
学食 春日山G仲良し班合同 ラーメン 3日 藤川正美
学食 豊里G、１班 アイスクリーム 3日 加藤道雄
学食 春日仲良し班１班 たいやき 3日 葛原光太郎
学食 春日山G 山菜おこわ 3日 妹尾廸子
Cテント 一志G 焼きそば 3日 園田洋子
学食 美里G モンゴルボーズ 4日 後藤健
学食 春日山G コロッケ 4日 矢頭百合恵
学食 春日山G農産加工 冷やしさぬきうどん 4日 坂本寛治
学食 春日中等部女子 ゼリー4種 4日 逢沢真知子
学食 大阪 堆肥米おにぎり 4日 篠原弥栄子
学食 豊里G 牛寿司 4日 米山英夫
学食 豊里G おにぎりの店 4日 梶山修
学食 内部川G 卵焼きの店 4日 橋本久美子
学食 春日山G 朝食（プチパン・ジャムなど） 4日 藤川正美
学食 中古賀工業 蛤のお吸い物 4日 中古賀

学食 春日山G
きんぴらごぼうとイタドリの炒
め物 4日 坂本こまき

学食 豊里G 山菜の天ぷら 4日 奥村勝
大テント前 中部おとこ研 もちつき（7うす）、おしるこ 4日 金光貞雄
Aテント　丸
焼きテント 豊里・春日山養豚 ヤマギシポークの店 4日 永見祐樹
大テントB 春日山G うたのキャラバン 4日 岡野喜子
大テントB 大阪府 大合唱 4日 中垣光弘
大テントB 春日山バンド たそがれコンサート 4日 永見祐樹
Cテント 一志G ちらし寿司・草もち 4日 四條良枝
Cテント 一志G 焼きそば 4日 園田洋子

Cテント 春日山G
ピザ釜を使って、ピザを焼いて
出す 4日 内野由美子

Cテント 一志G 煮卵 4日 平山明美
Cテント 一志G お焼きの店 4日 元田容子
小テント① 埼玉県 綿菓子（特講1912期） 4日 泉田ちひろ
Aテントの 北条G ぜんざい 4日 本田国子
北側 広島 クッキーとコーヒーのお店 4日 広川正三
小テント④ 美里G 美里の煎茶 4日 山形美千子
小テント④ 美里G やきとり 4日 中村
小テント④ 内部川G 10期の店（スープパスタ） 4日 石角真由

小テント⑤ 建設関係
ゆで玉子、目玉焼き、魚の干物
を焼く 4日 後藤

小テント⑤ 四日市・和工業 子どもくじびき 4日 塚田利和
テント⑥ 岡部G 深谷産白ねぎの炭火焼き 4日 玉井貴子
鉄工所の前 榛名G 手作りこんにゃく、カステラ 4日 中島慶子
小テント⑧ 関西お父さん研 お好み焼き 4日 岸上
小テント⑫、
Dテントの横 豊里G、１班 アイスクリーム 4日 加藤道雄
小テント⑭ 関東 手作りデザート 4日 加藤ゆりか
　いこいの森 埼玉県 ベトナムコーヒーのお店 4日 小泉勇司
小テント⑮　
いこいの森 大阪供給所 卵焼き 4日 川渕
大テント東北
はしの一角 六川G 地鶏のコロコロ焼き・地鶏ハム 4日 御木真弓
子ども広場テ
ントの近く 多摩G きりたんパン 4日 犬飼克宏
子ども広場 ハッピーママの会 ホットケーキ 4日 大西美紀
子ども広場 ハッピーママの会 ハッピーエッグでたません 4日 小泉知子

子ども広場 関西
ポップコーン（小5から中1の親
子で） 4日 三谷文子
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子ども広場 関東（千葉） 小６、親の店 4日 藤林康夫

子ども広場 豊里G
ふうせん(ペンシルバルーンを
使って） 4日 後藤朝子

子ども広場 奈良県 ヨーヨー 4日 福崎進
子ども広場 春日山G ハッピースネイク 4日 坂本こまき

子ども広場 神戸
子供用工作（かご・手裏剣・着
せ替え人形） 4日 碓井雅代

子ども広場 奈良 輪投げ 4日 福崎志穂
テント⑯ 奈良 金魚すくい 4日 加福佳子

いこいの森 加賀G
ウーロン茶（台湾）、菊の花茶
（香港） 4日 新村由美子

いこいの森 多摩G パン屋さんのラスク 4日 犬飼千佐子
いこいの森 豊里G ポン菓子 4日 鹿野良雄
いこいの森 春日山G 野の花のお店 4日 清水めぐみ
いこいの森 三重県 ガス風船 4日 藤田有太子
小テント③ 三重県 衣類・手作りのもの 4日 村山敬子
学園舎前 飯田G 柿酢(飯田自家製） 4日 高橋恵亮
学園舎前 春日山G 電車ごっこ 4日 内野由美子

学園舎前 飯田G アルトサックス演奏ソロ
3・4
日 高橋恵亮

学園舎前 豊里G NEWシャイバンド
3・4
日 成瀬信子

陽光館ロビー 豊里G クッキー 4日 熊田由理

陽光館ロビー 春日G老蘇部
昼ごはん（ちらし寿司、お赤
飯） 4日 橋本豊子

陽光館玄関 春日G老蘇部
朝ごはん（白米、玄米のやわら
かごはん） 4日 村田妙子

陽光館玄関 春日G老蘇部 自家製糀で作った甘酒 4日 佐川智子
陽光館玄関 春日山G 梅しそ餅 4日 本田秀子
陽光館玄関 宮城県 餃子鍋 4日 白鳥牧美
陽光館玄関 大阪府 ラジオ体操 4日 中垣光弘
参観ロビー 春日山養護部 たこ焼き 4日 妹尾廸子
参観ロビー 春日山G ベビールーム 3,4日 古坊依子
参観ロビー 伊賀 子供服のリサイクルショップ 4日 小野寺未希
西会場　小広
間 奈良 ヨーガセラピー

3・4
日 御厨幸子

企画
希望場所 地域 企画の内容 日程 代表者
西会場or交流
館 岡部G あったかファーム

3・4
日 鎌田

西会場or交流
館 奈良

日韓青少年楽園村を考える親の
会 3日 大加佳世

西会場or交流
館 奈良県 全国老蘇の会 3日 長瀬
西会場or交流
館 春日山G 幸福株会員の集い 4日 浦崎雄一
楽園村会場 春日山G 春日山仲良し研 3日
楽園村会場 春日山G 村岡さんを囲んで 3日
楽園村会場 春日山G 豊里ファーム 3日

西会場 関西
ポップコーンのお店を作る親研
（小5～中1） 3日 三谷文子

交流館 春日山G 研学Ⅲ同窓会 3日 田甫義雄
公人の丘 春日山G 愛和の誓い唱和 4日 杉豊
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