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所属団体等 問合せ先

講師名 電話番号

上名立・不動地区公民館運営委員 上越市社会教育課

025-545-9245

小千谷市役所 小千谷市生涯学習課

職員 0258-82-9111

中条ちんころ伝承会 中条公民館

中条ちんころ伝承会 025-752-2748

見附市地域おこし協力隊員
(一社) 農村振興センターみつけ

見附市まちづくり課 事業係
中央公民館

杉崎　史郎 ０２５８－６２－１０５８

会津大学短期大学部　准教授 生涯学習課社会教育係

髙橋　延昌 025-793-7480

髙橋信子 南魚沼市社会教育課生涯学習班

025-773-6610

南魚沼雲蝶会　会長 湯沢町公民館

中島　すい子 ０２５-７８４-２４６０

市ジオパーク推進室 佐渡市教育委員会 社会教育課 ジオパーク推進室

０２５９－２７－２１６２

市ジオパーク推進室 佐渡市教育委員会 社会教育課 ジオパーク推進室

０２５９－２７－２１６２

市ジオパーク推進室 佐渡市教育委員会 社会教育課 ジオパーク推進室

０２５９－２７－２１６２

市ジオパーク推進室 佐渡市教育委員会 社会教育課 ジオパーク推進室

０２５９－２７－２１６２

青海少年の家 糸魚川市青海生涯学習係

野紫木　弘子 ０２５－５６２－２２６０

新潟医療福祉大学　教授、
臨床心理士

見附市まちづくり課　生涯学習推進係

藤沢　直子 ０２５８－６２－７８０１

生涯学習連絡協議会 魚沼市中央公民館

森山　喜久男 025-794-6026

ガイダンスカウンセラー 生涯学習課社会教育係

星　麻衣 025-793-7480

とんとんお話の部屋ほか 広神図書館

森島　三智子 025-799-3134

絵本作家 広神図書館

あだち　あさみ 025-799-3134

ハートフルコミュニケーションズ 弥彦村公民館

土田　陽子 ０２５６－９４－４３１１

刈羽村食生活改善推進委員 刈羽村生涯学習センター「ラピカ」

猪俣　留美子 ０２５７－２０－３１００

café confine 刈羽村生涯学習センター「ラピカ」

坂井　智昭 ０２５７－２０－３１００

NIJIYA coffee 村上地区公民館

大倉　久美子 0254-53-2446

新潟県教育庁下越教育事務所 社会教育課 副参事 新潟県教育庁下越教育事務所 社会教育課

若月　隆雄　 0254-27-9158

- 五泉市生涯学習課 生涯学習推進係

小川　洋平 ０２５０－４２－５１９５

- 五泉市生涯学習課 企画推進係

石川　妙子 ０２５０－４２－５１９５

- 五泉市生涯学習課 企画推進係

吉田　元子 ０２５０－４２－５１９５

ぼくらのひみつきち 五泉市生涯学習課 企画推進係

代表　向井　功 ０２５０－４２－５１９５

- 五泉市生涯学習課 企画推進係

石川　妙子 ０２５０－４２－５１９５

8 新潟地域学 令和3年度 ジオパーク市民講座 中級コース　連続講座　全12回

9 新潟地域学 令和3年度 ジオパーク市民講座 上級コース　連続講座　全5回

10 新潟地域学 令和3年度 ジオパーク市民講座 入門コース　単発講座　全4回

11 新潟地域学 令和3年度 ジオパーク市民講座 初級コース　単発講座　全3回

家庭・地域

家庭・地域

絵本作家による読み聞かせから親子で本に親しみ、本の
楽しさを知ってもらう。

ワークショップ形式の講座で、情報交換や仲間づくりを行
う。

～華道体験会～（池坊）

大人も子どもも、みんなで遊ぶボードゲーム

～お菓子の袋でポーチづくり～

五泉市公民館ワークショップ

五泉市公民館ワークショップ

五泉市公民館ワークショップ

「理想の自分に！若者のためのライフプランセミナー」

季節の工作　～スケルトンうちわ作り～

石川雲蝶が残した作品、この作品に隠されているストー
リーを紐解く。

27

家庭・地域

地産の材料を素に笹団子作りの工程を学ぶことで家庭生
活を豊かにする

地元人気カフェのオーナーを講師に招き、ご家庭でできる
ペーパードリップでの美味しいコーヒーの淹れ方を学ぶこと
で日々の生活を豊かにする

公民館を身近に感じてもらうきっかけ作り。

電子端末と子どもたち
～スマホ・ゲーム機・ＰＣ・タブレット等との上手な付き合い方～

五泉市公民館ワークショップ

家庭・地域

家庭・地域

家庭・地域

家庭・地域

家庭・地域

家庭・地域

家庭・地域

家庭・地域

23

コーヒーセミナー

エントランス利用講座
「コーヒー講座」

庭教育学級・青少年健全育成市
民会議　講座

五泉市民大学講座

思春期のトリセツ～子どもの反
抗期はこわくない！～

笹団子作り

25

26

20

21

22

24

18

19

小学生対象（低学年は親子参加）。地域の食材を使った、かき氷のシロップ開発
のワークショップ（３回）のほか、伝統ある「ふるさと朝市」（一六市）での出店・販
売体験や、地元農家の畑での農産物（ぶどう）収穫体験をとおして、「地消地産」
や身近な農業、ＳＤＧｓへの理解を深めるとともに、職業体験・キャリア教育を実
践する。

会越つながる１００年の想い

雪国塩沢の伝統、織物を着て体験する。

生涯学習体験ひろば

家庭教育講座

広神図書館☆秋のとしょかんま
つり

絵本ライブ

ゆっくりやさしいチンコロ作り講
習会

かき氷ワークショップ

第１回うおぬま市民大学講演会

きもの着付け体験

石川雲蝶の世界

リース教室

折れないココロのつくりかた
～ストレスマネジメント講座～

季節の草木を利用してリースを作成することにより、知識・
技術を修得し、生活文化の向上に寄与する。

講義形式で生活等の変化による様々なストレスに対応す
るスキルを学ぶ。

地域で活動している生涯学習団体の活動を自由に体験

これからを生き抜く力～自己管理能力を高める～

秋の読書習慣行事として、読み聞かせなどを通して子ども
から大人まで本に親しんでもらう。

新潟地域学

14

15

16

17

4

5

6

7

12

13

新潟地域学

家庭・地域

家庭・地域

家庭・地域

家庭・地域

家庭・地域

分　　類 事業名 目的・テーマ（演題）

新潟地域学
地域の風物詩である「チンコロ」の基本のかたちの作り方
を学ぶ（初心者向け）。

新潟地域学1 大雪の生活をみんなで考えよう
大雪の中、少しでも快適に暮らせるように、毎日の生活の
工夫をみんなで考えます。

2

3

新潟地域学 ステップアップシニア
身近なテーマの掘り下げ
小千谷市の魅力の再発見

新潟地域学

新潟地域学



上越教育大学 中越教育事務所社会教育課

特任教授　佐藤　賢治 0258-38-2652

佐渡市教育委員会 社会教育課

井上　真吾　氏 ０２５９－５８－７３５６

国立教育政策研究所初等中等教育
部　部長 県立生涯学習推進センター

藤原　文雄 025-284-6110

かしわざき語り部の会 新潟県立生涯学習推進センター

会長　堀 愛子 　他６名 ０２５－２８４－６１１０

大河原美以心理療法研究室室長 県立生涯学習推進センター

　大河原美以 ０２５－２８４ー６１１０

子育てひろば全国連絡協議会
理事長 県立生涯学習推進センター

奥山　千鶴子 ０２５－２８４ー６１１０

東京学芸大学　准教授 県立生涯学習推進センター

入江　優子 ０２５－２８４ー６１１０

明治大学　教授 県立生涯学習推進センター

諸富　祥彦 ０２５－２８４ー６１１０

常盤大学　教授 県立生涯学習推進センター

秋山　邦久 ０２５－２８４ー６１１０

蔵王のもり こども園　園長 県立生涯学習推進センター

佐竹　直子 ０２５－２８４ー６１１０

上越教育大学 中越教育事務所社会教育課

特任教授　磯貝　芳彦 0258-38-2652

にいがたNGOネットワーク 国際教育研究会RING 中越教育事務所社会教育課

大野　めぐみ 0258-38-2652

にいがたNGOネットワーク 国際教育研究会RING 中越教育事務所社会教育課

関　愛 0258-38-2652

小千谷市教育センター　理科教育担当職員

大野　茂

小千谷の自然を愛する会　代表

今井　隆夫

小千谷市生涯学習課　文化財担当職員

白井　雅明

(有)桐生工務店 南魚沼市社会教育課生涯学習班

025-773-6610

上越科学館　館長 湯沢町公民館

永井　克行 ０２５-７８４-２４６０

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

富坂　一長 0255-82-4321

上越教育大学 国立妙高青少年自然の家

関原　真紀 0255-82-4321

信州大学 国立妙高青少年自然の家

瀧　直也 0255-82-4321

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

富坂　一長 0255-82-4321

上越市立飯小学校 国立妙高青少年自然の家

長谷川　和彦 0255-82-4321

国際自然環境アウトドア専門学校 国立妙高青少年自然の家

田辺　慎一 0255-82-4321

環境教育事務所Lifetime 国立妙高青少年自然の家

小菅　江美 0255-82-4321

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

信州大学 国立妙高青少年自然の家

瀧　直也 0255-82-4321

家庭・地域 家庭教育支援者養成研修会

家庭・地域 家庭教育支援者養成研修会

社会・経済

社会・経済

社会・経済

小学生　夏のわくわく！ドキドキ体験自然・科学

令和３年度　中越地区公民館職
員研修会

自然・科学
妙高自然体験活動指導者養成
研修　夏・体験会

45 自然・科学

38

39

40

43 自然・科学 サイエンスショー

44

家庭教育・家庭教育支援の課題と解決に向けたアプロー
チ

家庭・地域

37

家庭教育支援実践研修

液体窒素やドライアイス、強力磁石を使った科学実験な
ど。子どもたちが科学の道を目指すきっかけつくり。

小学生向けの科学体験教室

SDGｓの理解と公民館事業への取り入れ方

指導者としての心得

妙高自然体験活動指導者養成
研修　夏・体験会

子供たちへの接し方と指導の工夫

46 自然・科学
妙高自然体験活動指導者養成
研修　夏・体験会

妙高自然体験活動の安全管理
妙高の自然と「遊ぶ・学ぶ」

30

31

32

33

34

35

36

家庭・地域

家庭・地域

家庭・地域

家庭・地域

家庭・地域

家庭・地域

29
世界王者に育て上げた父が語る
青少年育成講演会

夢をかなえる子育て

家庭・地域 子どもと共に育つ親

人権と私、そして同和問題

SDGｓの理解と公民館事業への取り入れ方

令和３年度　小・中・特別支援学
校等ＰＴＡ指導者研修会【中越地
区】

中越地区社会同和教育市町村
巡回研修会

令和３年度　中越地区公民館職
員研修会

家庭教育支援者養成研修会 家庭教育支援で使えるカウンセリングテクニック

家庭教育支援ガイドブックを活用した講座づくりと実践のポ
イント

保護者の不安や悩みの理解、家庭教育を支援するコミュ
ニケーション

地域とともにある学校づくり研修
会

地域とともある学校をつくるための管理職の役割
～学校の働き方改革の推進とチーム学校の実現を目指し
て

にいがた連携公開講座
民話の魅力再発見～越後の昔話「あったてんがの」～

家庭教育支援基本研修会 感情コントロールの力

育つ・育てる切れ目ない家庭教育・子育て支援

家庭教育支援者養成研修会

28

小千谷市生涯学習課

0258-82-9111

42 自然・科学 夏休み木工教室 大工さんから教わる「ものづくり」

41

妙高自然体験活動指導者養成
研修　冬・体験会

指導者としての心得

48 自然・科学
妙高自然体験活動指導者養成
研修　冬・体験会

子供たちへの接し方と指導の工夫

49 自然・科学
妙高自然体験活動指導者養成
研修　冬・体験会

妙高自然体験活動の安全管理

47 自然・科学

50 自然・科学
妙高自然体験活動指導者養成
研修　冬・体験会

雪洞づくり

51 自然・科学 NEALリーダー養成研修 自然体験活動の特質

52 自然・科学 NEALリーダー養成研修
対象者理解
自然体験活動の指導



佐渡文化財団 佐渡博物館

０２５９－５２－２４４７

理科教育センター 佐渡博物館

０２５９－５２－２４４７

佐渡博物館 佐渡博物館

０２５９－５２－２４４７

市ジオパーク推進室　室長 佐渡博物館

伊藤　智子 ０２５９－５２－２４４７

市ジオパーク推進室　学芸員 佐渡博物館

貞包　健良 ０２５９－５２－２４４７

新潟大学　特任教授 県立生涯学習推進センター

菖蒲川　由郷 025-284-6110

新潟大学 新潟県立生涯学習推進センター

特任教授　菖蒲川 由郷 ０２５－２８４－６１１０

南魚沼雲蝶会 新潟県立生涯学習推進センター

会長　　中島 すい子 ０２５－２８４－６１１０

上越教育大学 非常勤講師 上越市社会教育課

石野　正彦 025-545-9245

愛・南魚沼みらい塾 南魚沼市社会教育課生涯学習班

025-773-6610

Snow　drop　～スノードロップ～ 弥彦村公民館

加藤　恵 ０２５６－９４－４３１１

個人 川治公民館

尾身　勝 025-752-2223

長岡市立中央図書館文書資料室室長 生涯学習課文化財係

田中洋史（たなかひろし） 025-793-7480

刈陶クラブ 刈羽村生涯学習センター「ラピカ」

伊藤　剰 ０２５７－２０－３１００

ギタリスト 新発田市新発田地区公民館

三宮　広大 ０２５４－２２－８５１６

ぽてとの会 神林地区公民館

0254-60-1500

村上混声合唱団 村上市総合文化会館

鈴木　誠 0254-72-6700

- 五泉市生涯学習課 生涯学習推進係

宮尾　亨 ０２５０－４２－５１９５

五泉市陶芸協会 五泉市生涯学習課 企画推進係

西村 日出昭、長澤　巌 ０２５０－４２－５１９５

- 五泉市生涯学習課 企画推進係

石川　智 ０２５０－４２－５１９５

長岡技術科学大学 新潟県立生涯学習推進センター

教授　　南口 誠 ０２５－２８４－６１１０

スズキトラスト新潟（株） 新潟県立生涯学習推進センター

社長　　柴沢 亮 ０２５－２８４－６１１０

新潟医療福祉大学 新潟県立生涯学習推進センター

教授　　今村 徹 ０２５－２８４－６１１０

日本ルーシーダットン普及連
盟認定インストラクター

見附市まちづくり課　生涯学習推進係

大矢　一美 ０２５８－６２－７８０１

里山の会 新発田市新発田地区公民館

会員 ０２５４－２２－８５１６

- 五泉市生涯学習課 企画推進係

魚野　洋樹 ０２５０－４２－５１９５

上越市ろう協会　 上越市社会教育課

025-545-9245
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自然・科学

自然・科学

58

59

60

73

74

縄ないリースづくり体験

はがきサイズの飛行機づくり！

竹ぽっくりづくり！

ロックガーデントレジャーハント

貝化石のレプリカづくり！

61 技術・技能 Ｚｏｏｍでこんにちは
映像と音声を使用したコミュニケーションツール「Ｚｏｏｍ」の
基本を学ぶ。

62 技術・技能 Zoom講習会 加速するネット社会に適応するための技術講習会

53

54

あつまれ　さどはく

あつまれ　さどはく

55

56

57

あつまれ　さどはく

あつまれ　さどはく

あつまれ　さどはく

自然・科学

自然・科学

自然・科学
放送大学新潟学習センター・県
立生涯学習推進センター連携公
開講座

新型コロナウイルス感染症の大流行がもたらしたもの

自然・科学

63 技術・技能
ハロウィン・ アレンジメントを作ろ
う

 大人気のフラワーアレンジメント。 可愛い カボチャ を入れ
物に 、ハロウィンの花を作る。

64 芸術・文化 ひょうたんランプシェード教室
ひょうたんに竹串で模様をつけ明かりを入れ、ランプシェー
ドを作る。

65 芸術・文化 歴史の道八十里越リレー講演会
古文書に見る戊辰戦争・長岡城攻防戦―峠を越えた藩士
たち―

66 芸術・文化 親子陶芸教室
親子で陶芸に触れることで陶芸の深さや楽しさを学ぶと共
に親子の触れ合いの場を創出する

67 芸術・文化
はじめてのアコースティックギ
ター講座

アコースティックギターを基礎から学ぶ。

68 芸術・文化 中学生への読み聞かせ教室
中学生に読み聞かせのやり方を教え、保育実習や職場体
験に役立ててもらう。本に興味を持ってもらう。

69 芸術・文化 ロビーコンサート
地域の人に発表の場を与えるとともに、気軽に音楽を楽し
んでもらう場を提供する。

70 芸術・文化 五泉市民大学講座 「親子で楽しむ縄文土器づくり ～鶏頭冠をつくろう～」

71 芸術・文化 五泉市公民館ワークショップ 手びねりで作る　陶芸体験

78 国際交流・言語 五泉市公民館　夏の連続講座 海外旅行で使える英会話講座

79 その他 こども手話教室 目で見る言葉「手話」を基礎から学びます。

72 芸術・文化 五泉市公民館ワークショップ プリザーブドフラワーを使ったアレンジ

76 健康・スポーツ
折れないココロのつくりかた
～ココロを整える実践講座～

心を自分でコントロールできるよう、リラックスや集中力を
高める方法について実践(ヨガ)を通して学ぶ。

77 健康・スポーツ 基礎から学ぶ登山講座 登山を基礎から学び、実際に登山を体験する。

芸術・文化 にいがた連携公開講座 ＳＤGｓ入門～誰一人取り残さない世界を目指して～

ラーメン王国にいがた～スープと麺が醸し出す歴史と文化
～

認知症を生きる、認知症の人とともに生きる～正しい理解
と家族支援の在り方～

芸術・文化

芸術・文化 にいがた連携公開講座

にいがた連携公開講座

感染症の基礎知識と対策～コロナ時代を生きる知恵～

石川雲蝶の世界～強烈な個性の作品は、ストーリーを知
ると感動も倍に！～

自然・科学

自然・科学 にいがた連携公開講座

にいがた連携公開講座



小千谷市総合型地域スポーツクラブ

こいこいスポーツクラブおぢや

鈴木　弘巳

小千谷市スポーツ推進委員

谷口　博文

阿賀町教育委員会 阿賀町教育委員会社会教育課

主任　阿部泰之 ０２５４－９２－３３３３

静岡大学　准教授 県立生涯学習推進センター

塩田　真吾 025-284-6110

立正大学 新潟県立生涯学習推進センター

教授　　　髙橋　尚也 ０２５－２８４－６１１０

（株）いろむすび 新潟県立生涯学習推進センター

代表取締役　　　古林　拓也 ０２５－２８４－６１１０

ＮＰＯ法人みらいずworks　 新潟県立生涯学習推進センター

代表理事　　小見　まいこ ０２５－２８４－６１１０

東京大学大学院 新潟県立生涯学習推進センター

教授　　　牧野　篤 ０２５－２８４－６１１０

NPO法人男女共同参画おお
た

新潟県立生涯学習推進センター

理事長　坂田　静香 ０２５－２８４－６１１０

基礎研修会
「コミュニティと対人関係」「リーダー行動と意識改革」「多様
性の尊重とコミュニティ維持の限界」「行政と住民の協働プ
ロセスと協働進展のための視点」

84 その他 基礎研修会
「地域の小さな変革リーダーシップ　－心を整える・人を巻
き込む－」「地域の小さな変革リーダーシップ　－動き出す
プロジェクト１・２－」

85 その他
地域連携コーディネーター養成
スクール

「支援者として人を巻き込み、プロジェクトをコーディネート
する」

小千谷市生涯学習課

0258-82-9111

80

86 その他
地域連携コーディネーター養成
スクール

「学校を拠点にして『小さな社会』を創り出そう」

87 その他 コミュニティーリーダー研修会 人が集まる企画と効果的なチラシの作り方

81 その他
あがまちジュニア考古学研究室
Part2

子どもたちに郷土の遺跡を自分の足と手で調べ、成果を形
にする機会を設ける。

82 その他 メディア研修特別講演会
「情報モラル教育を推進するには」～一人一台端末時代に
おける情報モラル教育～

その他 障がい者の生涯学習 障がいの有無にかかわらず、協力してボッチャを楽しむ

83 その他


