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はじめに 

 

新潟県公民館連合会 

会長 浅間 直美 

 

新潟県公民館連合会が発足し，令和元年で７０周年を迎えることができました。 

７０周年という長きにわたり本連合会が継続して活動を続けられましたのは，県内の

各公民館の充実した社会教育活動の賜物であり，関係各位の皆様のご尽力に改めて感謝

申し上げます。 

 

この７０年誌は，５０周年から７０周年の間の連合会活動の記録をまとめましたもの

です。 

この２０年の間に，平成の大合併があり新潟県内の市町村数が大きく変わりました。ま

た本県の少子・超高齢社会による人口減少と若者の首都圏への人口流出は進み，さらに

は人生１００年時代の到来という言葉が生まれるなど，公民館を取り巻く環境は大きく

変化しました。 

県内の各公民館はこれらの変化を捉え，誰もが生涯にわたって学び続けることができ

るように，また，地域の特性を踏まえながら地域課題解決のために関係機関や団体をつ

なぎ，人づくり・地域づくりに貢献してきました。 

これからは今まで以上に，多くの方から公民館を利用していただく工夫と，新しい視

点を持って地域の将来を見据えた取り組みを進め，地域にとって欠くことのできない公

民館を目指すことが求められていきます。 

この７０年誌が，皆様の地域の社会教育振興の参考になりましたら幸いです。 

 

最後になりますが，このたびは初めての試みとして，記念誌を冊子ではなくデジタル

データでまとめました。各市町村公民館関係者の皆様のご協力により，ＣＤ－Ｒとして

皆様にお届けすることができましたこと，心より感謝申し上げます。 

 

令和２年３月 



年　月

平成12年

７月

平成13年

1月

３月 ・新潟県公民館50周年誌刊行される

6月

７月

８月

１０月

１１月

平成１４年

1月

6月

8月

１０月

・第51回新潟県公民館大会兼創立50周年記念式典

聖籠町で開催

・全公連第42回通常総会開催

新理事に当公連会長今井昭友氏が選任された

兼第53回新潟県公民館大会　北蒲・豊浦町月岡で開催

・第2５回全国公民館研究大会　愛媛県松山市で開催　

・全国公民館連合会創立50周年記念式典

東京・文科省虎ノ門ホールで開催

・全公連第43回通常総会開催

今井昭友氏が理事に再任された

・第43回関東甲信越静公民館研究大会

・第35回欧州社会教育事情視察　1人参加

・第13回公民館全国セミナーへ2人派遣

・全公連創立50周年記念式典実行委員会

　東京で開催

・県公連第3回編集委員会

　県公連創立50周年記念誌最終校正作業　

・第52回新潟県公民館大会　十日町市クロス１０で開催

・第24回全国公民館研究大会兼第42回関東甲信越静

公民館研究大会　長野市ビッグハットアリーナで開催

・第41回社会教育研究全国大会　聖籠町で開催

新 潟 県 公 民 館 の 略 年 譜



平成１5年

1月

2月

6月

７月

8月

１０月

平成１６年

2月

５月

6月

７月

8月

東京都・昭島市で開催

・第55回新潟県公民館大会　７．１３水害で開催中止

・第4５回関東甲信越静公民館研究大会

・全国公民館振興市町村長連盟　理事・代議員会開催

・第44回関東甲信越静公民館研究大会

さいたま市で開催

今井昭友氏が理事に再任された

・全国公民館振興市町村長連盟　理事・代議員会開催

・第1回市町村合併問題調査検討委員会開催

・第１５回公民館全国セミナーへ２人派遣

・自主財源確立のための調査検討委員会設置

・全公連第４５回通常総会開催

・第1回評議員会で役員改選、会長今井昭友氏勇退

佐藤信幸氏（新潟市中央公民館長）が就任

・新潟県公民館月報第600号刊行記念を祝う会

新潟市で開催

・全公連第４４回通常総会開催

・第35回欧州社会教育事情視察　1人参加

・公民館月報600号発行　Ｂ５版からＡ４版に変更

・第14回公民館全国セミナーへ4人派遣

・第54回新潟県公民館大会　新井市で開催

・第4３回社会教育研究全国大会　岡山市で開催

・第2６回全国公民館研究大会　三重県津市で開催　



１０月

平成１7年

2月

５月

6月

７月

8月

１０月

平成１8年

2月

５月

6月

７月

8月

9月

１１月

平成１9年

2月

・第１6回公民館全国セミナーへ２人派遣

・第1回評議員会で役員改選、会長佐藤信幸氏異動によ

三保恵美子氏（新潟市中央公民館長）が就任

・全公連第４６回通常総会開催

・第56回新潟県公民館大会　新潟市で開催

・全国公民館振興市町村長連盟　理事・代議員会開催

・第46回関東甲信越静公民館研究大会

神奈川県・横須賀市で開催

・第2８回全国公民館研究大会　兵庫県・神戸市で開催　

・第17回公民館全国セミナーへ２人派遣

・第2７回全国公民館研究大会　熊本県・熊本市で開催　

・第4４回社会教育研究全国大会　前橋市で開催

・第1回評議員会で役員改選、

三保恵美子氏（新潟市中央公民館長）が再任

・全公連第４７回通常総会開催

・全国公民館振興市町村長連盟　理事・代議員会開催

・第57回新潟県公民館大会　新潟市で開催

・第18回公民館全国セミナーへ２人派遣

・第47回関東甲信越静公民館研究大会

群馬県前橋市で開催

・関東甲信越静社会教育研究大会　新潟市で開催

・第29回全国公民館研究大会　宮城県・仙台市で開催　



6月

７月

１0月

平成２０年

2月

５月

6月

７月

8月

１１月

平成２１年

2月

５月

6月

７月

8月

・全公連第４8回通常総会開催

・全国公民館振興市町村長連盟　理事・代議員会開催

・第85回新潟県公民館大会　７．１6中越沖地震で

開催中止、紙上大会

・第30回全国公民館研究大会兼　

第48回関東甲信越静公民館研究大会　栃木県宇都宮市

で開催

・第1９回公民館全国セミナーへ２人派遣

・新潟県公民館関係役職員等研修会兼新潟市公民館

職員等研修会　新潟市で開催

・第1回評議員会で役員改選、

鈴木正行氏（長岡市中央公民館長）が就任

・全公連第49回通常総会開催

・第59回新潟県公民館大会　上越市で開催

・第２０回公民館全国セミナーへ２人派遣

・第1回評議員会で役員改選、

韮沢　　豊氏（長岡市中央公民館長）が就任

・全公連第50回通常総会開催

・第60回新潟県公民館大会　燕市で開催

山梨県富士河口湖町で開催

・第５０回関東甲信越静公民館研究大会

・第４９回関東甲信越静公民館研究大会

千葉県千葉市で開催

・第31回全国公民館研究大会　高知県高知市で開催　



１０月

平成22年

2月

５月

6月

７月

8月

１０月

平成２３年

2月

３月

５月

6月

７月

１０月

１１月

平成２４年

2月

５月

・第２２回公民館全国セミナーへ２人派遣

・社会教育法制定60周年記念全国公民館研究大会　

東京都　東京国際フォーラムで開催

・第２１回公民館全国セミナーへ２人派遣

・第1回評議員会で役員改選、

小山　孝夫氏（上越市立公民館長）が就任

・全公連第51回通常総会開催

・第6１回新潟県公民館大会兼

新潟県公民館連合会創立60周年記念式典新潟市で開

・第５１回関東甲信越静公民館研究大会

静岡県静岡市で開催

・第３２回全国公民館研究大会　石川県金沢市で開催　

・第1回全国都道府県公民館連合会広報紙コンクールで

本紙が優秀賞を受賞

・第２３回公民館全国セミナーへ２人派遣

・全公連第５２回通常総会開催

・第1回評議員会で役員改選、

大塚　美光氏（上越市立公民館長）が就任

・第6２回新潟県公民館大会　佐渡市で開催

・第３３回全国公民館研究大会　佐賀県佐賀市で開催　

・第５２回関東甲信越静公民館研究大会

茨城県つくば市で開催

・第1回評議員会で役員改選、



6月

７月

9月

１０月

平成２５年

１月

6月

８月

１０月

平成２６年

２月

５月

6月

７月

１0月

平成２７年

２月

6月

・第３５回全国公民館研究大会　北海道富良野市で開催

・全公連第１回定時総会開催

・全公連第２回定時総会開催

・第５４回関東甲信越静公民館研究大会

新理事に当公連会長湯浅　康夫氏が選任された

湯浅　康夫氏（新発田市中央公民館長）が就任

長野県松本市で開催

・第３４回全国公民館研究大会　滋賀県大津市で開催　

・第２４回公民館全国セミナーへ２人派遣

兼第６４回新潟県公民館大会　

新潟県南魚沼市湯沢町で開催

埼玉県熊谷市で開催

・第２６回公民館全国セミナーへ４人派遣

・全公連第３回定時総会開催

・全公連第４回定時総会開催

・第２５回公民館全国セミナーへ４人派遣

・第1回評議員会で役員改選、

佐藤　実氏（長岡市中央公民館長）が就任

・第６５回新潟県公民館大会　新潟市で開催

・第３６回全国公民館研究大会兼　

第５５回関東甲信越静公民館研究大会　

・第６３回新潟県公民館大会　糸魚川市で開催

・第５３回関東甲信越静公民館研究大会



７月

１０月

１１月

平成２８年

２月

５月

6月

７月

８月

平成２９年

２月

５月

6月

７月

８月

平成３０年

２月

５月

・第1回評議員会で役員改選、

早川　寿男氏（上越市立公民館長）が就任

・第６６回新潟県公民館大会　聖籠町で開催

群馬県前橋市で開催

第５８回関東甲信越静公民館研究大会　

・第６８回新潟県公民館大会　見附市で開催

・第３９回全国公民館研究大会兼　

・第３７回全国公民館研究大会　鳥取県鳥取市で開催　

・第５６回関東甲信越静公民館研究大会

東京都小平市で開催

・第２７回公民館全国セミナーへ４人派遣

・全公連第５回定時総会開催

・第６７回新潟県公民館大会　妙高市で開催

・第３８回全国公民館研究大会兼　

第５７回関東甲信越静公民館研究大会　

神奈川県相模原市で開催

・第２８回公民館全国セミナーへ５人派遣

笹川　桂一氏（上越市立公民館長）が就任

・全公連第６回定時総会開催

・第２８回公民館全国セミナーへ５人派遣

・第1回評議員会で役員改選、

・第1回評議員会で役員改選、

浅間　直美氏（新潟市中央公民館長）が就任



6月

７月

１１月

令和元年

２月

6月

７月

８月

令和２年

２月

・全公連第７回定時総会開催

・第６９回新潟県公民館大会　新潟市で開催

・第４０回全国公民館研究大会東京都日本青年館で開催

・第２９回公民館全国セミナーへ６人派遣

・全公連第８回定時総会開催

・第７０回新潟県公民館大会　新発田市で開催

・第40回全国公民館研究大会兼　

第５9回関東甲信越静公民館研究大会　

栃木県宇都宮市で開催

・第30回公民館全国セミナーへ4人派遣



公民館大会のあゆみ

第１回　 昭和25年５月「県内公民館長協議会」」新
を新潟市越佐会館において開催し、そのその
際に「新潟県公民館連絡協議会会則」
を全会一致で可決するとともにこれを
第１回県公民館大会とした。

第２回大会
　会場　柏崎市公民館
　期日　昭和26年６月５日
　主題　宣言決議
第３回大会
　会場　高田公民館
　期日　昭和27年７月８日
　主題　講演・当面の諸問題
第４回大会
　会場　新潟市公民館
　期日　昭和28年８月４日
　主題　実践発表
第５回大会
　会場　南魚　湯沢村公民館
　期日　昭和29年10月15・16日
　主題　問題提起・協議・講演
第６回大会
　会場　直江津市直江津中学校
　期日　昭和30年８月２・３日
　主題　諸問題協議・政党代表討論会
第７回大会
　会場　新発田市本丸中学校
　期日　昭和31年９月29・30日
　主題　討論会・分科会
第８回大会
　会場　長岡市長岡公民館
　期日　昭和32年10月15・16日
　主題　 「地域の実態に即した公民館のあり方

について」
第９回大会
　会場　中頸　妙高高原町妙高中学校
　期日　昭和33年９月19・20日
　主題　 「公民館の本質からみて、その活動は

これでよいか」
第10回大会
　会場　両津市両津中学校
　期日　昭和34年７月３・４日
　主題　 「３割社会教育の汚名を返上し、地域

の実態に即した公民館のあり方につい
て」

第11回大会
　会場　小千谷市東小千谷中学校
　期日　昭和35年５月25・26日
　主題　 「『公民館設置運営基準』に示された
　　　　目標を速やかに実現するには、どうし
　　　　たらよいか」
第12回大会
　会場　高田市城南中学校
　期日　昭和36年７月26・27日
　主題　 「農業基本法の制定、基幹都市造成、

工場適正配置構想等によって大きく変
貌する社会に、公民館はどう対応した
らよいか」

第13回大会
　会場　西蒲　弥彦村中・小学校
　期日　昭和37年６月８・９日
　主題　 「地域社会の総合開発ならびに文化の

創造発展に資するため、公民館の運営
と私はこうすべきだと思う」

第14回大会
　会場　柏崎市第一中学校



　期日　昭和38年６月８・９日
　主題　 「地域社会の生活文化発展に資するた

め公民館はいかにあるべきか」
第15回大会
　会場　高田市厚生年金会館
　期日　昭和39年10月４・５日
　主題　 「公民館は変ぼうする社会の中で住民

のよりよい生活と明るい社会を築くた
めに、どのように経営すればよいか」

第16回大会
　会場　佐渡　相川町相川中学校
　期日　昭和40年７月９・10日
　主題　 「公民館は、住民のよりよい生活を築

くためにどのような方法を講ずればよ
いか」

第17回大会
　会場　南魚　湯沢町湯沢中学校
　期日　昭和41年７月８・９日
　主題　「公民館の今日的使命」
第18回大会
　会場　新潟市公会堂・白山高校
　期日　昭和42年７月26・27日
　主題　 「20年の歩みの中から公民館の新しい

展開への道を求める」
第19回大会（第９回関ブロ大会）
　会場　新潟市県民会館
　期日　昭和43年６月６・７日
　主題　 「現代の社会的課題にとりくむ公民館

活動」
第20回大会（兼　県社会教育）
　会場　新潟市県民会館
　期日　昭和44年７月28・29日
　主題　部会研究・全体発表・シンポジウム
第21回大会
　会場　直江津市厚生市民会館
　期日　昭和45年７月17・18日

　主題　都市化に対応する公民館あり方」
第22回大会
　会場　長岡市厚生会館
　期日　昭和46年７月23・24日
　主題　 「激動する社会構造の変化に対応する

公民館」
第23回大会
　会場　新潟市公会堂
　期日　昭和47年10月25・26日
　主題　「生涯教育に対処する公民館の役割」
第24回大会
　会場　中頸　妙高高原町池の平スポーツハウス
　期日　昭和48年10月19・20日
　主題　 「公民館における生涯教育の条件整備

を強力に推進するために」
第25回大会
　会場　三条市厚生福祉会館
　期日　昭和49年９月５・６日
　主題　 「公民館は生涯教育の観点からどのよ

うに組織と活動を強化し、地域住民の
要望に応えたらよいか」

第26回大会
　会場　新津市市民会館
　期日　昭和50年９月５・６日
　主題　 「公民館は生涯教育の観点からどのよ

うに組織と活動を強化し、地域住民の
要望に応えたらよいか」その２

第27回大会
　会場　柏崎市市民会館
　期日　昭和51年９月24日
　主題　 「公民館のコミュニティづくりを果た

す役割」
第28回大会（第26回全公連大会）
　会場　新潟市県民会館外
　期日　昭和52年10月12・13日
　主題　  「新しい地域共同社会の形成に寄与す



る公民館の行財政政策の強化と活動振
興の具体策について」

第29回大会
　会場　上越市上越文化会館
　期日　昭和53年９月１日
　主題　 「生涯教育の推進とコミュニティの形

成による自治振興に果たす公民館の役
割は何か」

第30回大会
　会場　長岡市厚生会館
　期日　昭和54年８月27日
　主題　 「住民の自治能力の向上に果たす公民

館の役割」
第31回大会（第21回関ブロ大会）
　会場　新発田市市民会館外
　期日　昭和55年８月29・30日
　主題　 「公民館経営に必要な行財政制度改善

の具体策について」
第32回大会
　会場　三条市体育文化センター
　期日　昭和56年８月21日
　主題　 「80年代の公民館の経営・活動はどう

あるべきか」
第33回大会
　会場　西蒲　巻町公民館
　期日　昭和57年８月27日
　主題　 「公民館をめぐる関係行財政施策改善

の具体策について」
第34回大会
　会場　新井市新井総合文化ホール
　期日　昭和58年８月26日
　主題　 「21世紀を臨む公民館活動の指標は何

か」
第35回大会
　会場　小千谷市市民会館
　期日　昭和59年７月26日

　主題　 「住民とともに歩む公民館の活動はど
うあればよいか」

第36回大会
　会場　新発田市市民文化会館
　期日　昭和60年７月26日
　主題　 「生涯教育推進の基幹的役割を果たす

公民館活動のあり方」
第37回大会
　会場　柏崎市公民館
　期日　昭和61年９月22日
　主題　 「公民館とコミュニティづくりの関係

を考える」
第38回大会
　会場　新津市民会館
　期日　昭和62年７月22日
　主題　「地域に根ざした公民館のあり方」
　内容　パネル討議・講演
第39回大会
　会場　糸魚川市民会館
　期日　昭和63年10月20日
　主題　「生涯学習社会における公民館の役割」
　内容　実践発表・講演
第40回大会
　会場　長岡市立劇場
　期日　平成元年７月７日
　主題　 「公民館の今日的課題とその解決への

方策」
　内容　パネル討議と記念講演
第41回大会
　会場　燕市文化会館
　期日　平成２年７月20日
　主題 　「変化の時代の公民館活動に求められ

るもの」
　　　　－生涯学習の推進を目指して－
　内容　実践発表と記念講演



第42回大会
　第32回関東甲信越静公民館研究集会と共催
　会場　湯沢　カルチャーセンター
　期日　平成３年９月５日～６日
　主題　「生涯学習時代における公民館の役割」
　内容　第１日目　17分科会に分かれての研究討論
　　　　第２日目　発表と記念講演
第43回大会
　会場　両津市民会館
　期日　平成４年10月28日～29日
　主題　「地域づくりに果たす　公民館の役割」
　内容　第１日目　実践発表
　　　　第２日目　記念講演
第44回大会
　会場　頸城村ユートピアくびき・希望館
　期日　平成５年７月15日
　主題　「公民館の今日的課題を考える」
　内容　シンポジウム・記念講演
第45回大会
　会場　十日町市民会館・十日町市公民館
　期日　平成６年７月29日
　主題 　 「新しい時代の公民館のあり方を考え

る」
　内容　文科会・記念講演
第46回大会
　会場　弥彦村弥彦総合文化会館
　期日　平成７年７月28日
　主題　 「地域のコミュニティづくりの公民館

のかかわり方」
　内容　文科会・記念講演
第47回大会
　会場　栃尾市民会館
　期日　平成８年７月26日
　主題　 「生涯学習社会をめざした公民館の役

割を考える」
　内容　基調提案・パネルディスカッション

第48回大会
　会場　村上市民ふれあいセンター
　期日　平成９年７月25日
　主題　 「生涯学習社会をめざした公民館の役

割を考える（学社融合について）」
　内容　シンポジウム・記念講演
第49回大会
　会場　青海町総合文化会館「きらら青海」
　期日　平成10年７月16日
　主題　 「現代社会における公民館の在り方を

考える」
　内容　実践発表・記念講演
第50回大会
　会場　南魚　六日町文化会館
　期日　平成11年７月８日
　主題　 「社会の変化に対応した公民館の在り

方を考える」
　内容　実践発表・記念講演
第51回大会（兼創立50周年記念式典）
　会場　北館　聖籠町町民会館
　期日　平成12年７月19日
　主題　 「50周年を迎えた今、これからの公民

館のあり方を考える」
　内容　実践発表・記念講演
第52回大会
　会場　十日町地域地場産業振興センター
　　　　（クロス10）
　期日　平成13年７月18日㈬
　主題　 「新たな世紀を迎えた公民館のあり方

を考える」
　内容　基調講演・実践事例発表・講演
第53回大会
　第43回関東甲信越静公民館研究大会と共催
　会場　豊浦町　ホテル泉慶・華鳳
　期日　平成14年８月29日㈭～30日㈮
　主題　「公民館の挑戦」



　内容　第１日目　15分科会に別れての研究討議
　　　　第２日目　記念講演
第54回大会
　会場　新井総合文化ホール
　期日　平成15年７月18日㈮
　主題　 「心豊かな子どもを育てるための公民

館の挑戦」
　内容　基調講演・実践事例発表
第55回大会
　会場　長岡市立劇場
　期日　平成16年７月16日㈮
　主題　 「地域力と協働を生かしたこれからの

公民館」
　内容　基調講演・実践事例発表
　※中越地方・集中豪雨災害により大会は中止。
　　 新潟県公民館月報で掲載・発表し、紙上大
会に切り換えた。

第56回大会
　会場　新潟市白根学習館
　期日　平成17年７月15日㈮
　主題　「新しいまちづくりと公民館の創造」
　内容　基調講演・事例発表・討議
第57回大会
　会場　小千谷市民会館
　期日　平成18年７月21日㈮
　主題　「新しい時代の公民館」
　　　　～地域づくりに公民館がどうかわるか～
　内容　基調講演・事例発表・討議
第58回大会
　会場　村上市民ふれあいセンター
　期日　平成19年７月20日㈮
　主題　「新しい時代に応える公民館」
　　　　～現代的な課題にどう取り組むか～
　内容　基調講演・事例発表・討議
　※中越沖地震により大会は中止。
　　 「新潟県公民館月報」紙上及び大会資料配

布による紙上大会となる。想定講演内容及
び記録集を作成・配布配付

第59回大会
　会場　リージョンプラザ上越
　期日　平成20年７月18日㈮
　主題　 「新しい時代を切り拓くために公民館

はどうかかわるか」
　　　　～活力と潤いのある地域社会の
　　　　　　　　　　　　　実現のために～
　内容　基調講演、事例発表、討議
第60回大会
　会場　燕市文化会館
　期日　平成21年７月17日㈮
　主題　 「社会教育法改正に伴い公民館が求め

られること」
　内容　基調講演、事例発表、討議
第61回大会　創立60周年記念大会
　会場　新潟市北区文化会館
　期日　平成22年７月16日㈮
　主題　 「60周年を迎えた今、公民館は、職員

は、どうあるべきか」
　内容　記念講演、パネルデスカッション
第62回大会
　会場　佐渡市両津文化会館
　期日　平成23年７月15日㈮
　主題　 「地域コミュニティの再生と社会教育

の役割」
　　　　～社会・地域を切り拓く
　　　　　　　　　　　公民館をめざして～
　内容　記念講演　事例発表
第63回大会
　会場　糸魚川市青海総合文化会館（きらら青海）
　期日　平成24年７月20日㈮
　主題　 「新しい時代に対応する公民館活動の

創造」
　　　　 ～地域住民とともに歩む公民館活動の



あり方～
　内容　記念講演　事例発表
第64回大会　兼第54回関ブロ大会
　会場　南魚沼市市民会館
　期日　平成25年８月29日㈭
　主題　 「人が集い、人が育ち、地域が元気に

なる公民館をめざして」
　　　　～社会の変容と公民館活動の創造～
　内容　午前表彰等のセレモニーのみ実施
　　　　午後関ブロ
第65回大会
　会場　新潟市江南区文化会館
　期日　平成26年７月17日㈭
　主題　地域防災力向上のための公民館の役割
　　　　～新潟地震50周年、
　　　　　　　中越地震10周年の節目の年に～
　内容　記念講演　事例発表
第66回大会
　会場　聖籠町町民会館
　期日　平成27年７月17日㈮
　主題　地域連携で進める公民館活動
　　　　～多様な主体の連携・協働を進める取組～
　内容　記念講演　事例発表
第67回大会
　会場　妙高市文化ホール
　期日　平成28年７月15日㈮
　主題　若者が参画したくなる公民館を目指して
　　　　～次世代につながる公民館活動を考える～
　内容　記念講演　事例発表
第68回大会
　会場　見附市文化ホール
　期日　平成29年７月14日㈮
　主題　地域創生における公民館の役割
　　　　～人と地域を育む公民館活動をめざして～
　内容　トークセッション　事例発表

第69回大会
　会場　新潟市江南区文化会館　
　期日　平成30年７月19日㈭
　主題　「公民館　新たな可能性」
　内容　 ～厳しい現実を受け入れ　新たな可能

性を探る～
　内容　トークセッション・事例発表
第70回大会
　会場　新発田市民文化会館　
　期日　令和元年７月19日㈮
　主題　「公民館力向上のために」
　内容　 ～いつでも、どこでも、だれでも～
　内容　トークセッション・事例発表
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○全公連優良公民館表彰

〔平成２３年度〕

阿賀町公民館

加茂市公民館 新潟市鳥屋野地区公民館

〔平成２４年度〕

長岡市中央公民館

〔平成２５年度〕

三条市中央公民館

〔平成２６年度〕

長岡市地域交流センターまちなかキャンパス長岡

〔平成２７年度〕

村上市中央公民館

刈羽村公民館

〔平成２８年度〕

出雲崎町中央公民館

〔平成２９年度〕

田上町公民館

〔平成３０年度〕

新潟市小針青山公民館

関川村公民館

〔令和元年度〕

三条市下田公民館（優秀館）

新発田市中央公民館

〔平成１４年度〕

新潟市東地区公民館

〔平成１５年度〕

聖籠町公民館

紫雲寺町中央公民館（現新発田市）

〔平成１６年度〕

新潟市関屋地区公民館

小須戸町中央公民館（現新潟市）

該当なし

〔平成１７年度〕

湯沢町公民館

〔平成１８年度〕

新潟市北地区公民館

〔平成１９年度〕

新潟市石山地区公民館

新潟市西川地区公民館

〔平成２０年度〕

〔平成２１年度〕

燕市中央公民館

〔平成２２年度〕

該当なし

表 彰 状 贈 呈 公 民 館 一 覧 表

新潟市坂井輪地区公民館

〔平成１２年度〕

〔平成１３年度〕

該当なし







〔平成２２年度〕

○新潟県知事表彰

個人　　本保　敦子　　（粟島浦村中央公民館）

団体　　下越地区公民館連絡協議会

〔平成２３年度〕

該当なし

〔平成２４年度〕

該当なし

〔平成２５年度〕

該当なし

〔平成２６年度〕

○功労者表彰

湯浅　康夫　　（新発田市中央公民館）

〔平成２７年度〕

該当なし

〔平成２８年度〕

該当なし

〔平成２９年度〕

該当なし

〔平成３０年度〕

該当なし

〔令和元年度〕

該当なし

全 国 公 民 館 連 合 会 功 労 者 ・ 叙 勲 表 彰 者 ・ 県 表 彰 者

〔平成１３年度〕

〔平成１２年度〕

○新潟県知事表彰

個人　　江部　　忍　　（新潟市曽野木地区公民館）

団体　　中越地区公民館連絡協議会

個人　　渡邉　誠一　　（亀田町公民館）

〔平成１８年度〕

○功労者表彰

伊藤　　博　　（佐渡市公民館）

〔平成１９年度〕

○功労者表彰

佐藤　俊夫　　（加茂市公民館）

鈴木　友夫　　（前新潟県公民館連合会事務局長）

〔平成２１年度〕

○功労者表彰

見原　健司　　（阿賀野市中央公民館）

〔平成２０年度〕

○関東甲信越静公民館連絡協議会功労者表彰

○功労者表彰

山川　資郎　　（糸魚川市中央公民館）

瀬戸　満雄　　（新井市公民館）

今井　昭友　　（新潟市中央公民館・県公連会長）

○文部科学大臣表彰

梶　　瑤子　　（新潟県立生涯学習センター）

〔平成１４年度〕

○文部科学大臣表彰

中野　　滋　　（新発田市公民館）

〔平成１6年度〕

○関東甲信越静公民館連絡協議会功労者表彰

今井　昭友　　（元新潟市中央公民館・県公連会長）



○全国公民館連合会優良職員表彰者

〔平成２５年度〕

該当なし

〔平成２６年度〕

該当なし

〔平成２７年度〕

該当なし

〔平成２８年度〕

該当なし

〔平成２９年度〕

該当なし

〔平成３０年度〕

該当なし

〔令和元年度〕

該当なし

該当なし

〔平成１２年度〕

関口　弘治　　（十日町市公民館）

〔平成１３年度〕

北村　秀成　　（糸魚川市中央公民館）

〔平成１４年度〕

倉石　義行　　（新井市公民館）

〔平成１5年度〕

外ノ池　　一　　（頚城村公民館）

〔平成１６年度〕

八木　清宣　　（見附市中央公民館）

〔平成１７年度〕

伊藤　　高　　（新潟市西新潟市民会館）

〔平成１８年度〕

藤井　史男　　（佐渡市羽茂地区公民館）

〔平成１９年度〕

桾澤　英男　　（十日町市川治公民館）

〔平成２０年度〕

髙橋　雄平　　（神林村公民館）

〔平成２３年度〕

該当なし

〔平成２４年度〕

〔平成２１年度〕

佐藤　俊夫　　（加茂市公民館）

〔平成２２年度〕

該当なし



○全国公民館連合会永年勤続職員表彰者

〔平成１９年度〕

嶋田由美子　（糸魚川市浦本地区公民館）

髙橋　雄平　　（神林村公民館）

※公連勤続職員表彰

鈴木　友夫　　（新潟県公民館連合会事務局長）

〔平成２０年度〕

杉本　　勉　　（佐渡市畑野地区公民館）

〔平成２１年度〕

長谷川長雄　（新潟市曽野木地区公民館）

〔平成２２年度〕

該当なし

〔平成２３年度〕

該当なし

〔平成２４年度〕

該当なし

〔平成２５年度〕

該当なし

〔平成２６年度〕

該当なし

〔平成２７年度〕

該当なし

〔平成２８年度〕

該当なし

〔平成２９年度〕

石崎　　茂　　（加茂市公民館須田分館）

〔平成１２年度〕

小高　友一　　（長岡市太田地区公民館）

竹内由美子　（柏崎市上米山公民館）

佐藤　義純　　（糸魚川市下早川地区公民館）

髙橋　徳直　　（北蒲加治川村中央公民館）

〔平成１３年度〕

樋口　栄子　　（新潟市中央公民館）

水落　久夫　　（十日町市公民館）

中村　久和　　（糸魚川市小滝公民館）

斉藤　京子　　（糸魚川市今井公民館）

谷口　純子　　（糸魚川市）大野公民館

小田島みわ子（糸魚川市根知公民館）

平内　芳美　　（糸魚川市上早川公民館）

中林　範子　　（糸魚川市西海公民館）

倉石　義行　　（新井市公民館）

髙橋　　勉　　（新井市公民館）

〔平成１４年度〕

平田　栄子　　（新潟市曽野木地区公民館）

戸田　洋子　　（柏崎市北条公民館）

伊藤　佐近　　（糸魚川市上早川公民館

中谷　万里子（糸魚川市大和川公民館）

中村　耕次　　（聖籠町公民館）

八木　一也　　（吉川町公民館）

貝沼　英雄　　（朝日村公民館）

〔平成１５年度〕

八木　清宣　　（見附市中央公民館）

〔平成１６年度〕

登坂　啓助　　（燕市東公民館）

〔平成１７年度〕

小林　大作　　（新発田市紫雲寺地区公民館）

〔平成１８年度〕

該当なし



船山　靖子　　（新潟市中央公民館）

小池恵智子　（新潟市中地区公民館）

今井　哲郎　　（加茂市公民館七谷分館）

〔平成３０年度〕

佐藤みどり　　（田上町公民館）

〔令和元年度〕

森山　竜大　　（阿賀町公民館）



○永年勤続表彰

池田　和子　　（十日町市中条地区公民館中条北分館）

 新　潟　県　公　民　館　連　合　会　表　彰　受　賞　者

佐藤　雅夫　　（栄町公民館）

木村　幸雄　　（栄町公民館）

藤山　重雄　　（与板町公民館）

杉本　　勉　　（畑野町公民館）

前田　和男　　（畑野町公民館）

〔平成１３年度〕

〔平成１２年度〕

野村　俔子　　（上越市立公民館）

庭野　春江　　（十日町市公民館）

遠田　　徳　　（十日町市川治地区公民館）

柳　　シン　　（十日町市六箇地区公民館）

杉野　正作　　（栃尾市公民館）

佐藤　義純　　（糸魚川市下早川地区公民館）

山田　年子　　（栄町公民館）

平間　安雄　　（小須戸町矢代田分館）

西條　靖子　　（上越市立公民館）

佐藤　千枝　　（三条市中央・嵐南公民館）

西脇　精次　　（三条市本成寺公民館）

小浦方才市　　（三条市本成寺公民館）

石田　守男　　（三条市大島公民館）

梶野　敏雄　　（柏崎市柏崎公民館）

戸田　洋子　　（柏崎市北条公民館）

知野　　栄　　（加茂市公民館須田分館）

星野　　林　　（燕市中央公民館）

〔平成１４年度〕

星名 武男　　（十日町市公民館中条地区公民館）　

髙橋　聿子　　（味方村公民館）

八木　一也　　（吉川町公民館）

佐藤　　進　　（畑野町公民館）

中川　敏哉　　（赤泊村公民館）

金子　　泰　　（赤泊村公民館)　　

馬場　悦子　　（赤泊村公民館）

斉藤　正之　　（小須戸町小須戸分館）

加藤レイ子　　（分水町中央公民館）

古澤　　功　　（分水町中央公民館）

武藤　眞一　　（板倉町公民館）

蛭子　健治　　（青海町公民館）

神丸　丈夫　　（粟島浦村中央公民館）

松浦　春次　　（粟島浦村中央公民館釜谷分館）

本保　銀一　　（粟島浦村中央公民館）

信田　郁朗　　（赤泊村公民館）



宮崎　道夫　　（上越市立公民館）

〔平成１５年度〕

久保田貞三郎（燕市西燕公民館）

川上眞知子　（上越市立公民館）

土田　シナ　　（三条市井栗公民館）

池田　優子　　（三条市井栗公民館）

村山　榮子　　（柏崎市松波公民館）

間島みよ子　　（柏崎市北鯖石公民館）

阿部　桂子　　（新潟市中央公民館）

井上　秀耀　　（新潟市中地区公民館）

村手　信一　　（新潟市石山地区公民館）

鹿島　耕平　　（新潟市黒埼地区公民館）

小林　睦雄　　（新潟市黒埼地区公民館）

神保よう子　　（燕市公民館）

栄森　靖生　　（小須戸町小須戸分館）

金子　　勲　　（燕市南公民館）

小林　　博　　（燕市南公民館）

諸原　ミイ　　（味方村公民館）

〔平成１６年度〕

登坂　啓助　　（燕市東公民館）

柳原　興子　　（燕市南公民館）

阿部　秀一　　（白根市庄瀬地区公民館）

本間　正美　　（佐渡市新穂地区公民館）

本間　稔彰　　（佐渡市畑野地区公民館）

安藤　明生　　（佐渡市赤泊地区公民館

野崎　廸夫　　（小須戸町横水分館）

太田　純子　　（笹神公民館）

竹内　　隆　　（名立町公民館）

笠原　俊英　　（名立町公民館）



藤井　雄平　　（村上地区公民館岩船分館）

横田　英明　　（村上地区公民館岩船分館）

横山　祥子　　（村上地区公民館瀬波分館）

〔平成１９年度〕

熊谷いみ子　　（新潟市石山地区公民館）

勝又　　依　　（加茂市公民館）

〔平成１７年度〕

笹川　弘司　　（新潟市味方地区公民館）

瀧澤ミドリ　　（新潟市味方地区公民館七穂分館）

宮部　富次　　（長岡市中之島公民館中之島分館）

古岡千鶴子　（上越市公民館八千穂分館）

坂上　和雄　　（加茂市公民館西分館）

工藤　壽一　　（村上地区公民館岩船分館）

東海林静男　（村上地区公民館岩船分館）

中村　泰夫　　（村上地区公民館山辺里分館）

〔平成２１年度〕

天野さつき　　（新潟市北地区公民館）

髙橋　順子　　（新潟市亀田地区公民館）

大森　蓉子　　（加茂市公民館）

内山　　司　　（村上地区公民館岩船分館）

大越　孝行　　（村上地区公民館岩船分館）

桜井　園子　　（新潟市新津地区公民館）

大久保栄作　（燕市中央公民館）

斎藤　喜平　　（胎内市公民館）

髙橋　雄平　　（神林村公民館）

〔平成２０年度〕

髙橋　文子　　（新潟市東地区公民館）

堀田　恭子　　（上越市立公民館）

熊田　悦男　　（新発田市中央公民館）

坂上儀一郎　（加茂市公民館下条分館）

井上亞機雄　（加茂市公民館）

市川　京子　　（新潟市曽野木地区公民館）

熊倉　幹雄　　（村上市岩船地区公民館）

〔平成１８年度〕

笠巻謹太郎　　（新潟市西地区公民館）

山田ますみ　　（新潟市中地区公民館）

篠田　朝隆　　（小千谷市公民館横渡分館）

三浦　一芳　　（村上市上海府地区公民館）

小林　フミ　　　（田上町公民館）



小池恵智子　　（新潟市石山地区公民館）

船山　靖子　　（新潟市中央公民館）

山岸　綾子　　（見附市今町公民館）

〔平成２５年度〕

遠藤　昭一　　（十日町市中央公民館）

佐藤みどり　　（田上町公民館）

山縣　信幸　　（新潟市巻地区公民館）

〔平成２４年度〕

鏡　　幸平　　　（新潟市中之口地区公民館）

水上三枝子　　（新潟市黒埼地区公民館）

髙橋　　精二　　（長岡市公民館）

野俣　幸子　　（上越市高田地区公民館三郷分館）

髙橋　宏一　　（十日町市川治公民館高山分館）

徳永　博子　　（十日町市六箇公民館二ツ屋分館）

塚野　由喜　　（五泉市公民館）

鈴木　一弘　　（五泉市公民館）

堀　　昭一　　（見附市中央公民館）

山田　恵鈴　　（見附市中央公民館）

小師さち子　（見附市中央公民館）

〔平成２３年度〕

竹内みよ子　（新潟市岩室公民館）

若林佳津子　（上越市立公民館）

宮田　　学　　（湯沢町公民館）

寺田　ユリ　　（五泉市公民館）

松本　典久　　（見附市中央公民館）

〔平成２２年度〕

斉藤　良子　　（新潟市中央公民館）

浅見　　睦　　（加茂市公民館）

池田　直人　　（十日町市中条公民館中条北分館）

小海　　茂　　（十日町市下条公民館上組分館）

徳永　隆治　　（十日町市川治公民館北新田分館）

長井　保忠　　（十日町市川治公民館高山分館）

生沼　信昭　　　　（五泉市公民館）

比企　一夫　　（五泉市公民館）



今井　哲郎　（加茂市）

石崎　　茂　（加茂市）　　

日岡　孝子　　（小千谷市）

南雲　京子　　（見附市）

髙橋　重慶　　（見附市）

浅井　和代　　（魚沼市）

松原　　孝　　（魚沼市）

渡辺　淳子　　（新潟市）

近藤　文子　　（新潟市）

岩崎　亀次　　（新潟市）

丸山　信雄　　（新潟市）

梅田　　忠　　（新潟市）

村山　清一　　（新潟市）

堤　　美幸　　（新潟市）

羽鳥　仁一　　（長岡市）

山本　綾子　　（長岡市）

阿部　　修　　（加茂市）

外石　榮子　　（加茂市）

間野百合子　（加茂市）

古川　政治　　（加茂市）

古川裕美子　（加茂市）

小澤　悦郎　　（燕市小中川公民館）

石本　　豊　　（五泉市公民館）

田中真喜子　（三条市大崎公民館）

渡辺真理子　（三条市嵐南公民館）

磯貝　清美　　（糸魚川市下早川地区公民館）

中村　久和　　（糸魚川市小滝地区公民館）

中澤　朝子　　（糸魚川市大野地区公民館）

嶋田由美子　（糸魚川市浦本地区公民館）

平内　芳美　　（糸魚川市上早川公民館）

小平　　重　　（燕市粟生津公民館）

雲尾　　周　　（新潟市中央公民館）

竹内　範子　　（新潟市東地区公民館）

野﨑　義和　　（新潟市白根地区公民館）

佐野　洋子　　（新潟市豊栄地区公民館）

吉田　幸策　　（燕市分水公民館）

若林　リツ　　（見附市）

山崎　保一　　（見附市）

〔平成２７年度〕

目黒　　薫　　（新潟市新津地区公民館）

林　　　力　　　（五泉市）

髙橋　サチ　　（五泉市）

畑　　重雄　　（五泉市）

塚野　一宏　　（五泉市）

佐藤　昇治　　（見附市）

熊倉　恵己子　（五泉市）

目黒　　司　　（五泉市）

神尾　　忠　　（五泉市）

豊島　洋子　　（五泉市）

嶋田　吉富　　（五泉市）

土田　　博　　（五泉市）

五十嵐忠平　（五泉市）

金山　昭英　　（五泉市）

樋口　義彦　　（五泉市）

芳賀　大策　　（五泉市）

安達　俊堂　　（出雲崎町）

曽根　良子　　（出雲崎町）

竹本　幸子　　（燕市）

高波三太夫　　（三条市）

岡田　正子　　（五泉市）

〔平成２６年度〕

村山　正夫　　（十日町市中央公民館）

川村　照夫　　（上越市立公民館）

飯田　達雄　　（上越市立公民館）

江口　文子　　（上越市立公民館）

髙波　一晴　　（上越市立公民館）

武藤　眞一　　（上越市立公民館）

吉田奈津子　（新発田市中央公民館）

近嵐　宋賢　　（新発田市中央公民館菅谷分館）

齋藤　修三　　（新発田市中央公民館五十公野分館）

宮澤　夕佳　　（聖籠町公民館）

細貝　優子　　（聖籠町公民館）

渡邉久仁子　（聖籠町公民館）

地引　永安　　（長岡市中央公民館）

鈴木九仁義　（長岡市中央公民館）

関　　明美　　（湯沢町公民館）



吉田　　誠　　（上越市中郷地区公民館）

勇　知栄子　　（糸魚川市今井地区公民館）

加藤久美子　（糸魚川市上早川地区公民館）

神田より子　（阿賀町公民館）

長谷川智子　（阿賀町公民館）

〔平成２９年度〕

天尾　貴子　　（新潟市豊栄地区公民館）

吉崎　和子　　（新潟市石山地区公民館）

小林　路子　　（見附市中央公民館）

坂井　徳子　　（見附市葛巻公民館）

田村　博子　　（見附市葛巻公民館）

野澤　　豊　　（燕市南公民館）

木村　和哲　　（湯沢町公民館）

根津サヨ子　（津南町公民館）

清水　裕子　　（新潟市東地区公民館）

太子　角恵　　（新潟市潟東地区公民館）

本間　　攻　　（佐渡市佐和田地区公民館）

〔平成２８年度〕

井上　寅幸　　（長岡市与板公民館槙原分館）

金子　　功　　（長岡市与板公民館槙原分館）

小林　哲志　　（長岡市与板公民館槙原分館）

木口　伸子　　（長岡市与板公民館）

山口日出二　　（長岡市与板公民館黒川分館）

山田　　昭　　　（長岡市与板公民館）

北村　陽子　　（見附市中央公民館）

関原　尚子　　（上越市中郷地区公民館）

東城　　守　　（上越市中郷地区公民館）

外ノ池　一　　（上越市頸城地区公民館）

村山　賢二　　（阿賀町公民館）

波田野一郎　（阿賀町公民館）

清水　　功　　（上越市板倉地区公民館）

松本あつ子　（糸魚川市今井地区公民館）

両川恵美子　（糸魚川市大野地区公民館）

渡辺かよ子　（糸魚川市下早川地区公民館）

中嶋　　格　　（湯沢町公民館）

佐藤貴美子　（新潟市坂井輪地区公民館）

山宮　智子　　（新潟市黒埼地区公民館）

横坂　幸子　　（新潟市坂井輪地区公民館）

郷　扶二子　　（新潟市坂井輪地区公民館）

長藤　清重　　（上越市板倉地区公民館）

野田　義弘　　（上越市柿崎地区公民館）

藤井清比古　（上越市中郷地区公民館）

布施　文雄　　（上越市柿崎地区公民館）

南　　勉　　　　（上越市板倉地区公民館）

宮腰　謙一　　（上越市板倉地区公民館）

近藤美和子　（糸魚川市糸魚川地区公民館）

大桃　伸一　　（新潟市中地区公民館）

川瀬　雅司　　（新潟市新津地区公民館）

中島　　純　　（新潟市新津地区公民館）

髙橋由美子　（上越市新道地区公民館）

髙橋　邦雄　　（上越市新道地区公民館）

塩坪　恭平　　（上越市高志地区公民館）

飯塚　初枝　　（上越市有田地区公民館）

吉田　保生　　（上越市名立地区公民館）

原田　秀樹　　（上越市名立地区公民館）

石井　浩順　　（上越市名立地区公民館）

梨本りよ子　　（上越市牧地区公民館）

岩淵征四郎　（上越市頸城地区公民館）

西條　弘子　　（上越市頸城地区公民館）

俵木　宣夫　　（上越市頸城地区公民館）

熊倉　　孝　　（五泉市橋田地区公民館）

髙橋　晶子　　（五泉市川東地区公民館）

加藤　　弘　　（南魚沼市公民館城内分館）

櫻井　一貴　　（南魚沼市公民館城内分館）

岡村　貴之　　（南魚沼市公民館城内分館）

加藤　晶子　　（南魚沼市公民館城内分館）

星野　栄子　　（南魚沼市中央公民館）

小泉　　晃　　（南魚沼市中央公民館）

野澤　和則　　（南魚沼市中央公民館）

井口　和幸　　（南魚沼市中央公民館）

中島　　勤　　（南魚沼市中央公民館）

廣田　静子　　（南魚沼市中央公民館）

大出　恭子　　（南魚沼市中央公民館）

上村　　徹　　（南魚沼市公民館東分館）

上村　昭仁　　（南魚沼市公民館五十沢分館）

山田　眞二　　（南魚沼市公民館藪神分館）

白井　　湛　　（長岡市越路公民館神谷分館）

髙津　　勝　　（長岡市寺泊公民館野積分館）

磯田千恵子　（燕市吉田公民館）

富阪　一長　　（妙高市公民館）



松田　光正　　（魚沼市広神地区公民館）

桑原　英夫　　（南魚沼市公民館五十沢分館）

西潟　真弓　　（南魚沼市公民館五十沢分館）

松井　　崇　　（南魚沼市公民館五十沢分館）

中俣　敏雄　　（南魚沼市中央公民館）

水野　真理　　（南魚沼市中央公民館）

池田　　茂　　（田上町公民館）

宮川　純一　　（五泉市巣本公民館）

皆川　　進　　（五泉市橋田地区公民館）

田代　榮子　　（五泉市橋田地区公民館）　　

〔平成３０年度〕

布施菜美子　　（新潟市中央公民館）

小林　重一　　（新潟市西川地区公民館）

村木　　薫　　　（加茂市公民館）

横尾二二秋　（加茂市公民館）

小林　礼子　　（見附市中央公民館）

野本　拓臣　　（見附市中央公民館）

牧野　明子　　（見附市中央公民館）

松井　幸雄　　（見附市中央公民館）

金子紳一郎　（燕市東公民館）

齋藤　勝四　　（燕市西燕公民館）

伊藤　幸雄　　（糸魚川市上南地区公民館）

石塚　総子　　（上越市大島地区公民館）

中村　清一　　（上越市大島地区公民館）

内山　　裕　　（上越市大島地区公民館）

臼杵　一男　　（佐渡市赤泊地区公民館）

〔令和元年度〕

金子　隆幸　　（上越市名立地区公民館）

石井　陽子　　（上越市名立地区公民館）

大野　弘行　　（聖籠町公民館）

阿部　郁夫　　（聖籠町公民館）

松尾　幸一　　（五泉市公民館）

川近　和雄　　（新潟市新津地区公民館）

皆川美穂子　（新潟市新津地区公民館）

丸山　曻一　　（新潟市中地区公民館）

草間　茂雄　　（上越市名立地区公民館）     　　

村田　勝男　　（糸魚川市磯部地区公民館）

磯貝　正芳　　（糸魚川市木浦地区公民館）

下澤真由美　（糸魚川市大和川地区）公民館

猪俣　亜美　　（糸魚川市大和川地区公民館）

米山　文雄　　（長岡市越路公民館西谷分館）

石川　昌幸　　（長岡市寺泊公民館）

相田喜一郎　（加茂市公民館）

石田　庄作　　（見附市新潟公民館）

飯塚　初枝　　（糸魚川市有田地区公民館）

横田　英隆　　（湯沢町公民館）

伊藤　洋子　　（糸魚川市小滝地区公民館）

田中　文子　　（新発田市中央公民館）

村田　政昭　　（新発田市中央公民館加治分館）



〔平成１2年度〕

会　長 今井　昭友 新潟市中央公民館

副会長 小島　一修 新発田市公民館

加藤　信興 長岡市中央公民館

二ノ倉　武 上越市立公民館

理　事 髙橋　芳之 村上市中央公民館

高桑紀美江 燕市中央公民館

大野　広栄 五泉市公民館

佐藤　俊夫 加茂市公民館

浅賀　敏男 小出町中央公民館

北村　秀成 糸魚川市中央公民館

倉石　義行 新井市公民館

　監　事 安藤　恒 鹿瀬公民館

北村　弘文 見附市中央公民館

細谷　純夫 名立公民館

〔平成１３年度〕

会　長 今井　昭友 新潟市中央公民館

副会長 篠田　令子 新発田市公民館

馬場　正和 長岡市中央公民館

二ノ倉　武 上越市立公民館

理　事 髙橋　芳之 村上市中央公民館

高桑紀美江 燕市中央公民館

大野　広栄 五泉市公民館

佐藤　俊夫 加茂市公民館

浅賀　敏男 小出町中央公民館

黒坂　系夫 糸魚川市中央公民館

倉石　義行 新井市公民館

　監　事 安藤　恒 鹿瀬公民館

大原　敬之助 見附市中央公民館

細谷　純夫 名立公民館

 新　潟　県　公　民　館　連　合　会　歴　代　役　員　名　簿



〔平成１４年度〕

会　長 今井　昭友 新潟市中央公民館

副会長 篠田　令子 新発田市公民館

馬場　正和 長岡市中央公民館

秋山　千恵子　　上越市立公民館

理　事 安達　伸一 村上市中央公民館

小林　隆二 白根市中央公民館

本間　敏明 新穂村公民館

茂筑　元英 柏崎市柏崎公民館

阿部　弘文 塩沢町公民館

黒坂　系夫 糸魚川市中央公民館

塚田　信行 新井市公民館

　監　事 金子　善次郎 月潟村公民館

佐藤　密夫 三条市中央公民館

細谷　純夫 名立公民館

〔平成１５年度〕

会　長 今井　昭友 新潟市中央公民館

副会長 渡邊　徳廣 新発田市公民館

神林　茂 長岡市中央公民館

秋山　千恵子　　上越市立公民館

理　事 中倉　清 村上市中央公民館

小林　隆二 白根市中央公民館

本間　晧 羽茂町公民館

茂筑　元英 柏崎市柏崎公民館

阿部　弘文 塩沢町公民館

黒坂　系夫 糸魚川市中央公民館

広瀬　恒雄 新井市公民館

　監　事 竹石　巍 西川町公民館

佐藤　密夫 三条市中央公民館

細谷　純夫 名立公民館



〔平成１６年度〕

会　長 佐藤　信幸 新潟市中央公民館

副会長 渡邊　徳廣 新発田市中央公民館

吉岡　潤一 長岡市中央公民館

秋山　千恵子　　上越市立公民館

理　事 竹内　友二 村上市中央公民館

小林　隆二 白根市中央公民館

伊藤　博 佐渡市公民館

廣井　一 小千谷市公民館

丸山　進 川西町中央公民館

安田　一久 糸魚川市中央公民館

倉石　義行 新井市公民館

　監　事 若林　雄蔵 西川町公民館

永井　郁男 柏崎市柏崎公民館

細谷　純夫 名立公民館

顧　問 今井　昭友 新任・前会長

〔平成１７年度〕

会　長 三保　恵美子 新潟市中央公民館

副会長 土田　眞照 新発田市中央公民館

吉岡　潤一 長岡市中央公民館

星野　正行 上越市立公民館

理　事 竹内　友二 村上市中央公民館

伊藤　博 佐渡市公民館

廣井　一 小千谷市公民館

風巻　貞夫 津南町公民館

山崎　洋一 糸魚川市中央公民館

　監　事 山田　政雄 燕市中央公民館

永井　郁男 柏崎市柏崎公民館

顧　問 今井　昭友 元会長

〔平成１８年度〕

会　長 三保　恵美子 新潟市中央公民館

副会長 土田　眞照 新発田市中央公民館

大関　重雄 長岡市中央公民館

星野　正行 上越市立公民館

理　事 竹内　友二 村上市中央公民館

磯部　好一 佐渡市公民館

佐藤　俊夫 加茂市公民館

鬼山　正生 刈羽村公民館

山岸　洋一 糸魚川市中央公民館

　監　事 長野　正夫 胎内市中央公民館

金箱　貞夫 小千谷市公民館



〔平成１9年度〕

会　長 三保　恵美子 新潟市中央公民館

副会長 土田　真照 新発田市中央公民館

鈴木　正行 長岡市中央公民館

星野　正行 上越市立公民館

理　事 小野　泰三 村上市中央公民館

磯部　好一 佐渡市公民館

佐藤　俊夫 加茂市公民館

鬼山　正生 刈羽村公民館

山岸　洋一 糸魚川市中央公民館

　監　事 南　　　裕 胎内市中央公民館

金箱　貞夫 小千谷市公民館

〔平成２０年度〕

会　長 鈴木　正行 長岡市中央公民館

副会長 伊藤　英策 新発田市中央公民館

近藤　　敬 新潟市中央公民館

小山　孝夫 上越市立公民館

理　事 百武　勇一 村上市中央公民館

三國　　豊 佐渡市公民館

廣田　公男 十日町市中央公民館

福田　正智 弥彦村公民館

渡辺　辰夫 糸魚川市中央公民館

　監　事 南　　　裕 胎内市中央公民館

佐藤　俊夫 加茂市公民館

〔平成２１年度〕

会　長 韮沢　　豊 長岡市中央公民館

副会長 伊藤　英策 新発田市中央公民館

和田　明彦 新潟市中央公民館

小山　孝夫 上越市立公民館

理　事 百武　勇一 村上市中央公民館

三國　　豊 佐渡市公民館

廣田　公男 十日町市中央公民館

福田　正智 弥彦村公民館

扇山　和博 糸魚川市中央公民館

　監　事 坂上　敬一 胎内市中央公民館

佐藤　俊夫 加茂市公民館



〔平成２２年度〕

会　長 小山　孝夫 上越市立公民館

副会長 伊藤　英策 新発田市中央公民館

和田　明彦 新潟市中央公民館

韮沢　　豊 長岡市中央公民館

理　事 小黒　常樹 五泉市公民館

坂上　敬一 胎内市中央公民館

早川　洋介 見附市中央公民館

丸山　　敬 田上町公民館

扇山　和博 糸魚川市中央公民館

　監　事 三國　　豊 佐渡市公民館

廣田　公男 十日町市中央公民館

〔平成２３年度〕

会　長 大塚　義光 上越市立公民館

副会長 湯浅　康夫 新発田市中央公民館

和田　明彦 新潟市中央公民館

鈴木　　昇 長岡市中央公民館

理　事 湯浅　善章 五泉市公民館

丹後　勝次 胎内市中央公民館

森沢　亜土 見附市中央公民館

丸山　　敬 田上町公民館

田原　秀夫 糸魚川市中央公民館

　監　事 三國　　豊 佐渡市公民館

水落　久夫 十日町市中央公民館

〔平成２４年度〕

会　長 湯浅　康夫 新発田市中央公民館

副会長 内山　輝義 上越市立公民館

宮本　周英 新潟市中央公民館

武樋　正隆 長岡市中央公民館

理　事 渋谷　直喜 村上市中央公民館

吉野　晴記 阿賀野市中央公民館

佐藤　　享 出雲崎町中央公民館

宮路一規 燕市中央公民館

田原　秀夫 糸魚川市中央公民館

　監　事 大野　　務 見附市中央公民館

星野　　弘 五泉市公民館



〔平成２５年度〕

会　長 湯浅　康夫 新発田市中央公民館

副会長 内山　輝義 上越市立公民館

髙橋　　治 新潟市中央公民館

武樋　正隆 長岡市中央公民館

理　事 高田　　晃 村上市中央公民館

見原　健司 阿賀野市中央公民館

佐藤　　享 出雲崎町中央公民館

鈴木　　等 燕市中央公民館

原　　郁夫 糸魚川市中央公民館

　監　事 髙橋　秀紀 見附市中央公民館

熊倉　淳也 五泉市公民館

〔平成２６年度〕

会　長 佐藤　　実 長岡市中央公民館

副会長 内山　輝義 上越市立公民館

井関　一博 新潟市中央公民館

田嶋　雄洋 村上市中央公民館

理　事 大橋　幸喜 佐渡市公民館

韮沢　文隆 魚沼市中央公民館

竹之内豊 糸魚川市中央公民館

川村　正美 五泉市公民館

岩崎　裕一 湯沢町公民館

　監　事 見原　健司 阿賀野市中央公民館

鈴木　　等 燕市中央公民館

〔平成２７年度〕

会　長 佐藤　　実 長岡市中央公民館

副会長 内山　輝義 上越市立公民館

五十嵐政人 新潟市中央公民館

田嶋　雄洋 村上市中央公民館

理　事 越前　範行 佐渡市公民館

大塚　和子 魚沼市中央公民館

佐々木繁雄 糸魚川市中央公民館

川村　正美 五泉市公民館

岩崎　裕一 湯沢町公民館

　監　事 見原　健司 阿賀野市中央公民館

古澤　　徹 燕市中央公民館



〔平成２８年度〕

会　長 早川　寿男 上越市立公民館

副会長 五十嵐政人 新潟市中央公民館

松川　稔明 五泉市公民館

水島　幸枝 長岡市中央公民館

理　事 田澤　紀雄 阿賀野市中央公民館

池田　　渉 胎内市中央公民館

佐藤　　弘 南魚沼市中央公民館

内山　純一 津南町公民館

渡辺　孝志 糸魚川市中央公民館

　監　事 越前　範行 佐渡市公民館

大塚　和子 魚沼市中央公民館

〔平成２９年度〕

会　長 笹川　桂一 上越市立公民館

副会長 五十嵐政人 新潟市中央公民館

松川　稔明 五泉市公民館

水島　幸枝 長岡市中央公民館

理　事 遠藤　　勝 阿賀野市中央公民館

池田　　渉 胎内市中央公民館

佐藤　　弘 南魚沼市中央公民館

内山　純一 津南町公民館

渡辺　孝志 糸魚川市中央公民館

　監　事 越前　範行 佐渡市公民館

髙橋　健一 魚沼市中央公民館

〔平成３０年度〕

会　長 浅間　直美 新潟市中央公民館

副会長 笹川　桂一 上越市立公民館

恋塚　忠男 三条市中央公民館

齋藤　弥一 阿賀野市中央公民館

理　事 小島　治夫 糸魚川市中央公民館

小黒　利明 柏崎市柏崎公民館

入澤　勇太 刈羽村公民館

米山　　淳 新発田市中央公民館

渡辺　竜五 佐渡市公民館

　監　事 佐藤　　弘 南魚沼市中央公民館

渡辺佳津志 聖籠町公民館



〔令和元年度〕

会　長 浅間　直美 新潟市中央公民館

副会長 岩野　俊彦 上越市立公民館

恋塚　忠男 三条市中央公民館

齋藤　弥一 阿賀野市中央公民館

理　事 小島　治夫 糸魚川市中央公民館

髙橋　達也 柏崎市柏崎公民館

入澤　勇太 刈羽村公民館

米山　　淳 新発田市中央公民館

粕谷　直毅 佐渡市公民館

　監　事 滝沢　一也 南魚沼市中央公民館

渡辺佳津志 聖籠町公民館
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