新潟県都市緑花センター 花と緑のアドバイザーリスト(個人)
得意分野
（特に得意な分野は朱字）

氏名

主な
活動域

青山 清道

下越

赤坂 洋子

下越 ネイチャーゲーム

自然環境（自然環境全般、環境問題【都市公園の役割】）

これまで実施したことがある
主な講座・実施可能な講座など
花と緑がもたらす防災機能
災害時に役立つ都市の緑地空間
雪国山里で文化を考える

佐渡花の島プロジェクトアドバイザー

ネイチャーゲーム（小学校の総合学習支援）

ネイチャーゲームリーダー
NACS-J自然観察指導員

安達 松郎

中越

緑化(樹木)、花卉園芸(山野草、バラ)、土壌(肥料全般)、病害虫
(病害虫、園芸薬品)、造園(管理)、自然環境(森林)、愛護団体・ 自然観察
ボランティア(花、緑、森林、自然、後援、鳥)、その他(ネイチャーゲー バラの育て方講座
ム)

阿部 紀子

中越

花卉園芸(草花、観葉植物、ハーブ、ガーデニング、造園、その他(自 ガーデニング講座
然素材クラフト、ギャザリング)
ギャザリング講座

五十嵐 貴子

下越

フラワーアレンジ、ハーバリウム

下越

自然環境（自然環境全般、生物、森林、環境問題）、愛護団体・ 小学校のビオトープアドバイス
ボランティア（森林、自然、公園）、ビオトープ、自然を使ったストレス 生物多様性の保全と地域
対策法
鳥屋野潟水上観察会

五十嵐 実

資格等

フラワーアレンジメント講座（婦人会向け）
プリザーブドフラワーアレンジメント講座
お子さまアレンジ体験
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ネイチャーゲームリーダー
新潟ばら会

グリーンアドバイザー
ガーデンコーディネーター

EFD1級インストラクター
EFDプリザーブドフラワーインストラクター
EFDブライダルフラワーインストラクター

2級ビオトープ施工管理士
2級ビオトープ計画管理士

新潟県都市緑花センター 花と緑のアドバイザーリスト(個人)
氏名

主な
活動域

石川 直樹

下越

得意分野
（特に得意な分野は朱字）

これまで実施したことがある
主な講座・実施可能な講座など

花卉園芸（バラ）、土壌・肥料（園芸用土）、病害虫、造園（計
バラの育て方（新潟日報カルチャースクール）
画、デザイン）、愛護団体・ボランティア（公園）

資格等

新潟ばら会会長

下越 花卉園芸（ガーデニング）、その他（アロマテラピー）

アロマバスソルトづくり
アロマフレグランスづくり
アロマルームスプレーづくり

アロマテラピーアドバイザー
アロマハンドセラピスト

下越

フラワーアレンジ

ハーバリウム講座
ボタニカルキャンドル
スワッグづくり

フラワー装飾2級

下越

花卉園芸（花木、草花、ガーデニング、観葉植物、ハーブ、野菜）、
土壌・肥料（生ごみと微生物発酵の土づくり、園芸用土、土壌改
良、肥料全般）、病害虫、造園、自然環境（発泡箱で生ごみ堆肥
化）、プランツ・ウォーク

ミニ多肉植物の寄せ植え講座、コンテナガーデン講座
ハンギングバスケット講座、バラの年間管理講座
ガーデニングＱ＆Ａ教室、生ごみリサイクル元気野菜づくり講座
エクステリア設計教室

2級造園施工管理技士
二級建築士

上木 優子

下越

フラワー装飾技能士１級
ユニバーサルデザインワークショップ
フラワー装飾職業訓練指導員
緑化（コーディネート）、花卉園芸（草花、観葉植物、ハーブ、生け
花育事業（花とともにプロジェクト、フラワーアレンジメント教室、障害者技 園芸福祉士
花、ガーデニング）、フラワーアレンジ、園芸療法、自然素材クラフト
能大会選手育成）
カットフラワーアドバイザー
グリーンアドバイザー

臼杵 ひとみ

下越 フラワーアレンジ、自然素材クラフト

石津 桃子

石山 浩

伊藤 明世

日本フラワーデザイナー協会NFD講師
日本フラワーデザイナー協会NFDプリザーブドフラワーインストラクター

フラワーアレンジ講座
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新潟県都市緑花センター 花と緑のアドバイザーリスト(個人)
氏名

梅林 正

大平美恵子

岡 正美

主な
活動域

得意分野
（特に得意な分野は朱字）

これまで実施したことがある
主な講座・実施可能な講座など

資格等

上越 自然環境（生物（昆虫、両生類））

上越市自然観察調査隊
自然観察会

森林インストラクター

中越 花卉園芸（ハーブ）、その他（自然クラフト）

リース作り
フラワーアレンジメント講座
ハーブを用いた料理講座

JHS上級インストラクター
スパイスクッキングアドバイザー
初級園芸福祉士

下越 ネイチャーゲーム

ネイチャーゲーム

ネイチャーゲームリーダー

下越

花卉園芸（洋らん、生け花、ガーデニング、草花、観葉植物）、土
洋らん講座（世界の洋らん展）、洋らんセミナー（安田フラワーガーデ
壌・肥料（園芸用土、肥料全般）、病害虫、育苗（花卉生産）、
ン）、アレンジメント教室、ガーデニング実習（専門学校）
愛護団体・ボランティア（花）、フラワーアレンジ

日本洋蘭農業協同組合洋らん審査員

片岡 廣夫

中越

緑化(樹木、芝生・地被)、花卉園芸(花木、草花)、土壌・肥料(土
壌改良)、病害虫、育苗(樹木生産)、造園(計画、設計、施工、管
理、調査)、ランドスケープ(景観計画)、自然環境(自然環境全般)、 小中学校、高校などでの森づくり計画・植栽管理指導、緑化指導
愛護団体・ボランティア(花、緑、森林、自然、公園)、その他(ビオトー
プ)

1級造園施工管理士

片岡

下越 花卉園芸（花木、山野草、盆栽）

小原 康人

充

園芸教室（新津フラワーランド、園芸クラブ等）
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新潟県都市緑花センター 花と緑のアドバイザーリスト(個人)
氏名

主な
活動域

加藤 隆行

下越

得意分野
（特に得意な分野は朱字）

資格等

園芸福祉論（新潟県農業大学校）
初級園芸福祉士養成講座

園芸福祉士

下越 花卉園芸（花木）

アジサイの育て方
アザレアの育て方

公園管理運営士
緑の安全管理士
毒物劇物取扱責任者（農業用品目）

下越

自然環境全般、生物（植物学）

生物多様性保全モデル事業（環境省）
新潟市東区海老ヶ瀬でのミズアオイ保全活動
佐潟におけるヨシ刈り地植生調査

環境省希少野生動植物種保存推進員

倉重 祐二

下越

花木類を中心とした植物全般の栽培、ツツジ属を中心とした分類、栽
（公社）日本植物園協会理事・国際交流推進委員長、環境省動植物
花卉園芸（花木、草花、観葉植物、山野草、ガーデニング）、育苗
培・改良の歴史等、植物多様性保全、新潟県を中心とした花卉園芸文 園等公的機能推進方策のあり方検討委員、著書「よくわかる12か月シャク
（樹木生産、花卉生産、育種）、生物（多様性保全等）
化史
ナゲ」（NHK出版）など

小池 正志

下越 ネイチャーゲーム

木山 成

久原 泰雅

小出

茂

下越

花卉園芸（草花、ガーデニング）、育苗（花卉生産）、花育、園
芸福祉

これまで実施したことがある
主な講座・実施可能な講座など

ネイチャーゲーム指導員養成講座
自然観察指導員養成講座

ネイチャーゲームリーダー

1級造園施工管理技士
1級土木施工管理技士
1級エクステリアプランナー

緑化（樹木、芝生・地被）、花卉園芸（花木）、造園（計画、設
造園講習会
計、施工、管理）
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新潟県都市緑花センター 花と緑のアドバイザーリスト(個人)
得意分野
（特に得意な分野は朱字）

これまで実施したことがある
主な講座・実施可能な講座など

氏名

主な
活動域

腰越 香織

下越

後藤 雄行

下越 造園

小林 静子

上越

緑化（草木染め、山の幸染め）、花卉園芸（花木、草花、観葉植
NPO法人山の幸染め活動会員
草木染め、山の幸染め教室小中学校の授業、公民館、老人施設等）
物、山野草、ハーブ、果樹、野菜）
山の幸染めインストラクター

小林 信行

下越

緑化（樹木）、花卉園芸（ガーデニング）、造園（計画、設計、
施工、管理）、自然環境（野鳥、森林）

小林 恵

小林 良範

フラワーアレンジ、自然素材クラフト

中越 その他（ハーバリウム）

中越

資格等

新潟日報カルチャースクール季節のフラワーアレンジメント講座
公民館でのサークル活動支援
小・中・高校部活動支援

ローヤルフラワースクール認定準講師
DECOプリザーブド協会認定講師

造園施工

1級造園施工管理技士

秋葉山での野外観察会
樹木、植物、動物、野鳥に関すること

1級造園施工管理技士
1級土木施工管理技士

ハーバリウム講座
ハーバリウムボールペン講座

JHA日本ハーバリウム協会認定講師
EFDヨーロピアンフラワーデザイン連盟Basicライセンス

自然環境（自然環境全般、里山の動植物、森林、環境問題）愛
護団体・ボランティア（森林・自然）、その他（ビオトープ、自然素材 県内各地での自然観察会
クラフト＜自然観察、自然ガイド）

森林インストラクター、自然ガイド
自然観察指導員、環境カウンセラー
技術士補（環境）
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新潟県都市緑花センター 花と緑のアドバイザーリスト(個人)
氏名

主な
活動域

得意分野
（特に得意な分野は朱字）

これまで実施したことがある
主な講座・実施可能な講座など

資格等

下越

緑化（樹木、芝生・地被）、花卉園芸（草花）、土壌・肥料（土 公園管理（新潟県自治研修講師）
壌改良）、造園（計画、管理）、フラワーアレンジ
花と緑の教室「フラワーアレンジ」

1級造園施工管理技士、グリーンアドバイザー
1級フラワーデザイナー、公園管理運営士
芝草管理技術者2級

小日向 孝

中越

緑化（樹木、芝生・地被）、花卉園芸（花木、草花、山野草、果
樹、野菜）、土壌・肥料（肥料全般、土壌改良）、病害虫、育苗
全国花いっぱいコンクール県最優秀賞等受賞団体を指導
（育種、樹木生産）、造園（計画、設計、監理、調査）、ランドス
環境保全と命と心を育むふるさとの森づくりの自然復元の指導
ケープ（景観計画、都市計画）、自然環境（森林、自然環境全
環境学習・環境教育講師（県内小中高）
般、キノコ、温暖化防止）、愛護団体・ボランティア（森林、花、緑、
自然、公園）、園芸療法、ビオトープ

中学校教諭一種普通免状、農水省環境相談員登録、樹医博士号・樹
医、環境カウンセラー、造園土木施工管理士、自然観察指導員、新潟県
エコマイスター、環境教育・環境学習インストラクター、県地域づくり・生きが
い支援コーディネーター、生涯学習センター指導者

込田 幸吉

下越 花卉園芸（バラ）、土壌・肥料（肥料全般）、病害虫

バラ栽培講座（新潟市）

下越 フラワーアレンジ、自然クラフト

NHK文化センター新潟教室講座（インテリアに飾りたいフラワー＆雑貨ア
一般財団法人日本切花協会カットフラワーアドバイザー、フラワーカラーコー
レンジ）、クリスマスリース講習（小学校）、生花フラワーアレンジ講習
ディネーター2級
（養護老人ホーム）

小林 亘

小森 映翠

ごんだいら あやこ

近藤 智子

下越

花卉園芸（草花、ガーデニング）、造園（計画、設計）、その他
（フラワーアレンジ、自然素材クラフト、寄せ植え）

下越 自然素材クラフト

新潟ばら会副会長

中学校パートナーシップ事業
園芸福祉市民講座
寄せ植えレッスン（新潟市、商工会等）
新潟日報カルチャースクール園芸講座

松ぼっくりツリーづくり
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園芸福祉士

新潟県都市緑花センター 花と緑のアドバイザーリスト(個人)
氏名

主な
活動域

坂上 久美子

下越

佐藤

忍

佐藤 賢一

佐藤 七郎

佐藤 祥恵

佐藤 祥子

得意分野
（特に得意な分野は朱字）

その他（フラワーアレンジ、プランツギャザリング）

下越 花卉園芸（生け花）、フラワーアレンジ

これまで実施したことがある
主な講座・実施可能な講座など

資格等

フラワーアレンジメント講座
寄せ植え講座
ギャザリング講座

１級フラワー装飾技能士、カットフラワーアドバイザー、青木式ギャザリング

フラワーアレンジメント教室

フラワー装飾技能士2級

下越

緑化（樹木）、土壌・肥料（土壌改良）、病害虫（病害虫）、
自然環境（自然環境全般）、愛護団体・ボランティア（森林）

巨樹探訪（NHK文化センター）
樹木医講座（新潟市）

樹木医

下越

緑化（樹木）、花卉園芸（バラ、花木、草花）、土壌・肥料（園
芸用土、肥料全般）、病害虫（病害虫、園芸薬品）、育苗（樹
木生産、花卉生産、育種、接木）

バラ講座（県立都市公園、新潟市、園芸店等多数）

新潟ばら会副会長

上越

花卉園芸（草花、ガーデニング、バラ、寄せ植え）、土壌・肥料（園 寄せ植え講座
芸用土、土壌改良）、病害虫（病害虫、園芸薬品）、造園（計 バラの育て方講座
画）、その他（自然素材クラフト）
野菜講習

下越 造園（計画・設計・調査）、森林、ビオトープ

グリーンアドバイザー
ガーデンコーディネーター

1級造園施工管理技士
1級ビオトープ施工管理士
技術士補(森林部門)
森林インストラクター

小阿賀野川自然観察会

7 / 16 ページ

新潟県都市緑花センター 花と緑のアドバイザーリスト(個人)
氏名

佐藤 巧

佐藤 浩之

佐藤 基樹

重泉 篤史

信田信子

芝井 紘子

主な
活動域

得意分野
（特に得意な分野は朱字）

下越 緑化（樹木）、その他（有用植物利用法）

中越

これまで実施したことがある
主な講座・実施可能な講座など

資格等

身近な有用植物

樹木医
森林インストラクター
1級造園施工管理技士

緑化（樹木、芝生・地被）、花卉園芸（花木、山野草）、病害虫
自然観察会
（病害虫）、造園（施工、管理）

下越

花卉園芸（野菜、花卉球根）、土壌・肥料（肥料全般、土作
り）、病害虫（園芸薬品、種類と使用体系）、その他（稲）

花と緑の教室（県立植物園、新潟県スポーツ公園）
JA営農指導員生産・流通講座
家庭菜園の作り方
庭木の剪定と防除法

下越

土壌・肥料（土壌改良、肥料全般）、病害虫（病害虫）、育苗
（野菜づくり）、造園（管理）

野菜植付け授業
野菜作りde健康作り
野菜栽培基礎講座

美味安全野菜栽培士

和の香り講座
リース作り講座
サシェ作り講座
染め物講座
海外のハーブ教室

上級ハーブインストラクター（ジャパンハーブソサエティ）、草月流師範

下越 花卉園芸（ハーブ、ガーデンニング）、その他（自然素材クラフト）

下越

学校花壇の土壌改良・植栽計画・施工
花卉園芸（草花、観葉植物、ハーブ、ガーデニング）、土壌・肥料
新潟日報カルチャースクール園芸講座
（園芸用土、土壌改良）、フラワーアレンジ、自然素材クラフト、ビオ
ミニチュアガーデン講座（県立植物園）
トープ
インテリアフレーム・リーフスタンプ（新潟市） など
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新潟県農業改良普及員
公園管理運営士

環境再生医（中級）

新潟県都市緑花センター 花と緑のアドバイザーリスト(個人)
氏名

島峰 悦子

新保 正文

杉原 知子

主な
活動域

得意分野
（特に得意な分野は朱字）

これまで実施したことがある
主な講座・実施可能な講座など

資格等

中越

花奔園芸（花木、草花、観葉植物、山野草、ハーブ）、土壌・肥料 園芸講座（タネまきからの育て方、さし芽など）、あい染め教室
（園芸用土）、育苗（花卉生産）、愛護団体・ボランティア（花、 寄せ植え教室、コケ玉づくり、草花あそび、腐葉土作り
緑、公園）、その他（園芸療法、自然クラフト）
園芸療法活動（高齢者施設） など

園芸療法スタディ1級
園芸福祉士
環境教育プログラム・プロジェクトワイルド・エデュケーター

中越

緑化（樹木、芝生・地被）、花卉園芸（花木、山野草）、土壌・
肥料（土壌改良、肥料全般）、病害虫（病害虫、園芸薬品）、
造園（計画、設計、施工、管理）、自然環境（自然環境全般）

1級造園施工管理技士
1級造園技能士
新潟県農薬管理指導士

下越

ギャザリング講座
花卉園芸(草花、観葉植物、ガーデニング、プランツギャザリング)、その
多肉植物の寄せ植え
他(自然素材クラフト)
ドライフラワースワッグリースづくり

緑花講習会
竹細工（竹トンボ、風車）

須田 寛子

下越 花卉園芸（生け花）

ビロビジャン市長ご一行いけばな体験
新潟市・ウラジオストク市姉妹都市提携２５周年記念事業デモンスト
レーション・ワークショップ
新潟市食育・花育センター事業での講座（動物ふれあいフェスタ）

高島 かよ子

中越

越後杉の箸づくり体験
身近な小枝でつくるアクセサリー
身近な森林とつながるツアー

高橋 星児

下越 花卉園芸（観葉植物、山野草、盆栽）

自然環境（森林）、その他（自然素材クラフト）

盆栽植え込みワークショップ（小品盆栽）

9 / 16 ページ

プランツギャザリング認定講師
グリーンアドバイザー

池坊特別会員

新潟県都市緑花センター 花と緑のアドバイザーリスト(個人)
氏名

髙橋 正良

得意分野
（特に得意な分野は朱字）

主な
活動域

下越 自然環境（鳥）

これまで実施したことがある
主な講座・実施可能な講座など

野鳥観察会

鳥類標識調査員(環境省山階鳥類研究所)

高橋 路子

下越

ハーブインストラクター養成講座
花卉園芸（ハーブ）、フラワーアレンジ、園芸療法、自然素材クラフト ハーブクラフト講座
ハーブ染め、草木染め講座

高橋 美千代

下越

ハーバリウム

田中 雄士

田中 秀明

田中 弥生

下越 自然素材クラフト、手漉き和紙、植物染め和紙づくり

資格等

ジャパンハーブソサエティ―認定上級ハーブインストラクター

ハーバリウムワークショップ
ハーバリウム講座
ハーバリウム出張レッスン

小学校・中学校・高校・地域行事での出張和紙漉き体験
小学校・中学校・高校での出張和紙講義
稲わらを原料とした紙づくり体験

下越

緑化（樹木）、花卉園芸（花木、草花、野菜）、土壌・肥料（園 植物のふやし方講習会（入門者・初心者向け）、つばきの接木講習
芸用土、土壌改良、肥料全般）、病害虫（病害虫、園芸薬品）、 会、庭木の手入れ講習会、冬囲い、吊り縄の結び方実技指導
育苗（樹木生産、花卉生産、育種）
園芸全般なんでも相談

新潟県花つばき協会会長
新潟県立植物園専門相談員

中越

寄せ植え講座
花卉園芸(草花、観葉植物、山野草、ハーブ、ガーデニング)、その他
リース作り
（フラワーアレンジ、自然素材クラフト）
ハンギングバスケット教室

グリーンアドバイザー、和ハーブインストラクター、ハンギングバスケットマス
ター、メディカルハーブインストラクター
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新潟県都市緑花センター 花と緑のアドバイザーリスト(個人)
氏名

主な
活動域

得意分野
（特に得意な分野は朱字）

これまで実施したことがある
主な講座・実施可能な講座など

資格等

樹木医
自然再生士
公園管理運営士
農薬管理指導士

田中 良明

下越 緑化（樹木）、花卉園芸（雑草）、造園（管理）

グリーンカーテン教室、マツの剪定教室、雑草教室
冬囲い教室、どんぐり教室、野菜の育て方教室
ミニ門松づくり教室

寺島

上越 緑化（樹木）、自然環境（自然環境全般、環境問題）、森林

緑の学校（県事業）

森林インストラクター

戸貝 純夫

下越 緑化（樹木）、自然環境（森林、トキの保護・増殖）

自然観察会

森林インストラクター

永井 明子

下越 花卉園芸（草花）

寄せ植え教室

勝

永嶋 節子

中野 繁子

下越

花卉園芸(草花、ハーブ、野菜)、土壌・肥料(園芸用土、肥料全
般)、造園(計画、施工、管理)、自然環境(自然環境全般、土壌)、 ハーブの育て方
愛護団体・ボランティア(花、緑)、その他(園芸療法、自然素材クラフ ハーブティの楽しみ方
ト)

JHS上級インストラクター

下越

園芸教室
花卉園芸（草花、観葉植物、ハーブ、野菜、ガーデニング）、土壌・ ハンギングバスケット教室
肥料、病害虫
ガーデニング教室
地域自治会、婦人会等での教室

日本ハンギングバスケットマスター
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新潟県都市緑花センター 花と緑のアドバイザーリスト(個人)
氏名

主な
活動域

得意分野
（特に得意な分野は朱字）

これまで実施したことがある
主な講座・実施可能な講座など

下越

幼稚園の花育事業担当（新潟市秋葉区）
花卉園芸（花木、草花、ガーデニング）、造園（計画）、フラワーア 高齢者フラワーアレンジ教室・寄せ植え教室
レンジ、園芸療法、園芸と高齢者福祉
親子夏休みアレンジ教室
法人会での新潟の花についての講話

中野 正剛

中越

緑化（樹木、野生植物）、花卉園芸（山野草）、自然環境（自 自然観察会
然環境全般、環境問題）、愛護団体・ボランティア（森林、自
公害・環境学習
然）、その他（自然素材クラフト）
キノコ同定会

中山 貴広

下越 造園（管理）、自然素材クラフト

中山 正子

下越

中野 節子

難波 真寿美

庭田 安治

花卉園芸（ハーブ、生け花）、愛護団体・ボランティア（森林、自
然、公園）、その他（自然素材クラフト、フラワーアレンジ）

下越 花卉園芸（ハーブ）、自然素材クラフト（ハーブ＆スパイス）

上越

花卉園芸（観葉植物）、自然環境（自然環境全般、くるみ育
苗）、その他（ネイチャーゲーム、自然素材クラフト）

資格等

森林インストラクター

公園緑地の管理及び先進地の事例等

1級造園施工管理技士

木の実のリース教室
木の実のクラフト教室

ハーブ講座
ハーブクラフト講座

上級ハーブインストラクター（ジャパンハーブソサエティ）、スパイスコーディ
ネーターマスター（スパイスコーディネーター協会）

ネイチャーゲーム,貝殻多肉クラフト

ネイチャーゲームリーダー
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新潟県都市緑花センター 花と緑のアドバイザーリスト(個人)
氏名

得意分野
（特に得意な分野は朱字）

主な
活動域

これまで実施したことがある
主な講座・実施可能な講座など

資格等

下越 花卉園芸(ハーブ)、その他（自然素材クラフト)

ハーブ植物染め
クリスマスリース
ハーブリース・ロープ
寄せ植え
正月飾り
ハーブ石けん
ハーブ料理

JHS上級ハーブインストラクター

橋本 永

下越 自然素材クラフト

花と緑の教室「食虫植物」「冬芽」
植物クラフト「芝ぼうや」「一輪挿し」
都市緑化について（新潟県農業大学校）

1級造園施工管理技士
2級ビオトープ施工管理士
芝草管理技術者3級

林 寛子

下越

花卉園芸（草花）、育苗（育種）

寄せ植え教室
植物標本教室
植物観察会

1級造園施工管理技士
公園管理運営士

下越

自然観察会（県・市主催ほか）
森林インストラクター
自然環境（自然環境全般、森林）、愛護団体・ボランティア（花、 障害者を対象とした自然観察会（新潟県立自然科学館主催、独自開 自然観察指導員
緑、森林、自然）、その他（ネイチャーゲーム）
催）
ネイチャーゲームリーダー
ネイチャーゲーム
日本野鳥の会会員

中越

花奔園芸（観葉植物、ハーブ、ガーデニング、花木、草花）、土壌・
肥料（園芸用土、土壌改良、肥料全般）、病害虫（病害虫、園 ガーデニング講座
芸薬品）造園（計画、管理）、愛護団体・ボランティア（花、
リース作り
緑）、その他（園芸療法）

野澤 万里子

藤石 義則

星 優子

星名 康弘

下越 植物染め

1級造園施工管理技士
2級室内園芸装飾技能士
グリーンアドバイザー

ハス染め教室
柿渋型染め教室
クリ染め教室
藤の葉染め教室
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新潟県都市緑花センター 花と緑のアドバイザーリスト(個人)
氏名

松浦 正憲

松田 英也

主な
活動域

得意分野
（特に得意な分野は朱字）

これまで実施したことがある
主な講座・実施可能な講座など

上越

森と親しむ講座
緑化（樹木）、造園（施工）、自然環境（自然環境全般、水、
樹木ウォッチング
森林）、愛護団体・ボランティア（森林、自然）、その他（ネイチャー
森林セラピー体験
ゲーム、自然素材クラフト、ビオトープ、森林療法）
野外ゲーム など

森林インストラクター
森林セラピスト
2級ビオトープ計画管理士
1級造園施工管理技士

中越

実生苗の作り方、挿し木による樹木の増やし方指導等
緑化（樹木）、花卉園芸（山野草）、育苗（樹木生産、花奔生 ホタルやトンボの生育する環境づくり指導等
産）、自然環境（自然環境全般、森林）、園芸療法、自然素材 動植物観察会及び相互のつながりの解説、指導
クラフト、ビオトープ、コカリナ演奏
苗木や野草の種まきと育て方の指導
木工クラフト指導

森林インストラクター
環境カウンセラー
2級ビオトープ施工管理士
2級ビオトープ計画管理士

自然体験教室（新潟県スポーツ公園）
小学校（総合学習・生活科）での授業
放課後児童クラブ指導員への講習

下越

自然環境（自然環境全般、環境問題）、愛護団体・ボランティア
（自然）、その他（ネイチャーゲーム）

下越

植物観察会
植物標本作成会
緑化（樹木）、花卉園芸（花木、山野草、バラ）、自然環境（植
絶滅危惧植物に関する講演
物、森林）、自然素材クラフト
外来生物法に関する講座
庭木の育て方講座 など

みずの ともこ

中越

花いっぱい講習
緑化（芝生・地被）、花卉園芸（草花、ガーニング、花木、観葉植 ガーデニング雑貨教室
物）、愛護団体・ボランティア（花）
寄せ植え、リース、ハンギング教室
植え方講習（幼稚園、小中学校）

宮沢 佐代子

下越 ネイチャーゲーム

松鷹 知子

丸山 真也

資格等

ネイチャーゲーム（小学校総合学習、PTA行事）
親子で自然体験してみよう（新潟市歴史博物館）
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キャンプディレクター2級（日本キャンプ協会）
プロジェクトワイルド エデュケーター（一般財団法人公園財団）
自然体験活動上級指導者
プロジェクトラーニングツリー ファシリテーター
プロジェクトWETエデュケーター（公益財団法人河川財団）

ガーデンデザイナー
ガーデンコーディネーター

ネイチャーゲームリーダー

新潟県都市緑花センター 花と緑のアドバイザーリスト(個人)
氏名

主な
活動域

村田 亜希子

下越

得意分野
（特に得意な分野は朱字）

花卉園芸（ガーデニング）、寄せ植え、自然素材クラフト

これまで実施したことがある
主な講座・実施可能な講座など

資格等

・寄せ植え教室
・自然素材クラフト教室（松ぼっくりツリー、木の実とつるでつくるリース
等）

・1級造園施工管理技士
・公園管理運営士

森田 竜義

下越 自然環境（野生植物）

植物学講座（県立植物園）
植物分類学実習（新潟大学）

理学博士
新潟大学名誉教授

山口 陽子

下越 花卉園芸（草花、観葉植物、ガーデニング）

ギャザリングリース教室
多肉植物の寄せ植え教室

ギャザリング認定講師

山田 とい子

下越

花卉園芸（草花、観葉植物、ハーブ、ガーデニング）、土壌・肥料
（園芸用土、肥料全般）造園（管理、花壇管理）

寄せ植え教室
ガーデニング講習会（親子向け、婦人会向け、職員向け）

ガーデニングコーディネーター（日本園芸協会）

上越

緑化（樹木、自然回復）、育苗（樹木生産）、自然環境（森
林、植物）、その他（ビオトープ、雑木林管理）

植物図鑑の使い方講座
植物観察会
雑木林解説 など

ビオトープ管理士（1級計画、1級施工）
生物分類検定 植物2級

フラワーアレンジメント講座
ハーバリウム講座
コケ玉講座

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

山本 聡子

横山 恵里子

下越 その他（フラワーアレンジ、自然クラフト）
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新潟県都市緑花センター 花と緑のアドバイザーリスト(個人)
氏名

主な
活動域

得意分野
（特に得意な分野は朱字）

これまで実施したことがある
主な講座・実施可能な講座など

資格等

渡辺 径子

上越 その他（ネイチャーゲーム、自然素材クラフト、青苧を使った活動）

ネイチャーゲーム

上越ネイチャーゲームの会
越後青苧の会

渡辺 智美

中越 緑化（樹木、芝生・地被）

造園指導

1級造園施工管理技士
2級土木施工管理技士

渡部 陽子

下越

花卉園芸(草花、ガーデニング、宿根草)、造園(計画、設計、施工、 イメージスケッチの描き方
管理、イメージスケッチ)、愛護団体・ボランティア(花)、その他（ビオ
花壇作り
トープ）
ハンギングバスケット

2級造園施工管理技士
2級ビオトープ計画施工管理士
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