
平成29年度　高校生のつどい『まなびば』　開催会場一覧

教区 開催日時 場所 担当者 連絡先 備考

北海道 5月20日13時～21日11時 釧路分教会 坂下寛幸 011-561-1148 道東ブロック

北海道 7月16日13時30分～17日14時30分 小樽天理教館 髙橋幸裕 011-561-1148 小樽・余市・倶知安支部

北海道 9月2日13時～3日15時30分 東剣淵分教会 松村　一 011-561-1148 道北ブロック

北海道 9月16日14時～17日14時 教務支庁 大友善一 011-561-1148

北海道 9月 北稜分教会 甲谷勢一郎 011-561-1148 函館ブロック

青森 石田成平 017-781-0050

岩手 12月2日10時～3日15時 教務支庁 権谷正一 019-622-7962

宮城 11月11日13時～12日12時 教務支庁 山本道広 022-272-1805

秋田 9月30日13時～10月1日14時 田沢湖かたまえ山森林公園キャンプ場 鈴木真司 018-834-5429

山形 5月6日13時～7日15時 教務支庁 松本　真 023-656-8420

福島 8月19日14時～20日13時 国立磐梯青少年交流の家 國分一志 024-272-1805

茨城 未定 教務支庁 宮本梨絵 029-244-3252

栃木 9月頃 未定 本田勇一 028-662-8436

群馬 10月14日13時～15日17時 教務支庁 番場　努 027-253-1476

埼玉 6月10日14時～11日15時 教務支庁 和泉泰弘 048-663-0444

千葉 5月20日13時～21日14時30分 教務支庁 峯﨑淳一 043-241-3191

東京 7月15日13時～16日15時 教務支庁 河野　律 03-3917-0247

神奈川 鶴巻英一 045-319-3701

新潟 6月17日14時～18日14時 教務支庁 三沢正則 025-244-0418

新潟 9月16日13時～17日13時 石川教務支庁 三沢正則 025-244-0418  Work & Talk 北陸ブロックと同時開催

富山 9月16日13時～17日13時 石川教務支庁 矢野善治 076-437-4653  Work & Talk 北陸ブロックと同時開催

石川 9月16日13時～17日13時 教務支庁 高渕善行 076-222-0720  Work & Talk 北陸ブロックと同時開催

福井 9月16日13時～17日13時 石川教務支庁 味美廣規 0776-33-2097  Work & Talk 北陸ブロックと同時開催

山梨 渡邊悦朗 055-228-6535

長野 9月23日14時～24日15時 岡谷市塩嶺野外活動センター 星野一男 0263-54-0576

岐阜

静岡 2月3日13時～4日15時 教務支庁 桑高真之 054-626-1333

愛知 6月10日13時～11日15時 愛知詰所 速水　治 052-741-6363

愛知 8月29日13時～30日14時 愛昭分教会 宮本正弘 052-741-6363

愛知 12月23日13時～24日15時 岩倉市青少年宿泊研修施設 「希望の家」 鈴木友郎 052-741-6363

三重 6月3日13時～4日15時 教務支庁 井上　治 0596-28-4852

滋賀 10月14日13時～15日15時 日野大教会 尾﨑淳也 0748-62-7266

京都 9月9日13時～10日15時 大江山青少年グリーンロッジ 中島啓和 0771-24-7060

大阪 8月18日16時～19日14時 本芝詰所 前田和也 06-6771-0012 5ブロック

大阪 8月23日13時～24日16時 摂津峡青少年キャンプ場 梅原浩司 06-6771-0012 1ブロック

大阪 8月28日13時～29日14時 国立淡路青少年交流の家 梅原浩司 06-6771-0012
大阪教区学生ひのきしん隊参加者、

大阪教区出身親里管内高校生

兵庫 6月3日13時～4日15時 教務支庁 五百倉美鈴 078-861-3392 神戸ブロック

兵庫 6月10日13時～11日15時 有馬分教会 北中成和 078-861-3392 阪神ブロック

兵庫 8月18日13時～19日14時 気比の浜海水浴場 中村周平 078-861-3392 但馬・丹播ブロック

奈良 6月3日13時30分～4日15時 敷島詰所 梅本俊一 0743-63-0279

奈良 2月3日13時30分～4日15時 敷島詰所 梅本俊一 0743-63-0279

和歌山 8月19日13時～20日15時 教務支庁 吐前政夫 073-436-4445

鳥取 9月17日13時～18日15時 教務支庁 岸本成人 0858-26-5766

島根 12月2日12時～3日13時 教務支庁 足立親信 0853-23-3071

岡山 8月19日10時～20日16時30分 教務支庁 松井亮平 086-222-5881

広島 9月16日13時～17日15時 さぎ・セミナー・センター 片岡陽子 082-221-1144

山口 9月16日10時30分～17日14時 国立徳地青少年自然の家 宮木　伸 083-972-5004

徳島 6月10日14時～11日14時 徳島市青少年交流プラザ 堀田弘之 088-654-3877

香川 4月22日13時～23日15時 教務支庁 村田眞也 087-821-4640

愛媛 9月17日13時～18日15時 教務支庁 酒井美加 089-921-7372

高知 谷田善貴 088-872-3808 

福岡 4月1日10時～2日12時 教務支庁 門田　治 092-741-3857 

福岡 7月16日10時～17日14時 ビーチハウス SAIKAI / 大濠公園 﨑田信光 092-741-3857 

佐賀 10月14日14時～15日14時 教務支庁 河野幸俊 0952-23-5628

長崎 松平哲也 0957-28-9370

熊本 10月7日14時30分～8日15時 東肥大教会 長瀬雅信 096-384-0039

大分 矢野大志 0977-24-6353
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宮崎 6月17日11時～18日15時 日州分教会 甲斐善広 0985-29-9881

鹿児島 8月10日13時～11日13時 教務支庁 小村一弘 099-254-8542

沖縄 未定 未定

にっしゅう


