
「楊名時太極拳」と「座って楽しむ
●R2 「いきいきセミナー」もっと自分が
リンパケア＆太極拳」の指導を通
好きになるゆるゆるリンパケア＆太極
して、心と体をすこやかに保ち、充
拳、楽しい健康太極拳入門
実した人生を生きるための健康法
をお伝えしています。

成,齢,男,女,
親

全市

三,加,燕,

新潟県スポーツチャンバラ協会理
事、スポーツチャンバラ公認師範代

大学一年にスポチャンと出会い、
デビュー戦である試合で初優勝を
果たす。
以後、大学のエース選手として、
全日本学生選手権総合優勝な
ど結果を残す。
国際スポーツチャンバラ協会公認
師範代、一級主任審判、小太刀 卒業後は、自らの道場を立ち上
げ、試合では99年度世界選手権
護身道錬士五段、短刀錬士七
段、棒錬士五段、99、05、06、10、 短刀部門優勝を皮切りに昨年ま
11、12、13年世界選手権短刀部 でに世界チャンピオンを通算7度獲
得する活躍している。
門チャンピオン

スポーツチャンバラを通して、身体
の動かし方を中心に心の発達と武
道における礼儀作法・所作の指
●H30 アルビレックス新潟体験コー
導。
ナー
また、レクリエーションの要素もある
ので、ストレスの解消のための講座
なども可能。
元々が護身術だったこともあり、誰
でも簡単にできる護身術講座など
も可能。
小,中,高,青,
成

全市

森林インストラクター

森林インストラクター

玉川大学農学部昆虫学・生態
学専攻卒業。旧農林省農業技
術研究所、東大医科学研究所
にて害虫、寄生虫を研究。（アル
バイト、助手）務め、石川茂雄図
鑑刊行委員会事務局で種子図
鑑の刊行と販売を担う。
森林インストラクターとなり、新潟
県立自然科学館を始め市内外の
小学校、公民館の自然体験活
動をサポートしている。

植物、昆虫、鳥類、野生動物の
専門的な知識を基に、身近な生
●R1 大沢公園デイキャンプ
き物の生態系について、自然に親
●R2 自然体験教室、親子で楽しむ
しむネイチャーゲームやプロジェクト
昆虫採集
ワイルド等の自然教育プログラムを
取り入れた、解りやすく楽しい自然
体験活動を指導している。また、
野外活動における安全とマナー、
ルールの指導と実施を行っている。
小,成,齢,障,
親

全市

団体職員 パート

1969年3月新潟市立白山高等
学校 卒業
1970年4月（一社）新潟県労働
衛生医学協会 入社
同協会
（公財）日本スポーツ協会公認山岳 2016年1月
退職
コーチⅠ
環境省委託 自然公園指導員

●R1 初級登山教室
新潟県山岳協会 理事
ゆきみ山の会 会長

青,成

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

専門学校教員、NSCA-JAPAN甲
信越エリアディレクター、
NSCAJAPAN認定検定員
トレーナー系専門学校を卒業後ト
レーナー会社に就職。その後専門
学校教員となる。アイドルユニッ
ト、モータースポーツ、野球、バス
ケットボール、テニスのトレーナーと
NSCA認定パーソナルトレーナー、
して携わる。また、新潟市消防局
NSCA認定検定員
モチベーションアカデミー認定フィットネ の公務災害防止研修会、日本
体育協会野球指導者講習会、ト
スモチベーター
レーニング系団体NSCA JAPAN
日本赤十字社救急法救急員
一般社団法人 JAPANセルフマネ のセミナー講師も勤める。

・一般人へのコンディショニング指
導（レジスタンストレーニング、
ウォームアップ、有酸素運動、スト ●R1 パーソナルトレーナーが知ってお
レッチ）
きたい自分とクライアントの目標設定
・競技者へのレジスタンストレーニ
ング（上記同様）
・オリンピックリフティングの指導
・トレーニング理論
・コーチング

ジメント協会認定コーチ
小,中,高,青,
成,齢,男,女

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。

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。

全市

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

音楽教室主宰 カワイ音楽教室講
師 リトミック講師
音楽教室にて、昭和55年より、個
人レッスンの他に、1才～小学生
対象のグループレッスン担当。平
成25年成人向け歌のコース担
当。オカリナ、大正琴指導資格取
得
カワイ音楽教室 講師グレード全種 平成17年リトミック指導者資格取
リトミック研究センター指導者資格 得。育ちの森派遣講師、リトミック
担当
ディプロマ B
マチノちえこカルチャースクールに
生涯学習ボランティア
て、令和2年より歌の指導

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●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

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

全市

公民館 子育てサークルなどへの
リトミック指導
子育て支援センター、リトミック担
当
カルチャースクールでの歌の指導
歌うだけでなく歌の解説、音楽雑
学やゲーム、身体活動も行ってい
る

全市

三,新,加,燕,
五,阿,

●H29 ほかほか学級 楽しいよ～親
子で一緒にリトミック
●H30 育ちの森 リトミック担当
●R2 うたいつごう日本の歌

乳,小,成,齢,
中,江,秋,南
障,男,女,親

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

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

笑いヨガティーチャー

笑いヨガティーチャー

自分自身が病気になった事がきっ
かけで笑いの必要性、効果に気
付き、笑いを学び地域で笑いを必
要としている方と一緒に笑いで健
康になりポジティブになった体験と
笑う事で心と体が変わる事を伝え
ている内に、口コミでどんどん笑い
が広がっていまでは笑顔で楽しく
笑いヨガを伝えています。

地域の茶の間、老人会、地域作
●R1 笑って心も体も元気、楽しく笑
り、楽しみ会等、道具を使わず、
おう、笑って免疫力アップ
体操として笑いヨガを1時間から1
時間半、呼吸の大切さや認知症
ゲームなど入れながら、だれでも出
来るを大切にしながら伝える。

全市

「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。

三,加,燕,阿,
胎

●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

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

スポーツインストラクター
・1998年長岡造形大学卒業
・1998年㈱ミサワホーム入社
・2003年㈱ミサワホーム退社
・ADIエアロビクスダンスエクササイズイ ・2003年フリーインストラクターとし
ンストラクター
てスポーツクラブ、体育館等にてエ
・ペルビックストレッチトレーナー
アロビクスやヨガ等の運動指導にあ
・PFAヨガベーシックインストラクター たる
・PFAヨガアドバンスインストラクター 現在に至る
・フットセラピートレーナー
・ベビーマッサージインストラクター
・NESTAパーソナルトレーナー 等

公民館、スポーツクラブ、体育館、
支援センター等でエアロビクスやヨ
ガを指導。パーソナルトレーナーと
しても活動している。

●H29～H30 ペルビックヨガ

乳,小,中,高,
青,成,齢,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

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

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●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

スポーツインストラクター

●R1 ボディケア&リズムエクササイズ、
0から5歳までの親子を対象とした 親子運動遊び、キッズ運動遊び
2011年から現在まで、横越総合
運動遊び。大人を対象としたリズ
体育館に勤務。
ムエクササイズ。
JAFA エアロビクスインストラクター
OKJエアロビックファミリー認定インスト
ラクター

乳,成,齢,親

日本体育大学卒業（教員免許
有）後、新潟市体育課に勤務
（一般行政）し、社会体育に携
わってきた。各体育施設の館長を
務める一方、各資格を得て活動
してきた。ラジオ体操指導では一
ラジオ体操・みんなの体操1級指導 級は県内12人（令和2年現在）し
士、トランポリン競技公認指導員・ かいません。なお、トランポリンの指
コーチ、日本スポーツ少年団公認育 導や活動場所も県内唯一です。
成指導者、トレーニング指導士、体 他健康に関する体育一般も相談
操競技一種審判員 他
できます。

子どもから中高齢者（女性も含
む）まで、健康づくりのレクレーション
や体育等の指導一般。未普及の
トランポリン運動の役立つ運動効
果や、91年も続いているラジオ体
操やみんなの体操の「正しいやり
方」等指導中です。

全市

阿

●H29～30 トランポリン運動の指導
●R1 基礎体力づくり（ラジオ体操、ス
トレッチ、レクリエーション等）
●R2 職場での（朝礼）正しいラジオ
体操

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

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

●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

三,新,加,胎

大学教授 医学博士

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。

●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

●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

東,中,江,秋,
三,加,燕,阿,
南,西,蒲

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

ダンススタジオオーナー、インストラク
ター

ストリートダンス歴15年、インストラ
クター歴10年の経験が有り、自ら
のダンス活動の他にイベントの企
画や実行などにも精力的に活動
しております。ダンス教室や初めて
体験教室の実施などダンスをした
ことの無い方にダンスを広める活動
をしていますので、学校への訪問
レッスンや福祉施設での訪問ダン
スショーケースなど地域や地元の
活性化の為の活動も力を入れて
います。

加,阿,

新潟市内を中心に10年以上に渡
りストリートダンスを広める活動に
力を入れており、各種学校への
●H28 曽野木小学校ダンスレッスン、
レッスンや、ダンスイベントの企画 赤塚小学校親子ダンス
運営を中心にダンスを多くの人に ●R1 校歌ダンス
知ってもらう為の活動をしておりま
す。インストラクターとしても10年程
の経験が有り、ダンスを始めて体
験する方にも楽しく伝える事には
自信があります。
小,中,高,青,
成,齢,障

全市

三,新,加,燕,
五,阿,

インストラクター

公益社団法人日本武術太極拳連
盟 A級指導員 太極拳技能検定
4段
AFAA JAPAN公認 太極舞（タイ
チーダンス）指導員
レズミルズプログラム ボディバランスイ
ンストラクター
（一社）国際メディカルタイチ協会 メ
ディカルタイチ インストラクター

スポーツクラブJOYFITでのレッスン
を中心に、新潟市内の体育館や
カルチャーセンター、公民館でレッ
スンを持ち、健康づくりのお手伝い
をしてます。

太極拳
太極舞（タイチーダンス）
ボディバランス
メディカルタイチ
骨盤エクササイズ

●R2 太極舞 タイチ―ダンス 骨盤
エクササイズ 太極拳 メディカルタイチ
骨盤エクササイズ 太極扇

成,齢,男,女

東,中,江,南,
西

太極拳、さとう式リンパケア 指導者

楊名時八段錦太極拳 師範
NPO法人日本健康太極拳協会
介護福祉支援プログラム認定 上
級終了
メディカルタイチ３級
さとう式リンパケアセルフケアマスター

新潟市を中心に「楊名時太極
拳」「座って楽しむリンパケア＆太
極拳」の指導を行っています。

●R1 子育てママの為のリンパケアと太
極拳
「楊名時太極拳」と「座って楽しむ
●R2 「いきいきセミナー」もっと自分が
リンパケア＆太極拳」の指導を通
好きになるゆるゆるリンパケア＆太極
して、心と体をすこやかに保ち、充
拳、楽しい健康太極拳入門
実した人生を生きるための健康法
をお伝えしています。

成,齢,男,女,
親

全市

三,加,燕,

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

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。

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。

三,新,加,燕,
五,阿,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

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

全市

全市

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

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟県スポーツチャンバラ協会理
事、スポーツチャンバラ公認師範代

大学一年にスポチャンと出会い、
デビュー戦である試合で初優勝を
果たす。
以後、大学のエース選手として、
全日本学生選手権総合優勝な
ど結果を残す。
国際スポーツチャンバラ協会公認
師範代、一級主任審判、小太刀 卒業後は、自らの道場を立ち上
げ、試合では99年度世界選手権
護身道錬士五段、短刀錬士七
段、棒錬士五段、99、05、06、10、 短刀部門優勝を皮切りに昨年ま
11、12、13年世界選手権短刀部 でに世界チャンピオンを通算7度獲
得する活躍している。
門チャンピオン

スポーツチャンバラを通して、身体
の動かし方を中心に心の発達と武
道における礼儀作法・所作の指
●H30 アルビレックス新潟体験コー
導。
ナー
また、レクリエーションの要素もある
ので、ストレスの解消のための講座
なども可能。
元々が護身術だったこともあり、誰
でも簡単にできる護身術講座など
も可能。
小,中,高,青,
成

日本けん玉協会 けん玉道四段・
指導員

学校の教員をし、小学校の校長
を最後に退職する。その間、子ど
もたちにけん玉の指導を続ける。
退職後、学校や公民館の依頼を
受け、けん玉教室や講習会などを
実施し、けん玉の楽しさ、すばらし
さを体感してもらっている。30年以
上にわたり、けん玉の普及活動を
行っている。著書に「けん玉校長と
子どもたち」がある。

けん玉の基本技や発展技につい
て知り、上達するコツを理解する。
その後、基本技の練習に取り組 ●R1 けん玉で広がる活動、めざせけ
む。何種目かの技を習得し、楽し ん玉の達人！
さや達成感を味わう。活動を通し ●R2 脳活！けん玉体幹トレーニング
て、健康増進や集中力の向上、
脳の活性化などに有効であること
を体感する。継続的に実施できる
場合は、日本けん玉協会の級位
や段位の正式な認定も行う。
小,中,高,青,
成,齢,男,女,
親

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

全市

・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

(有)コットンハウス三九 代表取締
役

新潟吹き矢の会五段公認指導資
格

平成20年10月10名で「新潟吹き
矢の会」を設立会長に
平成21年1月日本吹き矢連盟に
加入
吹き矢の体験指導
平成23年5月日本吹き矢連盟幹
事
平成31年3月日本吹き矢連盟よ
り脱会

●H30～R1 吹き矢の体験

小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

ファイナンシャルプランナー・相続診断
士 MFC合同会社 代表社員

・一般社団法人 相続診断士協会 相続診断士
・一般社団法人 未来会計マスター協会 未来会計マ
スター
・一般社団法人金融財政事情研究所 ファイナンシャル
プランナー
・一般社団法人 家族信託普及協会会員
・一般社団法人終活カウンセラー協会 終活カウンセ
ラー上級
・日商簿記検定 2級
・珠算 1級
・一般財団法人職業技能振興会 古民家鑑定士1級
・日本武術太極拳連盟 2段
・日本武術太極拳連盟 公認太極拳二級審判員
・日本武術太極拳連盟 B級指導員

開業助産師

助産師、受胎調節実地指導員、
日本マタニティフィットネス協会認定：
マタニティビクス、マタニティヨガ、ベビー
ビクス、ベビーヨガ、（産後のママのた
めの）アフタービクス、ママフィット、ママ
ヨガ、ママヨガwithベビーヨガ、ベビーマ
マアクア、一般社団法人日本コン
ディショニング協会認定：プロフェッショ
ナルコンディショニングインストラクター

地元銀行出身。住宅会社にて販
売管理、経理、顧客データベース
の仕事に携わる。現在は生保、
損保併せて20社取扱している株
式会社GMLソリューションズにて募
集人として活動するも、資産運用
コンサルや笑顔相続サロン新潟と
して笑顔で相続を迎えるために相
続診断士としても活動。

生前整理・見守り・財産管理・贈
与など生前に関する事から亡く
なった後のお葬式やお墓のこと 自
宅などの不動産手続きや死後事
務委任契約まで相続に関すること
を各士業・専門家の方と連携して
ワンストップで相続に関するご相談
を承っております。「自分も家族も
困らせない相続のお話」で執筆新
潟日報西区《るーと》にて連載

助産師免許取得後、神奈川県
内の大学附属病院に勤務。結婚
を機に新潟市に転居し、市内の
総合病院に勤務。H7年に開業。
新生児訪問、安産教室、電話相
談、育児相談、支援センターでの
講座、命の出前講座（保育園～
高校）、お孫育て講座、ゆりかご
学級等の講師に携わる一方、日
本マタニティフィットネス協会認定イ
ンストラクターとして、妊産婦、乳
幼児、産後のママへのエクササイズ
指導を行っている。

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H30 「家庭けいざい入門」「相続セ
ミナー」「笑顔相続ノート作成セミナー」
●R1 「職業体験に向けて今できる
事」
●R2 「将来の夢に向けて…今何を
すべきか 曼荼羅シートを作成しましょ
う」

中,成,齢,男,
女

助産師として：妊産褥婦、新生
児・乳幼児の保健指導、思春期
教室（命の講座・性教育）、受胎
調節、沐浴・授乳指導、育児全
般
孫育て世代への指導や相談
インストラクター：ベビーマッサージ、
乳幼児のエクササイズ、マタニティ
～産後のママのエクササイズ、子ど
もから高齢者に至るまでのエクササ
イズ（ヨガ（ベビーヨガ、ママヨガ、親
子ヨガ、マタニティヨガ）、エアロビク
ス、親子リズムダンス等）
・場所：保育園、支援センター、市
の体育館、地域の子育てサーク
ル、産婦人科クリニック内のホー
ル、公民館

全市

全市

三,新,加,燕,
五,阿,

●～現在 産後ママヨガ、親子ヨガ、マ
マヨガ、ベビーヨガ、命の出前講座

乳,小,中,高,
青,成,齢,女,
親

全市

合気護身術P.Three（ピースリー）

●R1 自治会護身術講座
学校行事・学年行事・自治体・
合気道。国際青少年修養団阿
●R2 親子で護身術
会社等でご依頼を受け護身術の
羅漢之拳（危機対応護身法）太
基本「逃げわざ」も実技と防犯知
極拳。日本柔術護身術修道館。
識を伝えています。
柔術護身術道場師範

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

新潟大学工学部

北海道大学大学院理学研究科 ・小中高理科教室・実験
博士後期課程修了 博士（理
・大学生活について
学）
・新材料の実用化について
・フランスの食とワインについて

●H30 磁性エラストマーとは
●R1 大学での研究（高校生対
象）、大学生活を感じてみよう（高校生
対象）

博士（理学）

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

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

三,新,加,燕,
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

三,新,加,燕,
五,阿,胎

1990年 3月新潟大学大学院卒
内科医師・斎藤内科クリニック院長 業
1990年10月米国アラバマ大バーミ
ンハム校微生物学客員助教授
1994年11月斎藤内科クリニック開
業
2015年 5月新潟県小規模多機
能型居宅介護事業者協議会会
長
医学博士、新潟県小規模多機能 2017年 4月昭和大学歯学部総
型居宅介護事業者協議会会長
合診療歯科部門兼任講師
その他 新潟大学大学院保健学
研究科非常勤講師、新潟医療
技術専門学校非常勤講師

平成24年高齢者を支える地域包
括ケア概念が示され、平成29年5
月には支援を必要とするすべての
人たちへとケアシステムが強化さ
れ、地域共生社会の仕組み作り
が整いました。地域、人、制度が
統合され、在宅医療は「治す」か
ら「支える」医療、上位概念として
の「在宅ケア」を生活圏域内で実
現する活動を行っています。

●R1 くらしの中で 輝くいのちを考え
る～住み慣れた地域で最期まで生き
るために、在宅ホスピスボランティア
●R2 医療と介護における小規模多
機能の役割

小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

全市

全て

全市

常時の茶の間寄りなせ「あいあい」代
表、ヘルプ下山事務局

看護師、小学校教諭

小学校講師10年間
主任児童委員11年間
東区自治協議会委員2期
中地区公民館運営審議委員2
期
下山地区コミュニティ協議会副会
長6年間
有楽三丁目自治会長2年間
保護司 平成13年から17年間

・子どもの問題について
・親子のかかわりについて
・手話のうた
・レクリエーション
・ボランティア活動について
・地域活動について

三,新,加,燕,
五,阿,胎

大学教員

新潟大学災害・復興科学研究
所

地域の防災に関する教育支援，
地域での防災啓発活動

●R1 中央区津波自主避難マップ作
製

小,中,高,青,
成,齢,男,女,
親

新潟大学災害・復興科学研究所
教授

博士（理学）、気象予報士

全市

三,新,加,燕

1985年 北海道大学理学部地
球物理学科卒業
1987年 北海道大学大学院理
学研究科修士課程地球物理学
専攻修了
1989年 （財）鉄道総合技術研
究所 研究員
●R1 雪崩や融雪の災害をもたらす
1998年 同 防災技術研究部
雪と雨のはなし
雪と氷の科学、雪氷防災に関す
主任研究員
ること、地球温暖化関係など。
2004年 新潟大学積雪地域災
害研究センター 助教授
2006年 新潟大学災害復興科
学センター 准教授
2011年 新潟大学災害・復興科
学研究所 准教授
三,新,加,燕,
2016年 新潟大学災害・復興科
全て
全市
五,阿,胎
学研究所 教授

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。

●R1 新潟県防犯出前講座31回、
落語による防犯講座・高齢者学
他口演 164回
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。

小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

合気護身術P.Three（ピースリー）

●R1 自治会護身術講座
学校行事・学年行事・自治体・
合気道。国際青少年修養団阿
●R2 親子で護身術
会社等でご依頼を受け護身術の
羅漢之拳（危機対応護身法）太
基本「逃げわざ」も実技と防犯知
極拳。日本柔術護身術修道館。
識を伝えています。
柔術護身術道場師範

全て

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

Ｌｏｖｅ Ｒｉｖｅｒ Ｎｅｔ 代表

2001年より信濃川大河津資料館
に勤務。2006年より同館館長補
佐。2011年長岡震災アーカイブセ
ンターきおくみらいチーフコーディ
ネーター。2012年株式会社エコロ
ジーサイエンス主査研究員。2017
年同社防災企画室室長。
また、2014年に水辺の活動を展
学芸員、プロジェクトWETエデュケー 開する団体「Ｌｏｖｅ Ｒｉｖｅｒ Ｎｅｔ
ター、技術士（建設部門）、防災士 （ラブリバーネット）」を設立し、魚と
りや観察会、ボート乗船体験、水
辺コンサートなどを企画・実施。

新潟の水害の特徴や被害実態、
●R1 大河津分水バスツアーのガイド
水害から命を守る防災活動につ
●R2 防災学習（水害）の出前授
いてワークショップや講義を行ってい
業、大河津分水の歴史に関する講演
ます。また、大河津分水や横田切
れと地域の成り立ちなどについて、
講演や関連箇所のガイドを行って
います。

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

生活科学

ハーブコーディネーター、ハーブ学習
指導員、調理師、地ビール醸造
者。

カリフォルニア州サンノゼ市 在住、
GENJI コーポレーション.
サンフランシスコ市内、ホテル、レス
トラン、フランス地中海地方＝レス
トランホテルなどで勉強。帰国日
ハーブコーディネーター（日本園芸協 本で、ホテルオークラ。各地のホテ
会認定）
ル、レストランなどでシェフで勤務。
ハーブ学習指導員（公益社団法
現ハーブ学習指導員、東京の学
人、日本通教振協会認定）
院の先生として活動しています。
地ビール醸造者民間認定資格

ハーブ学習を通して、生活観と楽
しみ方や友達との過ごし方、また
食生活の在り方と健康食とは何
か？ 心と身体について、ハーブと
の相関性など（アロマテラピー）楽し
く紹介しながら講習しています。

●H29 心のゆとりと楽しめるハーブ学
習と調理方法
●H30 お楽しみ献立 （実技・実習）
●R1 ハーブと食生活 （実習講義
含む）

中,高,青,成,
齢,障,男,女

全市

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

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

料理研究家・料理教室講師
新潟市主催料理教室講師、新
潟日報社「季節の保存食」掲
載、メディアシップカルチャー「季節
の野菜料理」・「保存食・常備菜」
講師、国際フォーラムフードフォー
カス講演「にいがたの食卓」、新潟
農学士、ＪＨＳ認定上級ハーブイン 大学・新潟県立大学「学生のた
めの食育セミナー」講師 等
ストラクター、野菜ソムリエ

新潟の旬のものを使った料理を伝 ●H29～R1 季節の野菜料理
える。自然と共に暮らす楽しみ・喜 ●H29～ 季節の野菜料理・保存
びを料理・暮らしの知恵とともに伝 食
える。保存食作り。（料理教室・お
話会（講演）・エッセイ（新聞）等の
媒体にて）

成

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

まめ工房いとう 代表

まめ工房いとう店主
調理師免許
とうふマイスター

平成24年4月「まめ工房いとう」開
業。とうふの経験がなく一からのス
タートで始めた。
やわらか食感のとうふは、離乳食
やとうふの苦手な方にも食べて頂
けるもので、デザート感覚で食べら
れます。
菓子製造業の許可も持ち、とう
ふ、油あげ、とうふケーキ、おからか
りんとうなどを販売し、さらにとうふを
知って頂く料理教室を開催してい
る。

とうふ・油揚げを販売。とうふ、おか
ら、豆乳を使ったお菓子の販売や
レシピの紹介。越後天然ｶﾞｽ㈱、
新発田ｶﾞｽ㈱ｼｮｰﾙｰﾑにて子供、
大人向け料理教室を開催。公民
館主催の子供から大人向けとうふ
料理教室。各地域の食育の会料
理教室。各種イベント参加。

新潟県認定「なりわいの匠」

一、昭和37年農業高校卒、就農
一、減反政策から蕎麦の作付を
始める
一、平成8年から蕎麦打ちを始め
る
一、平成15年観光協会主催で
新蕎麦祭りを始める
一、平成20年新潟県「なりわいの
匠」に認定される。各講習会や高
校の蕎麦授業を行う。
一、赤い蕎麦の作付も始める

三,新,加,燕,
五,

●H30 豆腐作りの指導 豆腐の栄
養と豆腐料理指導
●R1 学社民融合事業 てづくり楽
校「ごちそう手作りとうふを作ってみよ
う」、消化の良いおとうふ料理
●R2 和洋折衷のおもしろ料理

全て

農業、新潟県指導農業士

全市

全市

新,五,阿

●H29～R2 石川県輪島市門前町
蕎麦祭り、いわむろや 巻観光協会新
一、蕎麦について一般的な内容、 蕎麦祭り、巻総合高校蕎麦打ち授
栽培等について
業、中之口・寺泊・西川・巻等公民館
一、蕎麦の打ち方についての指導 他蕎麦打ち講習会
一、蕎麦のゆで方についての話、
指導

全て

南,西,蒲

燕,

ハーブコーディネーター、ハーブ学習
指導員、調理師、地ビール醸造
者。

カリフォルニア州サンノゼ市 在住、
GENJI コーポレーション.
サンフランシスコ市内、ホテル、レス
トラン、フランス地中海地方＝レス
トランホテルなどで勉強。帰国日
ハーブコーディネーター（日本園芸協 本で、ホテルオークラ。各地のホテ
会認定）
ル、レストランなどでシェフで勤務。
ハーブ学習指導員（公益社団法
現ハーブ学習指導員、東京の学
人、日本通教振協会認定）
院の先生として活動しています。
地ビール醸造者民間認定資格

ハーブ学習を通して、生活観と楽
しみ方や友達との過ごし方、また
食生活の在り方と健康食とは何
か？ 心と身体について、ハーブと
の相関性など（アロマテラピー）楽し
く紹介しながら講習しています。

●H29 心のゆとりと楽しめるハーブ学
習と調理方法
●H30 お楽しみ献立 （実技・実習）
●R1 ハーブと食生活 （実習講義
含む）

中,高,青,成,
齢,障,男,女

管理栄養士・公認スポーツ栄養士・
産業栄養指導者・健康運動指導 日本栄養士会・日本スポーツ栄
士・国際中医薬膳師
養学会会員
新潟市幼児期・児童期・思春期
家庭教育学級講師
専門学校非常勤講師
アレルギー大学講師
スポーツ栄養指導・中高等学校
管理栄養士・公認スポーツ栄養士・ 出張授業
産業栄養指導者・健康運動指導 講演（市民・企業・学校等）
料理教室（成人・男性・子ども
士・国際中医薬膳師
等）

乳幼児の離乳食から高齢者の介
護予防まで栄養や健康に関する
こと、スポーツ栄養、食物アレル
ギー、薬膳、特定保健指導、また
中高生の出張授業や、大人・子
ども・男性の料理教室など。誰も
が美味しく楽しく元気に暮らせるよ
うに、栄養の何でも屋さんです。

全市

●R1 健康セミナー 夏こそバテずに元
気！！、知って安心 幼児食、幼児
食を楽しむ４つのトビラ、幼児食 お手
軽クッキング、かんたんお昼ごはん
●R2 免疫力アップで健康長寿

全て

全市

新潟市食育マスター、新潟県高齢
者大学料理教室講師

新潟市食育マスター
調理師免許

東京、神奈川、金沢、山形、新
潟、各地でレストラン勤務
平成元年から中央区女池に洋食
レストランレガル自営
H25迄営業

新潟市の小学生対象味覚、食 ●H29～R1 味覚の一週間（小学校
育の授業
にて）
新潟県高齢者大学の料理クラブ
の講師
新潟市各区の料理教室講師

全て

管理栄養士・栄養士

・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

・調理師
・NARD JAPAN認定 アロマアドバ
イザー
・介護アロマセラピスト
・JHS認定 ハーブインストラクター

高校卒業と同時に調理師免許を
取得。5年間会社勤務を経て義
母の病気介護をしつつ介護士資
格取得。介護関係の職に就く。ア
ロマアドバイザー資格取得し活動
と同時に介護アロマセラピスト資格
も取り、介護施設でボランティア活
動をする。ハーブインストラクター資
格を取り、園芸指導やワークショッ
プ等の活動を始める。

・耕作放棄地にラベンダーを植栽
し、挿し芽で苗を増やして公園な
どに植える作業や花穂を使ってア
ロマクラフト作りのワークショップ。
・ハーブの寄せ植えやハーブを使っ
て様々なクラフト作りのワークショッ
プ。
・ハーブ園の植栽作業等。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●H29 「手づくり学校」キッチンハーブ
の寄せ植えとクッキング、アロマクラフト
（日焼け止めクリーム、スプレー作り）
●R1 アロマクラフト（保湿クリーム、石
けん）、ハーブスワッグ
●R2 アロマクラフト（虫除けスプレー
他、日焼け止めジェル）、キッチンハーブ
の寄せ植え

小,中,高,成,
齢,親

東,江,秋

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。

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（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。

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

乳,小,中,高,
青,成,齢,男,
女,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

東,中,江,秋,
南,西,蒲

三,加,燕,

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。

食育インストラクター 料理講師

調理師学校卒業後、料理教室 ・家庭料理を中心に食育及び調
講師、その他公民館の料理講習 理の基礎の講習
等活動
・郷土料理（新潟）の講習、伝承
食育インストラクター１級 調理師
東日本料理学校協会認定師範

新潟医療福祉大学健康栄養学科
教授

管理栄養士
栄養サポートチーム専門療法士
博士（保健学）

●R1 高齢者の栄養と飲み込みにつ
高齢者の低栄養予防と摂食嚥 いて、サルコペニア予防に向けて
国立病院栄養管理室長を経て、
下機能の維持に関する活動
●R2 栄養と運動でフレイル予防
新潟医療福祉大学健康栄養学
新潟高齢者の栄養と摂食を支え
科准教授 2020年4月より教授
る会事務局

料理教室主宰、講師
公民館での男性料理教室講師
子供わくわくランドクッキング担当

成,齢

全市

全て

北,東,中,江,
秋,南,西

料理教室講師
男性料理教室講師
わくわくランドクッキング担当
企業の商品開発

介護食士３級
フラワーアレンジメント

新,加,燕,五,
阿,胎

料理研究家

調理師免許
利き酒師

大阪生まれ新潟市在住。フラン
ス・パリ留学後、東京にて料理研
●R1 日本酒学〈日本酒と食事のマッ
究家として料理教室、本、テレビ
チング〉、無洗米を使った料理教室
等メディアで活動。現在は新潟市 料理教室、テレビ出演、日本酒 ●R2 料理講座〈新潟地酒と肴〉
にて教室をはじめテレビなどで料理 講習、日本酒に合うおつまみ講習
レシピを提案。日本酒に関わる講
座も多数。利き酒師。新潟清酒
名誉大使。

成,齢,男,女,
親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

花穂Herb＆Spice School 株式会
社花穂 代表取締役

2011年5月 株式会社花穂設立
ハーブとスパイスを中心にカル
料理教室／ハーブ＆スパイス栽
チャースクール「花穂Herb＆Spice 培教室
ジャパンハーブソサエティー 上級ハー School」を主宰
ブインストラクター
スパイスコーディネーター協会 スパイ
スコーディネーター マスター

JHSハーブインストラクター上級

ハーブランドシーズンにてハーブイン
ストラクター上級資格取得の勉強
をしながら、働き、ハーブ講習を行
なっていました。
年に1度、海外旅行を兼ねて各国
へ行きハーブ料理や染物を学びま
した。現地での本格的な使い方を
参考にして各国の料理教室を行
なっています。

ハーブを使った料理、クラフト講座
全般
手作りキムチ講座
スパイス料理講座
ハーブティー講座
発酵食品講座
染物講座

●R2 ハーブを使った料理、クラフト講
座全般、手作りキムチ講座、スパイス
料理講座、ハーブティー講座、発酵食
品講座、染物講座

全て

ふれあいスクール主任
食生活改善推進委員21年、調
理師として37年、給食代行、（障
がい支援センター6年）、食育イン
ストラクター7年、地域の高齢者の
食事作り（年2回）4年、児童館で
調理師、食育インストラクター、食育 子どもと昼食づくり、ふれあいスクー
ル（年1回）おやつ作り5年
アドバイザー

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

調理実習、講話など食に関するこ
と
今子供達の食事は、作る大人の
状況によってコンビニの味、スー
●R1 高齢者の食事、低栄養につい
パーの味又６つのこ食も問題に
て
なっており、中々コミュニケーション
がとれなかったり、人の話を聞かず
すぐ感情に走りキレたりする子供た
ちが多く見られる。また高齢者は
好きなものは食べるけど年齢だか
らといって食事には偏りがちであ
る。
齢,親

北

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

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

農業

農村生活アドバイザー、食育マス
ター、なりわいの匠

農村生活アドバイザーとして、地
域の小学校へ体験学習等に参
加。なりわいの匠として主に郷土
食など依頼に応じます。食育マス
ターとして、特に農家に伝わってい
る食べ物（ダンゴ、もち、おはぎ、野
菜料理等）依頼に応じます。

農家だからできること（自分の家で
●H30～R1 笹だんご作り 農家レス
採れた米、野菜を使い、料理、加
トランでの料理
工品など今まで伝わってきた食べ
物には、知恵と工夫の積み重ねが
あります）を伝える事ができたらいい
なと考えております。

中,高,成

山﨑糀屋株式会社代表取締役
・津川町議会議員
・45才から世界14ヵ国食について
旅した。
・新潟薬科大との共同研究
・三つの学会で共同研究発表
・日本の発酵について講演活動
・NHKBSワールドにて世界16ヵ国
で放映
・雑誌、TVに取り上げてます。

創業１５０年余になります。
昔からの伝統食は素晴らしいが、
現在では熱処理し生きた食品は
スーパーにはありません。昔はみん
な手造りでした。ですから、がん、
認知症、アレルギーは少ないで
す。利益優先の死んだ食品から
脱却し、日本の農業の力で医療
費削減をし、１００才まで元気
で！今の１００才の方々は、昔づく
りの食をしていたのですから。見直
そう食を、子や孫のために。

西,蒲

三,燕

●H28 「親子で行く！阿賀野川流域
ほんもの体験ツアー」糀座学
●H29 驚くべき糀の力
●H30 「よりよい食生活を目指して」

小,中,高,青,
成,齢,男,女,
親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

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

陶芸家 きもの着付講師

新潟市家庭教育相談員講座終
了。自殺予防電話相談員経験あ
り。

武蔵野美術大学短期大学部卒
業。1991年新潟市に開窯。朝日
陶芸展、日本現代工芸奨励賞、
日展入選4回、雪梁舎賞など。
子供創作館、特別支援学級、教
育相談センター等で定期的に指
導。保育園行事、子ども会、個
人の指導もいたします。

陶芸－1回、2回、数回講座で皿
や壁飾りを作ります。カラフルで上
手にできるので達成感があり、人
から誉められるので喜びや、作品を
大切にする心も生まれます。幼児
から高齢者まで、障がいやその日
の心理状態に配慮しながら指導
します。陶芸クラブ、特別支援学
級の授業、親子教室、敬老会な
ども指導いたします。素焼き、本
焼は当方にお任せください。焼き
上がった作品をお渡しします。
着付け－1回、2回、定期など。ま
つり前の浴衣、茶道部、公民館
活動など。

●H29～R1 小学校「特別授業 陶
芸教室」
●H29～R2 小学校「特別授業 陶
芸教室」、こども園「親子陶芸教室」

全て

全市

茶道宗 流教授、キモノコンサルタ
ント一級、キモノ礼法六級

茶道、着付、儀礼作法（折形を中
心として）

茶道は社中5名で地域の小学校
●H29～R1 豊栄地区公民館祭り
に部活動に入っています。発足13
折形実演
茶道、着付は、始めてから35年程 年目です。着付け教室は20年目
●R2 葛塚東小学校 茶道クラブ
です。儀礼作法は20年程度で
です。主として公民館と自宅で
す。
やっています。折形を中心とした儀
礼作法は、平成26年度より始め
ました。

小,中,高,女

北

（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

全市

三,新,加,燕,

日本家事代行協会認定講師

整理収納2級
家事代行アドバイザー
エアコンクリーニング師

15年歯科衛生士で勤務、出産を
期に専業主婦として子育てを経
験、その後片付けの資格を習得
片付け整理収納
家事代行アドバイザーの資格を習
お掃除術
得、家事代行、ハウスクリーニン
ナチュラル洗剤の使い方
グ、整理収納を主とした事業を開
業、現在ととのえや代表として、新
潟市内を中心に活動中、認定講
師としても講座を展開中です。

●R1 家族団らん時間が増える！にこ
にこ家族のためのお掃除術

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

整理収納アドバイザー

整理収納アドバイザー1級

公民館勤務をきっかけに社会教
育の重要性と学ぶことでの市民生
活向上が実際にできることに気づ
く。
中でも一番身近な「暮らし」の中
での「かたづけ」により生活の質が
あげられることを広めるため整理収
納アドバイザーの資格を取得。各
地ですぐにはじめられるかたづけ講
座を開催。

講座を通して「自分に合ったかた
づけのやり方」や「かたづけの効果」
を学び、「時間・お金・心のゆとり」
を持てる暮らしができるようにする。
具体的にはグループワークを交え
ながら、かたづけの目的と効果、や
り方を学び、受講生自身が学んだ
ことをその場で実践する実技指導
や日頃の疑問などへの質疑応答
を行う。

●H30 今日からはじめる かんたんか
たづけ術、こんな暮らしがしたいを叶え
る かたづけ術
●R1 すっきり暮らす かたづけ講座

小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

代表

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

●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

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）

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。

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

1990年 3月新潟大学大学院卒
内科医師・斎藤内科クリニック院長 業
1990年10月米国アラバマ大バーミ
ンハム校微生物学客員助教授
1994年11月斎藤内科クリニック開
業
2015年 5月新潟県小規模多機
能型居宅介護事業者協議会会
長
医学博士、新潟県小規模多機能 2017年 4月昭和大学歯学部総
型居宅介護事業者協議会会長
合診療歯科部門兼任講師
その他 新潟大学大学院保健学
研究科非常勤講師、新潟医療
技術専門学校非常勤講師

平成24年高齢者を支える地域包
括ケア概念が示され、平成29年5
月には支援を必要とするすべての
人たちへとケアシステムが強化さ
れ、地域共生社会の仕組み作り
が整いました。地域、人、制度が
統合され、在宅医療は「治す」か
ら「支える」医療、上位概念として
の「在宅ケア」を生活圏域内で実
現する活動を行っています。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●R1 くらしの中で 輝くいのちを考え
る～住み慣れた地域で最期まで生き
るために、在宅ホスピスボランティア
●R2 医療と介護における小規模多
機能の役割

小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

ハーブコーディネーター、ハーブ学習
指導員、調理師、地ビール醸造
者。

カリフォルニア州サンノゼ市 在住、
GENJI コーポレーション.
サンフランシスコ市内、ホテル、レス
トラン、フランス地中海地方＝レス
トランホテルなどで勉強。帰国日
ハーブコーディネーター（日本園芸協 本で、ホテルオークラ。各地のホテ
会認定）
ル、レストランなどでシェフで勤務。
ハーブ学習指導員（公益社団法
現ハーブ学習指導員、東京の学
人、日本通教振協会認定）
院の先生として活動しています。
地ビール醸造者民間認定資格

ハーブ学習を通して、生活観と楽
しみ方や友達との過ごし方、また
食生活の在り方と健康食とは何
か？ 心と身体について、ハーブと
の相関性など（アロマテラピー）楽し
く紹介しながら講習しています。

●H29 心のゆとりと楽しめるハーブ学
習と調理方法
●H30 お楽しみ献立 （実技・実習）
●R1 ハーブと食生活 （実習講義
含む）

中,高,青,成,
齢,障,男,女

・調理師
・NARD JAPAN認定 アロマアドバ
イザー
・介護アロマセラピスト
・JHS認定 ハーブインストラクター

高校卒業と同時に調理師免許を
取得。5年間会社勤務を経て義
母の病気介護をしつつ介護士資
格取得。介護関係の職に就く。ア
ロマアドバイザー資格取得し活動
と同時に介護アロマセラピスト資格
も取り、介護施設でボランティア活
動をする。ハーブインストラクター資
格を取り、園芸指導やワークショッ
プ等の活動を始める。

・耕作放棄地にラベンダーを植栽
し、挿し芽で苗を増やして公園な
どに植える作業や花穂を使ってア
ロマクラフト作りのワークショップ。
・ハーブの寄せ植えやハーブを使っ
て様々なクラフト作りのワークショッ
プ。
・ハーブ園の植栽作業等。

全市

●H29 「手づくり学校」キッチンハーブ
の寄せ植えとクッキング、アロマクラフト
（日焼け止めクリーム、スプレー作り）
●R1 アロマクラフト（保湿クリーム、石
けん）、ハーブスワッグ
●R2 アロマクラフト（虫除けスプレー
他、日焼け止めジェル）、キッチンハーブ
の寄せ植え

小,中,高,成,
齢,親

東,江,秋

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。

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。

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

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

花穂Herb＆Spice School 株式会
社花穂 代表取締役

2011年5月 株式会社花穂設立
ハーブとスパイスを中心にカル
料理教室／ハーブ＆スパイス栽
チャースクール「花穂Herb＆Spice 培教室
ジャパンハーブソサエティー 上級ハー School」を主宰
ブインストラクター
スパイスコーディネーター協会 スパイ
スコーディネーター マスター

JHSハーブインストラクター上級

ハーブランドシーズンにてハーブイン
ストラクター上級資格取得の勉強
をしながら、働き、ハーブ講習を行
なっていました。
年に1度、海外旅行を兼ねて各国
へ行きハーブ料理や染物を学びま
した。現地での本格的な使い方を
参考にして各国の料理教室を行
なっています。

ハーブを使った料理、クラフト講座
全般
手作りキムチ講座
スパイス料理講座
ハーブティー講座
発酵食品講座
染物講座

●R2 ハーブを使った料理、クラフト講
座全般、手作りキムチ講座、スパイス
料理講座、ハーブティー講座、発酵食
品講座、染物講座

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

アロマレーヌ・アロマテラピースクール
代表/アロマセラピスト・トレーナー、フ
耕作されなくなった農地にラベン
リーアナウンサー
ダーを植え、福祉とSDGs連携に
取り組む。環境省グッドライフア
ワード環境と福祉賞受賞。
NARD JAPAN認定アロマセラピス 新潟ラベンダー物語代表。ＮＡＲ
Ｄ ＪＡＰＡＮ認定アロマセラピスト・
ト・トレーナー、アロマ・トレーナー
（公益社団）AEAJアロマ環境協会 トレーナー、アロマトレーナー。公社
日本アロマ環境協会認定教室、
認定アロマテラピーインストラクター
yuica認定日本産精油スペシャリスト ＮＡＲＤ ＪＡＰＡＮ認定校校長。
新潟市花育マスター、アグリケアプロ フリーアナウンサー。各種社会人
グラム講師、（園芸福祉士取得予 講座、大学公開講座講師歴任。

アロマテラピーセミナー講師、耕作
されなくなった土地でのラベンダー
育成活動と精油の蒸留。NARD
JAPAN認定校 公益社団アロマ
環境協会認定教室アロマレーヌ
代表

●R1 ようこそ、アロマカレッジへ「知って
おきたい植物療法アロマテラピー」、その
き市民学級「新潟ラベンダー物語」
●R2 女性セミナー「アロマテラピー講
座」

定）
全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

「新潟和ハーブの会」代表

和ハーブインストラクター
新潟市花育マスター

2009年、ハーブの生産と販売を行
うnatural grass工房を設立。
販売の傍ら、ハーブ講座・講演活
動を行う。
2017年、和ハーブの普及を目指し
「新潟和ハーブの会」を立ち上げ
る。

和・洋ハーブを使ったクラフト作り。 ●R2 ハーブ定期講座（月1回）サン
石鹸、バスボール(発砲入浴剤)、 ファーム三条、ハーブ定期講座（月1
マッサージボール、よもぎカイロなど 回）水防学習館、互助会婚活イベント
季節や人数に応じて15種類ほど
の講座をご用意。
最大60名まで対応可能。

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

三,新,胎

●R1 アグリクラフト教室「お正月飾り
稲やハーブなど自然素材を中心に つくり」、にいがた「なりわいの匠」お正月
ハーブコーディネーター・ハーブ学習
使用したクラフトづくり
飾り教室、華やかなお正月かざり
指導員の資格を取得し、アグリク
ハーブコーディネーター（日本園芸協 ラフトインストラクターの研修を経て 主に「お正月飾り」「稲穂のクラフ
ト」「ハーブリース・スワッグ」「アロマ
会）
活動中
キャンドル」
ハーブ学習指導員（日本園芸協
会）
にいがた「なりわいの匠」（新潟県認
定）
小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

全市

三,加,燕,五,
阿,

自営業・アロマ教室fleuri＊fleuri ～
フルーリ＊フルーリ～・主宰

新潟大学脳研究所にて、約12年
間脳神経内科学分野の臨床検
査及び研究業務に従事。また治
験コーディネーターとして関東の複
数の病院・クリニックの治験をサ
ナードアロマテラピー協会(NARD
ポート。出産後、NARD JAPANに
JAPAN)認定 アロマ・アドバイザー
てアロマ・アドバイザー資格を取
新潟市花育マスター
得。アロマ教室を開業し、安全な
ナードアロマテラピーベイシック講座認 アロマテラピーの普及のため日々
定講師（ヘルスケア、フェイシャルスキ 活動している。
ンケア）

自宅及び出張でのアロマ教室や
ワークショップ・イベント等で、健康
と美容や日々の暮らしに役立つア
ロマテラピーの活用方法をお伝えし
ています。新潟市花育マスターとし
ての教室も多数開催。新潟ラベン
ダーの育成活動にも参加しなが
ら、安全で有効なアロマテラピーの
普及に努めています。

●R1 植物の恵みで心と体を健やかに
アロマスプレー作り、夏のおふろが楽しく
なる♪アロマバスソルト・アロマ石けん作
り、アロマで楽しく冬の風邪対策講座
アロマスプレー、アロマジェル作り

全て

全市

新,加,五,阿,
胎

日本産業カウンセラー協会上信越
支部 新潟事務所新潟相談室長
・大学教育学部卒業後、新潟県
職員として37年間勤務(主に福祉
・シニア産業カウンセラー(日本産業 保健分野、産業労働分野)
・一般社団法人日本産業カウン
カウンセラー協会認定)
セラー協会認定講師及び協会認
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリアコンサルティング技能士 定カウンセラーとして活動中
(国家検定)
・心理相談員(中央労働災害防止
協会登録)

●H29 女性職員リフレッシュセミナー
・自治体、企業等におけるメンタル
●R1 セルフケア研修・ラインケア研
ヘルス研修、ハラスメント防止研
修、ハラスメント防止研修
修、コミュニケーション研修等
・自治体、企業等におけるカウンセ
リング(メンタル、キャリア)

高,青,成,齢,
障,男,女

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

国際・国際交流

新潟県立大学 国際地域学部
長、教授
1986年より新潟大学講師・准教
授、2011年より新潟県立大学教
授、2013年より同大学国際交流
センター長、2017年より国際地域
学部長。専門は地理学、東アジ
ア地誌。近年の研究対象は、東
アジア（中国）の都市における生活
空間。

・北京の旧い街並みの移り変わり
と庶民の暮らし
などのテーマで、毎年現地で行っ
ているヒアリング調査の結果を中
心に、最新事情を紹介します。

高,青,成,齢,
男,女

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。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

・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

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

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）

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。

新潟大学人文学部 教授
新潟大学 人文学部、講師、
1990年04月 ～ 1992年03月
新潟大学 人文学部、助教授、
1992年04月 ～ 2001年01月
新潟大学 人文学部 社会情報
論講座、教授、2001年02月 ～
2010年03月
新潟大学 人文学部 人文学科、
教授、2010年04月 ～ 継続中

1982-1984: バリ州ウダヤナ大学
留学
1985-1988: バリ州およびマルク州
にてフィールドワーク
長期調査で得られた資料にもとづ
き、バリのヒンドゥー教徒の一共同
体の記述を、土地の共同体的保
有と儀礼の関係やバリの伝統文
化の変容を通じて試みる。
その後も、短期の調査を続けてい
る。

●H30 人類学者は何をしているの
か、"Spau Compression" and
"Compressed Modernity": a
Balinese Case

全て

ドリリング・エンジニア（石油ガス井掘
さくと仕上げの技術者）

丙種上級鉱山保安技術職員

1976年 3月 秋田大学鉱山学部
／1976年 4月帝国石油入社
1993年-1995年 ドリリング・スー
2016年頃 本邦石油掘削史略
パーインテンデント（作井課長）西
（石油技術協会誌第81巻第6
トンハイ石油（主な勤務地，中国
号）の執筆と説明（ポスター発表）
温州）／2008年 6月-9月 イラク
人研修生教育担当／2019 年 3
月 定年退職

●R1 第11回市民講演会「新津油
田金津鉱場跡」の史跡指定を祝し
て、新津油田に見る石油掘削の移り
変わり

全て

学研「スーパーアンカー英語辞典」
英語教育コンサルタント（英語の
執筆者、ＮＨＫ新潟放送局ローカ
generalist）、JAPANサッカーカレッジ
非常勤講師、エッセイスト、元NHK 明治大学文学部英米文学専攻 ルテレビ番組コーナー「にいがた
文化センター講師、新潟日報カル 卒、横浜市立新井中学校教諭、 English Caf 」担当、JAPANサッ
新潟第一中学・高等学校教諭、 カーカレッジ高等部非常勤講師、
チャースクール講師 他
開志学園高校非常勤講師、ＪＡ 「阿賀北ロマン賞」（敬和学園大
ＰＡＮサッカーカレッジ高等部非常 学主催地方文学賞）一次選考
勤講師、MOONRIVER English 委員、「文芸しばた」運営委員、
Academy主宰、NHK文化セン
エッセイ作品「エイゴのこころ」（連
ター新潟校講師、新潟日報カル 載）、電子書籍「やっぱり英語はお
チャースクール講師、駅前カル
もしろい！」、「目からウロコ！英
外国語〔英語〕教員免許
チャーセンター講師、NHK新潟放 語歳時記１０１」など。その他翻訳
送局ラジオ・テレビ番組出演、阿 作品「ビジネスネゴシエーションの
賀北ロマン賞特別選考員、文芸 鉄則101」、英語情報誌「English
しばた運営委員
Journal」、コラム「エイゴのこころ」
連載、新潟日報夕刊コラム「晴雨
計」連載。

英検2級、漢検2級

1971～1972年、アメリカ南カロライ
ナ州チャールストンに留学。2009
年機械商社を退社、2009～
2010年NSGエアーリゾート専門学
校で日本語講師。2010～2011
中国南京信息工程大学で日本
語教師 2016、2017年クロスパル
新潟で「日本語ボランティア養成
講座」を開講。

外国語講師、通訳

講師（英語、スペイン語、ポルトガル
語）、DELEスペイン語能力試験面
接官認定、日本語能力検定2級、
JETRO3級、ケンブリッジ大学子ども
英語能力試験面接官認定（YLE)、
英語教授法国際認定資格、TKT
（Teaching knowledge Test by ケン
ブリッジ大学）

ＰＯＮＴＩＦＩＣＩＡ ＵＮＩＶＥＲＳＩＤＡ
Ｄ ＣＡＴＯＬＩＣＡで教育学部を卒
業後、結婚のため来日。スペイン
語を公民館などで教える。スペイ
ンマドリード大学院教育学部に
て、「日本人学生に提案する再帰
動詞」の研究で修士号取得
（MBA)。

東,中,江,秋,
三,加,燕,五,
南,西,蒲

●H29 「地域、そして自分からの国際
化」
●H30 「生活英語プラスで人生に潤
いを」
●H30～R1 「気軽にエッセイを書こ
う！」講座

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

日本語を母語としない人達に、日
本語を指導する際の基本的な知
識や技術を身に着けてもらう講
●H30～R2 日本語ボランティア養成
座。生涯学習としてボランティアで 講座
日本語を教えることに関心のある
人たちへの講座です。国際理解・
国際交流・異文化に関心のある
人たち向け。年齢性別は問いませ
ん。

言語ガイドで子ども英語を教えて
います。スペイン語も教えていま
す。保育園で英語を教えていま
す。日本語→ポルトガル語、英語
→スペイン語
江南警察署の協議会委員も務
めていました。日本語・英西通
訳、ＤＥＬＥ審査官もしています。
朱鷺メッセ外国人相談センター新
潟の相談通訳者をしています。昨
年は、新潟県の農業青年等国際
交流推進事業研修での通訳、新
潟県警察本部国際犯罪捜査実
務専科通訳人を介した取り調べ
実習に、通訳として参加しました。

成

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

全て

全市

新,阿,

フイ・オ・ケアロプアケア フラスタジオ
主宰
平成18年よりハワイのクムフラ（師
匠）に師事し日本とハワイにて直
接指導を受ける。フラの世界大会
キング・カメハメハ フラコンペティショ
ン出場、カヒコ（古典フラ）部門入
賞。平成29年にはフラ最高峰の
大会メリーモナーク フラフェスティバ
ル出場。

（株）新潟ＴＬＯ代表取締役、（株）
UniBio(ユニバイオ）代表取締役
新潟大学S40卒業、（株）荏原製
作所入社。米国駐在16年間、中
国駐在4年間。（株）新潟ＴＬＯ社
長H16～現在、（株）UniBio H23
（株）UniBio設立。
海外とのビジネス経験（約30年
間）を生かし、産学官連携の仕事
特になし。過去に新潟大学客員教 をH16より継続するなかで新潟県
授を経験。産学連携を通じ、文部 に植物バイオの技術を導入し、産
科学大臣賞受賞（H18）
業活性化、革新技術を通じ地方
創生に貢献したい。

ハワイの伝統芸能フラを通して
日々の生活を豊かにする。体を動
かして踊りを覚えるだけに留まら
ず、ハワイの歴史を学んだり課題
曲をハワイ語で歌いウクレレを弾い
たりとハワイ文化の多岐にわたる。
発表の場も多く、華やかなドレスや
お花を身にまとい練習の成果を披
露できる。

20年以上の海外生活で経験した
異文化の中でいろいろな人種、国
籍の人たちと如何に仲良く仕事を
していくかを米国、中東、中国、東
欧の人々と経験しました。
H16年以来、産学官の連携の仕
事を通じ、新潟県の若い人達に
新しい産業（植物バイオの技術）
を通じ、地方活性化に取り組んで
来ています。
新しい化粧品原料や再生医療に
用いる、アニマルフリーの試薬開発
と製造・販売の活動と産学官連
携実施中。
成,齢,男,女

全市

三,新,

敬和学園大学人文学部教授

ドイツ語教員免許状

立教大学文学部ドイツ文学科卒
業後、学習院大学大学院へ進
学し、博士課程修了（ドイツ文学
専攻）。この間、1981年～1983年
にドイツのボン大学とハンブルク大
学に留学。
1991年に敬和学園大学着任、
2000年より現職。

●H29 ジェンダーで社会を考える講座
「幸せの追求～親と子、そして戦争」
・「グリム童話」、ミヒャエル・エンデ ●H30 グリム童話と人権～『グリム童
のファンタジー小説のほか、ドイツ 話に描かれた女性たち～
文学一般について
●R1 シンデレラを読み解く～私たち
・ナチス・ドイツ期の女性雑誌を通 が知っているシンデレラとはちょっと違うグ
して第二次世界大戦を考える
リム童話～
・ドイツ語講座

成,女

学研「スーパーアンカー英語辞典」
英語教育コンサルタント（英語の
執筆者、ＮＨＫ新潟放送局ローカ
generalist）、JAPANサッカーカレッジ
非常勤講師、エッセイスト、元NHK 明治大学文学部英米文学専攻 ルテレビ番組コーナー「にいがた
文化センター講師、新潟日報カル 卒、横浜市立新井中学校教諭、 English Caf 」担当、JAPANサッ
新潟第一中学・高等学校教諭、 カーカレッジ高等部非常勤講師、
チャースクール講師 他
開志学園高校非常勤講師、ＪＡ 「阿賀北ロマン賞」（敬和学園大
ＰＡＮサッカーカレッジ高等部非常 学主催地方文学賞）一次選考
勤講師、MOONRIVER English 委員、「文芸しばた」運営委員、
Academy主宰、NHK文化セン
エッセイ作品「エイゴのこころ」（連
ター新潟校講師、新潟日報カル 載）、電子書籍「やっぱり英語はお
チャースクール講師、駅前カル
もしろい！」、「目からウロコ！英
外国語〔英語〕教員免許
チャーセンター講師、NHK新潟放 語歳時記１０１」など。その他翻訳
送局ラジオ・テレビ番組出演、阿 作品「ビジネスネゴシエーションの
賀北ロマン賞特別選考員、文芸 鉄則101」、英語情報誌「English
しばた運営委員
Journal」、コラム「エイゴのこころ」
連載、新潟日報夕刊コラム「晴雨
計」連載。

英検2級、漢検2級

1971～1972年、アメリカ南カロライ
ナ州チャールストンに留学。2009
年機械商社を退社、2009～
2010年NSGエアーリゾート専門学
校で日本語講師。2010～2011
中国南京信息工程大学で日本
語教師 2016、2017年クロスパル
新潟で「日本語ボランティア養成
講座」を開講。

外国語講師、通訳

講師（英語、スペイン語、ポルトガル
語）、DELEスペイン語能力試験面
接官認定、日本語能力検定2級、
JETRO3級、ケンブリッジ大学子ども
英語能力試験面接官認定（YLE)、
英語教授法国際認定資格、TKT
（Teaching knowledge Test by ケン
ブリッジ大学）

ＰＯＮＴＩＦＩＣＩＡ ＵＮＩＶＥＲＳＩＤＡ
Ｄ ＣＡＴＯＬＩＣＡで教育学部を卒
業後、結婚のため来日。スペイン
語を公民館などで教える。スペイ
ンマドリード大学院教育学部に
て、「日本人学生に提案する再帰
動詞」の研究で修士号取得
（MBA)。

（株）新潟ＴＬＯ代表取締役、（株）
UniBio(ユニバイオ）代表取締役
新潟大学S40卒業、（株）荏原製
作所入社。米国駐在16年間、中
国駐在4年間。（株）新潟ＴＬＯ社
長H16～現在、（株）UniBio H23
（株）UniBio設立。
海外とのビジネス経験（約30年
間）を生かし、産学官連携の仕事
特になし。過去に新潟大学客員教 をH16より継続するなかで新潟県
授を経験。産学連携を通じ、文部 に植物バイオの技術を導入し、産
科学大臣賞受賞（H18）
業活性化、革新技術を通じ地方
創生に貢献したい。

全市

新,

●H29 「地域、そして自分からの国際
化」
●H30 「生活英語プラスで人生に潤
いを」
●H30～R1 「気軽にエッセイを書こ
う！」講座

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

日本語を母語としない人達に、日
本語を指導する際の基本的な知
識や技術を身に着けてもらう講
●H30～R2 日本語ボランティア養成
座。生涯学習としてボランティアで 講座
日本語を教えることに関心のある
人たちへの講座です。国際理解・
国際交流・異文化に関心のある
人たち向け。年齢性別は問いませ
ん。

言語ガイドで子ども英語を教えて
います。スペイン語も教えていま
す。保育園で英語を教えていま
す。日本語→ポルトガル語、英語
→スペイン語
江南警察署の協議会委員も務
めていました。日本語・英西通
訳、ＤＥＬＥ審査官もしています。
朱鷺メッセ外国人相談センター新
潟の相談通訳者をしています。昨
年は、新潟県の農業青年等国際
交流推進事業研修での通訳、新
潟県警察本部国際犯罪捜査実
務専科通訳人を介した取り調べ
実習に、通訳として参加しました。

成

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

全て

全市

新,阿,

成,齢,男,女

全市

三,新,

20年以上の海外生活で経験した
異文化の中でいろいろな人種、国
籍の人たちと如何に仲良く仕事を
していくかを米国、中東、中国、東
欧の人々と経験しました。
H16年以来、産学官の連携の仕
事を通じ、新潟県の若い人達に
新しい産業（植物バイオの技術）
を通じ、地方活性化に取り組んで
来ています。
新しい化粧品原料や再生医療に
用いる、アニマルフリーの試薬開発
と製造・販売の活動と産学官連
携実施中。

大学教員・講師

中国黒龍江省生まれ、11歳に来
日し現在に至る。新潟大学の学
部・大学院を出たあと、事業創造
大学院大学で助手を務める。
2019年4月より新潟大学経済学
部に着任。

・広告を通して異文化比較研究
をしています。
●R1 メディアの中の女性、地域企業
・中小企業の海外展開の最適
の国際化と現地化の課題
マーケティングについて考えます。
・中小企業の現状と課題、大企
業との違いなどについて教えていま
す。

全て

全市

三,新,燕,

その他

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

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

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

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
(社)日本生産性本部認定日本経 企画のスタッフ業務に携わる。企
営品質賞セルフアセッサー
業理念と人生理念の実現を一致
(社)日本生産性本部認定ベンチ
させた経営を支援する社会教育
マーキングインストラクター
者としての使命を自覚し、３７歳の
ＮＰＯ内部統制評価機構認定内部 時、（株）総合教育研究所を設
統制評価者
立。幸援家として現在に至る。
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
《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。

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。

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●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

中,高,青,成,
齢,男,女

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。

全市

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●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

フリーアナウンサー
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
ラジオ局アナウンサー、番組ナビ
の昔話など。）
ゲーター。
小学校での職業講話。
司会者。朗読サークル講師、話し 社会人向けの話し方講座、障が
方・アナウンス講座講師。
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

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

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

小,中,高,青,
成,女,親

音楽講師、演劇講師

中学校・高等学校音楽教員免許

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）

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）
首都圏の難関中学受験塾、およ
実践行動学研究所理事
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
米国CTI認定プロフェッショナル・コー グラムの開発とファシリテーターの養
チ（CPCC）
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。

三,新,加,燕,
五,阿,胎

・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。
●R1 高校生のための演劇コミュニ
（身体と心の柔軟・発声（身体機 ケーション講座、演劇コミュニケーション
能の低下を補うための発声法を含 講座
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。
青,成,齢,男,
女

・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

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

●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

小,中,高,青,
成,男,女,親

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

全市

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●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

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、 ●R1 スポーツ放送こぼれ話や五輪の
ゴルフなど）。放送を通じて知り
話
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。

全て

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

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。

全市

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

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

・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。

●R1 新潟県防犯出前講座31回、
落語による防犯講座・高齢者学
他口演 164回
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。

小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

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。
一般社団法人マナー教育推進協 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
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 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
ラー
（財）生涯学習開発財団認定コーチ 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。
ストレスマネジメント士

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。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●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～

小,中,高,青, 北,東,中,江, 三,新,加,燕,
成,男,女,親
秋,西,蒲
五,阿,胎

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。

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－

成

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

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

・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

三,新,加,燕,
五,阿,胎

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●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

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。

全市

●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」

小,中,高,青,
成,齢,男,女

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。

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●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

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、
・著書：「“会話が続く男”のテクニッ 現在は県内最長キャリア。
ク」（セルバ出版）、「“人生を180度 接客力向上を図る傍ら、12年以
変える”ための15の方法」（フォレスト 上を費やし会話スキルを高める活
出版）
動で得た「会話の続く方法」「コミュ
・新潟県 県立教育センターキャリア ニケーション力向上術」を体系化。
教育推進ステーション知恵伝 講師 これまで1万人以上に、300回を超
・新潟市 経済部雇用政策課キャリ える講演や講師でそれらを伝えて
ア啓発事業 講師
いる。
・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

全市

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●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、
・発達障がい児の子育てについて 共生セミナー ここから始める発達障が
の講演、トーク
いの理解 「発達障がい児 やたちゃん
・コミュニケーション講座
ともりした家の人びと」
・講談

小,中,高,青,
成,齢,障,男,
女,親

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

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
学校カウンセラー(日本学校教育相 として勤務の後，H25年退職。現
談学会)
在，スクールカウンセラー。所属学
ガイダンスカウンセラー(スクールカウン 会 日本学校教育相談学会
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)

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

小,中,高,成

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
国家資格キャリアコンサルタント、
務所WcareerOffice設立。現在
JCDA認定CDA（キャリアデベロップメ はキャリアカウンセリング(相談業
ントアドバイザー）、JIA認定音楽療 務)や組織活性化支援、企業・求
法インストラクター、JAAMP認定快 職者・学生・女性・婚活・シニア向
眠セラピスト、JAAMP認定メンタル けセミナーを行う。双子＋三女の
心理ヘルスカウンセラー、国際資格 育児にも奮闘中
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

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/

全市

新,阿

●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～

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

情報通信産業で４０年余従事し
た後６０歳から広義でいう「林業」
に従事、林業産業の下流部「木
をくらしに生かす」という分野で活
動してます。
「教育・福祉に着目した木の生か
し方」をテーマに、子どもたちが木
に触れる木工を通じて、くらしに木
をつかう事の大切さを啓発してい
る。

出前木工体験教室をしています。 ●R2 杉のおはしづくり 間伐材で和
幼稚園や学校などの教育機関、 のあかりづくり なんちゃってカメラ 木工
公民館などの社会教育機関、科 教室 その他いろいろ
学館やふるさと村などの公的な建
物の他、イベント会場で木工体験
をしている。

乳,小,中,障

全市

三,新,五

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、 ●R1 スポーツ放送こぼれ話や五輪の
ゴルフなど）。放送を通じて知り
話
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。

全て

全市

僧侶 曹洞宗 玉泉寺住職
駒沢大学卒業
永平寺にて修行
令和2年より玉泉寺住職
NEXT21朝粥坐禅会講師
その他
UXテレビ生放送番組出演
NHK「おはよう日本」での坐禅会
紹介で生放送出演

●H29 自分をみつめる坐禅体験、坐
いつでも、どこでも、だれでもできる 禅体験～心と身体を調え自分を見つ
「坐禅」を多くの人に届ける、をモッ め直して見ませんか～
トーに、お寺以外の場所でも「やさ
しい坐禅会」を開催しています。

全て

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

日本家事代行協会認定講師

整理収納2級
家事代行アドバイザー
エアコンクリーニング師

15年歯科衛生士で勤務、出産を
期に専業主婦として子育てを経
験、その後片付けの資格を習得
片付け整理収納
家事代行アドバイザーの資格を習
お掃除術
得、家事代行、ハウスクリーニン
ナチュラル洗剤の使い方
グ、整理収納を主とした事業を開
業、現在ととのえや代表として、新
潟市内を中心に活動中、認定講
師としても講座を展開中です。

●R1 家族団らん時間が増える！にこ
にこ家族のためのお掃除術

全て

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。
一般社団法人マナー教育推進協 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
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 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
ラー
（財）生涯学習開発財団認定コーチ 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。
ストレスマネジメント士

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。

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

●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～

小,中,高,青, 北,東,中,江, 三,新,加,燕,
成,男,女,親
秋,西,蒲
五,阿,胎

大学教員・講師

中国黒龍江省生まれ、11歳に来
日し現在に至る。新潟大学の学
部・大学院を出たあと、事業創造
大学院大学で助手を務める。
2019年4月より新潟大学経済学
部に着任。

・広告を通して異文化比較研究
をしています。
●R1 メディアの中の女性、地域企業
・中小企業の海外展開の最適
の国際化と現地化の課題
マーケティングについて考えます。
・中小企業の現状と課題、大企
業との違いなどについて教えていま
す。

全て

全市

三,新,燕,

漫談師
新潟県警を定年退職後「新潟弁
で語る漫談師中野小路たかまろ」
として笑いを交えて交通安全・振
●H29～R2 振り込め詐欺防止
１、交通安全に関する講演
り込め詐欺防止の講演活動を始
２、振り込め詐欺防止に関する講
める。現在は、新潟県防犯アドバ
演
イザー・新潟県警特殊詐欺被害
防止お笑い広報大使等の委嘱を
受けている。

齢

全市

三,新,加,燕,
五,阿,胎

整理収納アドバイザー

整理収納アドバイザー1級

公民館勤務をきっかけに社会教
育の重要性と学ぶことでの市民生
活向上が実際にできることに気づ
く。
中でも一番身近な「暮らし」の中
での「かたづけ」により生活の質が
あげられることを広めるため整理収
納アドバイザーの資格を取得。各
地ですぐにはじめられるかたづけ講
座を開催。

講座を通して「自分に合ったかた
づけのやり方」や「かたづけの効果」
を学び、「時間・お金・心のゆとり」
を持てる暮らしができるようにする。
具体的にはグループワークを交え
ながら、かたづけの目的と効果、や
り方を学び、受講生自身が学んだ
ことをその場で実践する実技指導
や日頃の疑問などへの質疑応答
を行う。

●H30 今日からはじめる かんたんか
たづけ術、こんな暮らしがしたいを叶え
る かたづけ術
●R1 すっきり暮らす かたづけ講座

小,中,高,青,
成,齢,障,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

