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所属団体等 問合せ先

講師名 電話番号

阿賀野市社会教育指導員 阿賀野市中央公民館

遠藤　愼之介 ０２５０－６３－８０１９

阿賀野市　民生部　生涯学習課 阿賀野市京ヶ瀬公民館

古澤　妥史 ０２５０－６７－２１１３

阿賀野市　民生部　生涯学習課 阿賀野市京ヶ瀬公民館

古澤　妥史 ０２５０－６７－２１１３

前燕市良寛史料館長 燕市中央公民館

西海土　寿郎 0256-63-7001

燕語りの会 燕市中央公民館

近嵐　京子（代表） 0256-63-7001

一般社団法人燕市観光協会 一般社団法人燕市観光協会

齋藤　優介 0256-64-7630

新潟県教育庁文化行政課参与 五泉市生涯学習課生涯学習推進係

吉田　博 ０２５０－４２－５１９５

自然写真家 五泉市生涯学習課生涯学習推進係

鎌形　久 ０２５０－４２－５１９５

元新潟県立文書館副館長 五泉市生涯学習課生涯学習推進係

小島　正芳 ０２５０－４２－５１９５

新潟県立歴史博物館専門研究員 五泉市生涯学習課生涯学習推進係

前嶋　敏 ０２５０－４２－５１９５

料理研究家 上越市教育委員会社会教育課青少年育成係

井部　真理 025-545-9245

山本味噌醸造場 上越市教育委員会社会教育課青少年育成係

山本　幹雄 025-545-9245

上越教育大学　教授 上越市教育委員会社会教育課青少年育成係

光永　伸一郎 025-545-9245

ブルボンウォーターポロクラブ柏崎 ブルボンウォーターポロクラブ柏崎

青栁　勧 ０２５７－４１－５０８８

文化行政課埋蔵文化係（市職） 新発田市加治川地区公民館

鈴木　暁 ０２５４－３３－２４３３

新発田郷土研究会 新発田市加治川地区公民館

伊藤　久司 ０２５４－３３－２４３３

越後國古地図研究所 新発田市加治川地区公民館

関川　義蔵 ０２５４－３３－２４３３

さんぽく生業の里 村上市生涯学習課社会教育推進室

国井　千寿子 0254-53-2446

イヨボヤ会館 村上市生涯学習課社会教育推進室

館長　奥村　芳人 0254-53-2446

日本自然保護協会会員 津南町公民館

涌井泰二 025-765-3134

ＮＨＫ文化センター新潟教室講師 津南町公民館

藤田　久 025-765-3134

十日町市博物館 津南町公民館

菅沼　亘 025-765-3134

柏崎市綾子舞保存振興会 柏崎市教育委員会生涯学習課

須田　弘宗 0257-20-7500

新津鉄道資料館 柏崎市教育委員会生涯学習課

岩野　邦康 0257-20-7500

柏煉連・産業考古学会 柏崎市教育委員会生涯学習課

高橋　深雪 0257-20-7500

新潟産業大学教授 妙高市教育委員会生涯学習課

片岡　直樹 0255-74-0034

県文化財保護指導委員 妙高市教育委員会生涯学習課

鳴海　忠夫 0255-74-0034

市文化財調査審議委員 妙高市教育委員会生涯学習課

土田　孝雄 0255-74-0034

郷土史家 妙高市教育委員会生涯学習課

西山　耕一 0255-74-0034

市文化財調査審議委員 妙高市教育委員会生涯学習課

清沢　聰 0255-74-0034

上越教育大学准教授 妙高市教育委員会生涯学習課

畔上　直樹 0255-74-0034

妙高市教育委員会学芸員 妙高市教育委員会生涯学習課

佐藤　慎 0255-74-0034
32

30

31

28

29

新潟地域学  謙信ＫＩＤＳプロジェクト「食」の講座
発酵食品の特性や伝統ある調理方法などを知り、食に対
する興味関心を育てる。

新潟地域学

妙高遺跡めぐり“発掘資料から地域文化を知る”

新潟地域学 歴史文化コース 古文書を読む“古文書が語る妙高の文化”

新潟地域学 歴史文化コース 天心が語る妙高“高原を愛した天心”

新潟地域学 歴史文化コース

新潟地域学 歴史文化コース 地域の芸能・まつり“風俗習慣を学ぶ”

新潟地域学 歴史文化コース 上越の近代化遺産“関川水系の電源開発”

26

27

24

25

新潟地域学 かしわざき市民大学

柏崎の鉄道～北越鉄道のよもやま話

1

2

3

4

20

21

22

23

17

18

19

15

16

13

14

5

6

7

8

9

10

11

12

小・中・特別支援学校PTA指導者研修会 水球のまちづくりと人材育成

新潟地域学 街かどウォッチング しな織りの歴史と赤カブ漬け体験

新潟地域学 街かどウォッチング 「塩引き鮭の歴史」を学ぶ

新潟地域学 ふるさと歴史講座
「歴史散歩　紫雲寺潟（塩津潟）」
「加治川流域歴史散歩」

新潟地域学 ふるさと歴史講座 「地名・古地図で探る豊かな大地」

新潟地域学 ふるさと歴史講座 「発掘調査で分かる！地形・地質から見た加治川の歴史」

新潟地域学 五泉市民大学講座④ 「武士の家系図」

新潟地域学  謙信ＫＩＤＳプロジェクト「食」の講座
発酵食品の特性や伝統ある調理方法などを知り、食に対
する興味関心を育てる。

新潟地域学  謙信ＫＩＤＳプロジェクト「食」の講座
発酵食品の特性や伝統ある調理方法などを知り、食に対
する興味関心を育てる。

新潟地域学 五泉市民大学講座② 「プロが教える写真の撮り方」

新潟地域学 五泉市民大学講座③ 「村松藩２３０年の歴史と文化」

新潟地域学  こだま夏休み特別企画夏休み自由研究　きみも考古学博士になろう！
市内遺跡発掘調査現場における体験学習を通じて、地域の歴史に興味・関心を
持ち、郷土愛と文化財保護の心を育む。

新潟地域学 つばめ目耕塾 良寛とその時代

新潟地域学 昔話・聞く楽しみ！～第２話～

新潟地域学

新潟地域学 五泉市民大学講座① 「佐渡を世界遺産に」

つばめ目耕塾

つばめ目耕塾 地形で見る産業の生い立ち

新潟地域学  塾のコンビニ！　まちづくり塾阿賀野市公民館成人講座⑦ 阿賀野の歴史文化　～三国街道を巡ろう～

新潟地域学   まちづくり塾（阿賀野市公民館　成人講座⑤）阿賀野市の遺跡を身近に感じてみよう！

まず、一歩踏み出そう！
～これからの人生を充実させ、楽しく過ごすために、知る楽しさ・学べる喜びを感じながら、人との出会いや
繋がりを広げて行きませんか？～

分　　類 事業名 目的・テーマ（演題）

妙高市史跡めぐり“ふるさとの山城－鳥坂城－”

新潟地域学 変わりゆく身近な津南の自然

新潟地域学

新潟地域学 歴史文化コース 社寺仏閣めぐり“社寺仏閣から故郷を知る”

新潟地域学 歴史文化コース

新潟地域学 もっと知りたい「綾子舞」～未来に残したい柏崎の宝

平成29年度津南学講座―冬季―

新潟地域学 平成29年度津南学講座―冬季― ムササビ先生が見つけた津南の自然

新潟地域学 平成29年度津南学講座―冬季―
縄文時代中・後期の大集落　十日町野首遺跡
―発掘調査成果からみた縄文人のくらし―
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郷土史家 妙高市教育委員会生涯学習課

西山　耕一 0255-74-0034

国際浮世絵学会常任理事 新潟県立歴史博物館

中右　瑛 ０２５８－４７－６１３５

新潟妖怪研究所所長 新潟県立歴史博物館

高橋　郁丸 ０２５８－４７－６１３５

長野県立歴史館学芸員 新潟県立歴史博物館

村石　正行 ０２５８－４７－６１３５

駿台甲府小学・中学・高等学校指導監 新潟県立歴史博物館

石川　博 ０２５８－４７－６１３５

新潟県はまぐみ小児療育センター小児科 県立生涯学習推進センター

和田　有子 ０２５－２８４ー６１１0

不登校引きこもり相談・支援 県立生涯学習推進センター

佐藤　真奈美 ０２５－２８４ー６１１0

日本学校教育相談学会新潟県支部理事長 県立生涯学習推進センター

山田　友明　 ０２５－２８４ー６１１0

NPO法人多世代交流館になニーナ　代表理事 県立生涯学習推進センター

佐竹　直子 ０２５－２８４ー６１１0

NPO法人多世代交流館になニーナ　代表理事 県立生涯学習推進センター

佐竹　直子 ０２５－２８４ー６１１0

一般財団法人教育研修コーチング協会　理事長 県立生涯学習推進センター

小林富貴子 ０２５－２８４ー６１１0

新潟大学教職大学院　教授 県立生涯学習推進センター

長澤　正樹 ０２５－２８４ー６１１0

バルーンパフォーマー 阿賀野市中央公民館

小熊　美紗希 ０２５０－６３－８０１９

プティマ　インストラクター 阿賀野市中央公民館

佐藤　早苗 ０２５０－６３－８０１９

（新発田市民） 阿賀野市中央公民館

姉﨑　勉 ０２５０－６３－８０１９

新潟お笑い集団「ＮＡＭＡＲＡ」 阿賀野市中央公民館

ねんじ ０２５０－６３－８０１９

元小学校長 阿賀野市中央公民館

長谷川　義弘 ０２５０－６３－８０１９

新潟お笑い集団「ＮＡＭＡＲＡ」 阿賀野市中央公民館

江口　歩 ０２５０－６３－８０１９

（新潟市民） 阿賀野市中央公民館

石塚　千加子 ０２５０－６３－８０１９

社会福祉法人　かがやき福祉会 阿賀野市中央公民館

酒井　田恵子 ０２５０－６３－８０１９

（新潟市民） 阿賀野市中央公民館

大瀧　賢 ０２５０－６３－８０１９

京ヶ瀬甚句保存会 阿賀野市京ヶ瀬公民館

佐藤　キソ　他 ０２５０－６７－２１１３

 Kite-me女性とベビー・幼児のための総合教室代表 阿賀野市京ヶ瀬公民館

粟原　あつ子 ０２５０－６７－２１１３

新潟県消費者協会 新潟県消費者協会

消費生活サポーターつばめ 025-281-5558

元新潟県立文書館副館長 燕市中央公民館

本井　晴信 0256-63-7001

糸魚川教育相談センター 下越教育事務所

横澤　富士子 ０２５４－２７－９１５８

運動あそび塾しらさん家 刈羽村教育委員会

笹川陽介 ０２５７－４５－３９３３

花ぞの幼稚園 刈羽村教育委員会

廣田文雄 ０２５７－４５－３９３３

日本ビジネスアカデミア 魚沼市教育委員会生涯学習課

加藤　昌樹 025-794-6073

湯之谷公民館

米山　香奈子 025-792-0530

湯之谷公民館

星　春子 025-792-0530

元小学校長 魚沼市教育委員会生涯学習課

菊池　俊郎 025-794-6073

一般財団法人教育研修コーチング協会理事長 五泉市生涯学習課企画推進係

小林　富貴子 ０２５０－４２－５１９５

63

64

家庭・地域 家庭教育学級合同研修会 「やる気を育てるカンタントレーニング法」65

家庭・地域 〃 〃

家庭・地域 子育てセミナー 「小学校入学前に心得ておくべきこと」

家庭・地域 魚沼市ＰＴＡ連絡協議会　研修大会 「子どもの可能性を未来に繋げる生きる力の作り方」61

家庭・地域 ベビーマッサージ教室
ベビーマッサージをする中で保護者のストレス軽減、保護
者同士の交流を促進する。

62

家庭・地域 思いやりのあるたくましい子どもを育てる家庭教育講演会

58

59

60

家庭・地域
子どもも大人も自己実現～今、できること、今、気がつくこ
と～

小・中・特別支援学校ＰＴＡ指導者研修会（下越・）

家庭・地域 親子ふれあい体操 ふれあいをとおして、親子の絆を深める

家庭・地域 つばめ目耕塾 だまされないで！悪質商法56

家庭・地域 つばめ目耕塾
掛け軸・屏風に親しむために－取り扱いのポイントと楽し
み方－

57

家庭・地域  みんな来なせや京ヶ瀬甚句いっしょに踊らんかね
京ヶ瀬地区の伝統芸能である京ヶ瀬甚句を運動会で上手に踊るため、
地元京ヶ瀬小学校の児童と保護者に指導します。54

家庭・地域 ばっちり応援力★ヤシナウ講座（全２回）

お父さんの特性（男性の得意なこと苦手なこと）を知って、協力しながら
思春期の子育てをしたり、思春期の心と体についての疑問を解消する
ための２回シリーズ。

55

52

53

家庭・地域

家庭・地域

子供の生活リズム等について

家族で一緒にそば打ちを体験しましょう

 家庭教育ゆめ事業保護者（父親）対象講演会

 家庭教育ゆめ事業親子そば打ち体験

祖父母とマジックを楽しもう

親子で楽しいひと時をすごす

地域と学校をいかにつなぐか　～子どもたちのために～

黒電話とポケベルは何処へ行った？
～社会環境の大きな変化に笑う～

“子育て”を楽しいと感じていますか？

 家庭教育ゆめ事業祖父母参観

 家庭教育ゆめ事業バルーンショー

 家庭教育ゆめ事業子どもを守る会講演会

 家庭教育ゆめ事業家庭教育学級講演会

 家庭教育ゆめ事業保護者講習会

47

50

51

48

49

家庭・地域

家庭・地域

家庭・地域

家庭・地域

 家庭教育ゆめ事業バルーンショー45 バルーンアートとふれあおう家庭・地域

46 わらべうたキッズマッサージ＆親子ダンス 家庭教育ゆめ事業子育て支援センター行事家庭・地域

44 家庭・地域 子ども支援スタッフ・ボランティア研修会 気になる子どもへの理解と対応

家庭・地域

家庭・地域

42

43

家庭・地域

家庭教育支援者ステップアップ研修会②

家庭教育支援者ステップアップ研修会③

家庭教育支援活動はじめの一歩

支援活動スタートへ　コーチングで支援力アップ

新潟地域学 秋季企画展・記念講演会 川中島合戦はどのように伝えられたか37

38

39

40

41

家庭・地域

家庭・地域

家庭・地域

子どもの発達凸凹の理解と保護者への支援について家庭教育支援者養成研修会①

家庭教育支援者養成研修会②

家庭教育支援者養成研修会③

家庭教育支援者ステップアップ研修会①

相手を元気にする話の聴き方

家庭・地域

今求められている家庭教育支援

家族療法から見る家庭教育支援

36

33

34

35 新潟県の猫伝説

新潟地域学 秋季企画展・記念講演会 信濃からみた川中島合戦

新潟地域学 ひと・まちコース “妙高の発酵文化－酒造－”

新潟地域学 春季企画展・記念講演会
黒猫奇譚（くろねこきたん）－今も昔も猫が好きな芸術家た
ち－

新潟地域学 春季企画展・記念講演会
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五泉木材協会会長 五泉市公民館

小倉　文雄 ０２５０－４３－４１９０

新潟大学　教授 佐渡市教育委員会社会教育課

神村　栄一 0259-66-4160

無痛整体・鍼灸治療院樹庵 村上市生涯学習課社会教育推進室

院長　剣持　樹 0254-53-2446

Ｗｏｏｄｂoｘ　Ｔera 村上市生涯学習課社会教育推進室

寺澤　尚隆 0254-53-2446

村上市生涯学習課社会教育推進室

村山　優子 0254-53-2446

フードコーディネーター 津南町公民館

本間　真弓 025-765-3134

南魚沼市中央公民館

齋藤　悦美 ０２５－７７３－６６１０

南魚沼市中央公民館

岡村　典子 ０２５－７７３－６６１０

キルト・ぷらざ 弥彦村教育委員会　教育課　社会教育係

亀倉　朱実 0256-94-4311

Snow drop ～ｽﾉｰﾄﾞﾛｯﾌﾟ～ 弥彦村教育委員会　教育課　社会教育係

加藤 恵 0256-94-4311

えんたけ芸能社 えんたけ行政書士事務所

縁　竹縄（高橋　正芳） 0256-55-6139

京都大学教授 魚沼市教育委員会生涯学習課

曽我部　真裕 025-794-6073

鉄道友の会　新潟支部長 上越市教育委員会社会教育課青少年育成係

中村　稔 025-545-9245

弁護士 新潟県教育庁生涯学習推進課

菅野　朋子 025-280-5972

上越教育大学教授 妙高市教育委員会生涯学習課

山縣　耕太郎 0255-74-0034

岩手県立大学教授 妙高市教育委員会生涯学習課

伊藤　英之 0255-74-0034

根知の未来を考える会代表 妙高市教育委員会生涯学習課

斉藤　喜代志 0255-74-0034

新潟青陵大学教授 妙高市教育委員会生涯学習課

中平　浩人 0255-74-0034

新潟産業大学教授 妙高市教育委員会生涯学習課

秋山　正道 0255-74-0034

上越市教育委員会学校教育課 上越市教育委員会学校教育課

磯貝　芳彦 ０２５－５４５－９２４４

（阿賀野市民）） 阿賀野市安田公民館

中島　瑠美 ０２５０－６８－３００６

NPO法人妙高山麓自然体験活動指導者会 国立妙高青少年自然の家

澤田　賢一 0255-82-4321

いわふね自然愛好会 村上市生涯学習課社会教育推進室

富樫　繁春ほか 0254-53-2446

妙高高原ビジターセンター館長・職員 妙高市教育委員会生涯学習課

春日　良樹　・　吉田　豊 0255-74-0034

妙高市教育委員・教育委員会顧問 妙高市教育委員会生涯学習課

高澤　誠一　・　濁川　明男 0255-74-0034

糸魚川フォッサマグナミュージアム上席学芸員 妙高市教育委員会生涯学習課

宮島　宏 0255-74-0034

上越教育大学教授 妙高市教育委員会生涯学習課

天野　和孝 0255-74-0034

上越教育大学教授 妙高市教育委員会生涯学習課

五百川　裕 0255-74-0034

妙高高原ビジターセンター館長・職員・妙高市教育委員会顧問 妙高市教育委員会生涯学習課

春日　良樹　・　吉田　豊　・　濁川　明男 0255-74-0034

妙高市教育委員・教育委員会顧問 妙高市教育委員会生涯学習課

高澤　誠一　・　濁川　明男 0255-74-0034

関東学院大学 教授 県立生涯学習推進センター

吉田　広毅 ０２５－２８４ー６１１０

インターネット利用アドバイザー 県立生涯学習推進センター

大久保　真紀 ０２５－２８４ー６１１０

（新潟市民） 阿賀野市中央公民館

三瓶　真知子 ０２５０－６３－８０１９

母と子のフォトグラファー 阿賀野市中央公民館

岩橋　由希子 ０２５０－６３－８０１９
99

技術・技能

技術・技能 かんたんフォト教室 家庭教育ゆめ事業子育て支援センター行事

親子でカホン（楽器）作り 家庭教育ゆめ事業カホン作り体験

技術・技能96 メディア研修特別講演会
新学習指導要領で求められる情報活用能力の育成にむ
けて

97 技術・技能 青少年のインターネット利用環境づくりをすすめるためにメディア研修会特論

98

村上市・岩船郡の自然　　　　　①絶滅危惧種セナミスミレ②笹川流れ
の磯野動物③村上・岩船地方のきのこ④荒川・三面川の水生生物⑤現
地観察会（お幕場・大池）

86 自然・科学 園芸教室 寄せ植えなどお花を身近で育てませんか

87 自然・科学 自然体験活動指導者（NＥＡＬリーダー）養成研修 自然体験の特質

89

90

91

92

93

94

88 自然・科学  むらかみ市民講座村上・岩船の自然

自然・科学 自然環境コース

95

自然・科学 自然環境コース “雪国の植物”

自然・科学 自然環境コース “秋の斑尾高原を歩く－袴(はかま)岳(だけ)に登る－”

自然・科学 自然環境コース “秋の大毛無山・南葉山を歩く－三つの南葉に登る―”

“日本海の生物”

自然・科学 自然環境コース “春の斑尾高原を歩く－沼の原湿原－”

自然・科学 自然環境コース “春の笹ヶ峰高原を歩く－夢見平植物観察－”

自然・科学 自然環境コース “上越の火山と地震を探る”

78
交通機関の発達と、それを活用した地域活性の取り組みを知る。
身近な交通機関を体験し、上越地域への興味関心を深める機会
とする。

 謙信ＫＩＤＳプロジェクト「交通」の講座社会・経済

76 社会・経済 つばめ目耕塾 エノケン終活唄めぐり

77 社会・経済 うおぬま市民大学憲法講演会 「憲法と自由、人権、教育について」

82

社会・経済 ひと・まちコース “火山防災マップから噴火災害を読み解く”

社会・経済 ひと・まちコース “地域住民主体の地域づくりプランを考える”

79 社会・経済 人権教育指導者研修会 子どもの人権

80

81

社会・経済 ひと・まちコース “地域の災害を想定する”

85 社会・経済 私と人権　私にできること社会同和教育市町村巡回研修会

83

84

社会・経済 ひと・まちコース “男女共同参画－ワークライフバランスを考える－”

社会・経済 ひと・まちコース
“人権教育・同和教－差別やいじめのない社会を目指して
－”

家庭・地域 ペットボトルホルダーを作ろう
・裁縫道具やミシンを使った手縫い・裁縫体験
・親子共同でのものづくり

74

家庭・地域 ハーバリウムを作ろう
・季節感を演出する手作りアイテムづくり
・親子共同でのものづくり

75

家庭・地域 料理教室 家庭でできる料理を教える。

71

72

73

69

70

家庭・地域 地域セミナーＩＮ津南 忙しい女性のための時短お弁当レシピ

家庭・地域 コーヒーセミナー
コーヒーを飲みながら、コーヒーの豆知識や美容・健康に
関する話をきく。

家庭・地域 村上パパスクール 親子でＤＩＹ　　　親子で木琴を作って音遊びを楽しむ

家庭・地域 村上パパスクール 親子料理教室　　　作って食べよう｜パパごはん

家庭・地域 子ども・若者育成支援強化月間関連事業 「いじめと関係トラブルの理解と未然防止に向けて」67

家庭・地域 村上パパスクール 親子整体教室　　絆を深めるタッチングコミュニケーション68

おやこ木工教室家庭・地域
おやこ共同で作業し家族の触れ合いの機会を設けるとともに、木
製品製作を通して木のぬくもりを感じ木に親しんでもらう。

66
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（阿賀野市民） 阿賀野市安田公民館

五十嵐　百合子 ０２５０－６８－３００６

NPO法人扉 下越教育事務所

指田　祐美 ０２５４－２７－９１５８

越後弥彦手仕事倶楽部 弥彦村教育委員会　教育課　社会教育係

渡邊 仁 0256-94-4311

フルート奏者 阿賀野市中央公民館

北村　さや花 ０２５０－６３－８０１９

ピアニスト 阿賀野市中央公民館

田澤　葉月 ０２５０－６３－８０１９

声楽家 阿賀野市中央公民館

三瓶　真知子 ０２５０－６３－８０１９

五頭古文書クラブ 阿賀野市中央公民館

遠藤　義典 ０２５０－６３－８０１９

押花クラブ　わすれな草 阿賀野市中央公民館

太田　ノリ ０２５０－６３－８０１９

（五泉市民） 阿賀野市中央公民館

樋浦　三男 ０２５０－６３－８０１９

（阿賀野市民） 阿賀野市中央公民館

五十嵐　美代子 ０２５０－６３－８０１９

レジンアクセサリーSophia 阿賀野市安田公民館

五十嵐　優子 ０２５０－６８－３００６

あがのボタニカルアートの会 阿賀野市京ヶ瀬公民館

伊藤　道秋 ０２５０－６７－２１１３

阿賀野市運動普及員 阿賀野市京ヶ瀬公民館

塩田　百代 ０２５０－６７－２１１３

京ヶ瀬バレエメイツ 阿賀野市京ヶ瀬公民館

藤田　直子 ０２５０－６７－２１１３

ふるさとこども絵画展運営委員長 阿賀野市京ヶ瀬公民館

高橋　恒雄 ０２５０－６７－２１１３

駒林民謡教室 阿賀野市京ヶ瀬公民館

原　市男 ０２５０－６７－２１１３

全国良寛会副会長 燕市分水良寛史料館

小島正芳 ０２５６－９７－２４２８

平塚市美術館館長 県立近代美術館

草薙 奈津子氏 ０２５－２８－４１１１

神奈川県立近代美術館館長 県立近代美術館

水沢　勉 氏 ０２５－２８－４１１１

県立近代美術館　学芸課長 県立近代美術館

藤田　裕彦 ０２５－２８－４１１１

県立近代美術館　学芸課長代理 県立近代美術館

平石　昌子 ０２５－２８－４１１１

県立近代美術館　学芸課長代理 県立近代美術館

宮下　東子 ０２５－２８－４１１１

県立近代美術館　専門学芸員 県立近代美術館

松矢　国憲 ０２５－２８－４１１１

県立近代美術館　主任学芸員 県立近代美術館

濱田　真由美 ０２５－２８－４１１１

県立近代美術館　主任学芸員 県立近代美術館

伊澤　朋美 ０２５－２８－４１１１

県立近代美術館　美術学芸員 県立近代美術館

松本　奈穂子 ０２５－２８－４１１１

県立図書館　副館長 新潟県立図書館

青栁　正俊 ０２５－２８４－６００１

新潟県立歴史博物館　専門研究員 佐渡市教育委員会社会教育課

宮尾　亨 0259-66-4160

落語研究会新潟県央　会長 三条市中央公民館

田辺　晃一 0256－32－4811

上越教育大学　教授 上越市教育委員会社会教育課青少年育成係

洞谷　亜里佐 025-545-9245

絵画保存修復家 新潟県立万代島美術館

岩井　希久子 025-290-6655

北欧工芸研究会 新潟県立万代島美術館

  山下　真有・寺尾　雅美 025-290-6655

美術家 新潟県立万代島美術館

会田誠 025-290-6655

131

132

芸術・文化 ワークショップ 「うまのオーナメントをつくろう」

芸術・文化 ギャラリートーク 「会田誠、フジタを語る」

本格的な日本画を描くことを通して、伝統文化への興味関
心を高めるとともに、描くことの楽しさを育む。

 謙信ＫＩＤＳプロジェクト「古径」の講座芸術・文化129

芸術・文化 講演会
「絵画保存修復家の仕事～よみがえる絵画、そしてフジ
タ」

130

親子で土偶作り

芸術・文化 学びのカフェ お寺で体感　法話と落語

127

128

ふるさと講座 戊辰戦争と新潟開港

芸術・文化

芸術・文化

124

芸術・文化

芸術・文化

芸術・文化

芸術・文化

125

126

芸術・文化 親子体験講座

美術鑑賞講座

美術鑑賞講座

友情の双像と武石弘三郎

母子像に親しむ

美術鑑賞講座 堀口大學と美しい書物

美術鑑賞講座

芸術・文化 美術講演会 戦後のチャンピオン　加山又造

芸術・文化 萬鐵五郎「近代」を超えて生きた画家

美術鑑賞講座 ディズニー映画の魅力

芸術・文化

芸術・文化

芸術・文化 秋の特別展　講演会 良寛と燕・分水・吉田との交流116

異邦人たちのパリ

加山又造－伝統と革新

版画のはなし

美術講演会

美術鑑賞講座

美術鑑賞講座

117

118

119

120

121

122

123

芸術・文化  京ヶ瀬中学校ようこそ先輩！
毎年、京ヶ瀬出身の先輩を呼んで、講演会等を実施。今年は、京ヶ瀬文化協会の
駒林民謡教室　原市男さんによる全国民謡コンクールで日本一にもなったことの
ある民謡を鑑賞。

112

113

114

115

芸術・文化 クラシックバレエ体験教室
普段なかなか気軽に体験できないクラシックバレエを京ヶ瀬地文化協会に所属し
て活動している「京ヶ瀬バレエメイツ」の講師が、初めて体験する人にバレエの楽
しさを教えます。

芸術・文化  コスモスきょうがせまつりかんたん楽しい工作コーナー
コスモスきょうがせ祭で京ヶ瀬文化協会が主催する、祭に
来場した親子が楽しめる工作コーナー

芸術・文化   まちづくり塾（阿賀野市公民館　成人講座④）ボタニカルアートを描いてみよう！

まず、一歩踏み出そう！
～これからの人生を充実させ、楽しく過ごすために、知る楽しさ・学べる喜びを感じ
ながら、人との出会いや繋がりを広げて行きませんか？～

111

芸術・文化  寿学級健康運動教室
京ヶ瀬地区の高齢者学級の学級生が日頃の運動不足解消と学級生同
士の親睦を深める。

108

109

芸術・文化 レジンアクセサリー講座 趣味の幅を広げて作る楽しさを味わう110

芸術・文化  さわらび学級干支の押し絵講座 翌年の干支の押し絵を作る

芸術・文化  さわらび学級折り紙教室 文化祭に出品する折り紙を作る

芸術・文化  こだま２押し花アート作り 親子で押し花を使った色紙・しおりを作る107

「フルート・ピアノ・声楽　演奏」鑑賞

「フルート・ピアノ・声楽　演奏」鑑賞

「フルート・ピアノ・声楽　演奏」鑑賞

芸術・文化

芸術・文化

芸術・文化

 家庭教育ゆめ事業祖父母参観ミニコンサート

 家庭教育ゆめ事業祖父母参観ミニコンサート

 家庭教育ゆめ事業祖父母参観ミニコンサート

104

105

103

106 芸術・文化 読めれば楽しい！　はじめての人のための古文書講座 塾のコンビニ！　まちづくり塾阿賀野市公民館成人講座⑨

102 技術・技能 わらで来年の干支「戌」をつくろう ・日本の伝統技術である「わら細工」の技術の伝承

技術・技能 筆ペン講座 上手に書くコツを学んでみませんか100

101 技術・技能 第２回下越地区公民館職員研修会 行列のできる講座、チラシの作り方
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（新潟市民） 阿賀野市中央公民館

鍬間　愛美 ０２５０－６３－８０１９

不死鳥道場 阿賀野市中央公民館

塚野　真一 ０２５０－６３－８０１９

あがの親子姿勢塾教育実行委員会 阿賀野市中央公民館

下間　千加子 ０２５０－６３－８０１９

晴
ハレ

Yoga.Style. 阿賀野市水原公民館

阿部　晴美 ０２５０－６２－２０２８

日本体育協会公認スポーツプログラマー 燕市中央公民館

田辺　京子 0256-63-7001

新潟医療福祉大学 燕市体育協会

杉崎弘周 0256-64-3091

食生活ジャーナリスト 魚沼市教育委員会生涯学習課

佐藤　達夫 025-794-6073

柏崎市教育委員会生涯学習課

春川　純一 0257-20-7500

新潟県立看護大学講師 妙高市教育委員会生涯学習課

小林　綾子 0255-74-0034

新潟県立看護大学准教授 妙高市教育委員会生涯学習課

藤田　尚 0255-74-0034

上越教育大学准教授 妙高市教育委員会生涯学習課

田島　弘司 0255-74-0034

立命館大学大学院　准教授 県立生涯学習推進センター

荒木　寿友 ０２５－２８４ー６１１0

研修会社FT&パートナーズ 県立生涯学習推進センター

高野　文夫 ０２５－２８４ー６１１0

交野おりひめ大学副理事長兼総合プロデューサー 県立生涯学習推進センター

甲斐　健 ０２５－２８４ー６１１0

たいない自然学校 新潟県少年自然の家

佐藤陽志 ０２５４－４６－２２２４

一般社団法人　日本エンディングサポート協会 小出北部公民館

佐々木　悦子 025-792-5336

守門公民館

佐藤　たか子 025-797-2261

伊米ヶ崎公民館

佐藤　三男 025-792-0082

信州大学　講師 国立妙高青少年自然の家

瀧　直也 0255-82-4321

新潟青陵大学　准教授 国立妙高青少年自然の家

中野　充 0255-82-4321

絵本作家 新潟県教育庁生涯学習推進課

いしかわ　こうじ 025-280-5972

児童文学作家 新潟県教育庁生涯学習推進課

斎藤　惇夫 025-280-5972

文筆家 新潟県教育庁生涯学習推進課

松井　るり子 025-280-5972

実践女子大学　教授 新潟県教育庁生涯学習推進課

塚原　博 025-280-5972

ノンフィクション作家 新潟県教育庁生涯学習推進課

柳田　邦男 025-280-5972

絵本作家 新潟県教育庁生涯学習推進課

あき　びんご 025-280-5972

新潟大学　准教授 新潟県教育庁生涯学習推進課

足立　幸子 025-280-5972

新潟青陵大学短期大学部　准教授 新潟県教育庁生涯学習推進課

峰元　義明 025-280-5972

新潟県立大学　講師 新潟県教育庁生涯学習推進課

錦　恵美子 025-280-5972

青山学院女子短期大学　教授 新潟県教育庁生涯学習推進課

堀川　照代 025-280-5972

160 その他 子ども読書応援プロジェクト 子ども読書レベルアップ研修会

161 その他 子ども読書応援プロジェクト 子ども読書レベルアップ研修会

162 その他 子ども読書応援プロジェクト 子ども読書レベルアップ研修会

157 その他 子ども読書応援プロジェクト 子ども読書フェスティバル

158 その他 子ども読書応援プロジェクト 子ども読書フェスティバル

159 その他 子ども読書応援プロジェクト 子ども読書レベルアップ研修会

154 その他 子ども読書オープンカレッジ 大人向け講座

155 その他 子ども読書オープンカレッジ 大人向け講座

156 その他 子ども読書オープンカレッジ 大人向け講座

151 その他 自然体験活動指導者（NＥＡＬリーダー）養成研修 対象者理解・自然体験活動の指導・技術

152 その他 自然体験活動指導者（NＥＡＬリーダー）養成研修 ボランティア活動の意義

153 その他 子ども読書オープンカレッジ 絵本作家おはなし会

148 その他 明るい終活のススメ！
終活について学び、“自分”見つめ、“今”をよりよく、自分
らしく生きる活動できるようにする。

149 その他 エコクラフト教室 エコクラフト紙バンドで小物を作る

150 その他 誰でも出来るマジック教室 簡単なマジックの方法を学ぶ。

145 その他 にいがた未来創造講座②
パワー・ネゴシエーター（交渉人）養成講座
～ネットワークを構築する為の調整力と交渉力～

146 その他 コミュニティリーダー研修会
学びを楽しみ、地域に貢献
～地域資源・人材を生かした講座企画でまちが元気になる～

147 その他 自然の家で防災キャンプ 避難所生活の実際と災害時に役立つ知識・技術

健康・スポーツ 水原公民館講座　　　　　　　　　　　『親子でエンジョイヨガ』
子どもが喜ぶ動物や植物のポーズを取り入れながら、親
子でヨガを楽しみ、スキンシップも高めよう。

136

143 国際交流・言語 ひと・まちコース “国際交流の楽しみ方”

144 その他 にいがた未来創造講座① モヤモヤとワクワクを生み出すファシリテーション

139 健康・スポーツ うおぬま市民大学講演会 「テレビの健康情報のウソ・ホント」

137 健康・スポーツ つばめ目耕塾 「ストレッチ」を体験しませんか？

138 健康・スポーツ スポーツ指導者講習会 「子どもの生活習慣と体力・運動能力について」

134

 家庭教育ゆめ事業PTA講習会

 家庭教育ゆめ事業PTA親子教室

133

キックボクシングエクササイズ

親子で運動遊び

健康・スポーツ

健康・スポーツ

健康・スポーツ  さわらび学級姿勢教室
正しい姿勢で健康・運動パフォーマンスを
グ～ンとアップ！ しましょう

135

142

健康・スポーツ ひと・まちコース
“働き盛りの方々へ－少し生活を見直してみませんか？
－”

健康・スポーツ ひと・まちコース “古代エジプト人の健康度を探る”

140 健康・スポーツ エイジレス講座 山歩き講座

141

－ 201 －
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