
時の蘇生・柿の木プロジェクト 

1996ー2019 植樹地一覧 

1996
 

  3月5日 台東区立柳北公園 
(台東区立柳北小学校から移植) 日本・東京都・台東区 

 

1997 
 

2月28日 渡保育園   日本・熊本県・球磨郡 

3月24日 奥州市立広瀬小学校  日本・岩手県・奥州市（旧江刺市） 

4月22日  外旭川幼稚園 日本・秋田県・秋田市 

  

1998  
 

3月28日 防災広場　初音の森   
(谷中コミュニテイーセンターから移植) 日本・東京都・台東区 

4月18日 WHO本部 スイス・ジュネーブ 

4月20日 ストラスブール国立高等装飾美術学校 
(現在はHEARストラスブールに統合) フランス・ストラスブール 

    

1999
 

3月6日 キングスウッド ファミリー アドベンチャー 
(旧 アースセンター) イギリス・ドンカスター 

3月10日 ジャンリュルサ美術館  フランス・アンジェ 

3月13日 オサリオ市民の家  スペイン・グランカナリア 

3月13日 赤羽自然観察公園  日本・東京都・北区 

3月21日 システュードﾞ自然公園 フランス・ボルドー 

3月24日 エピネ市立競技場   フランス・エピネ 

  

2000
 

2月5日 三条市立月岡小学校   日本・新潟県・三条市 

2月14日 神戸市立盲学校  日本・兵庫県・神戸市 

2月14日 恵向公園  日本・福島県・本宮市 

3月5日 大垣公園 　　　　 日本・岐阜県・大垣市 
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3月6日 大垣市立小野小学校  日本・岐阜県・大垣市 

3月17日 マッツオルボﾞ島スカルパボーロ イタリア・ベネチア県・ブラーノ市 

3月18日 F.P.コルデノン中学校  イタリア・ベネチア県・サンタマリアディサーラ市 

3月18日 旧サン・ジョヴァンニ教会  イタリア・ヴァレーゼ県・カシャーゴ市 

3月21日 サンタジュリア博物館   イタリア・ブレシア県・ブレシア市 

3月23日 デヘリ赤十字こども保養施設  スロベニア・アンカラン 

3月23日 アントン・ウクマール小学校  スロベニア・コッパー 

3月25日 サグラの庭　 イタリア・モデナ県・カルピ市 

3月25日 コートハウス・アート・センター アイルランド・ティナヘリー 

3月26日 レヴァンテ公園 イタリア・フォルリ=チェゼーナ県・チェゼナティコ市 

3月28日 トレビアーノ・ロマーノ中学校  イタリア・ローマ県・トレビアーノ・ロマーノ市 

3月28日 フランクリン公園温室植物園   アメリカ・コロンバス 

3月31日 G.マッツィーニ小学校  イタリア・テルニ県・テルニ市 

4月1日 青少年センター イタリア・シエーナ県・ポッジボーンシシ市 

4月1日 サンドナート市役所   イタリア・ミラノ県・サンドナートミラネーセ市 

4月1日 G.ウンガレッティ国立中学校  イタリア・ポルデノーネ県・ポルデネノーネ市 

4月2日 ラーマ・モナキーレ橋遊歩道  イタリア・バーリ県・ポリニャーノマーレ市 

4月4日 仲外公園   韓国・光州市 

4月7日 ナポレオン市立公園  イタリア・ベネチア県・カステッロ市 

6月6日 ライデン植物園  オランダ・ライデン 

10月25日 ホッカディースクール アメリカ・ダラス 

大垣市立東中学校  日本・岐阜県・大垣市 

  

2001
 

2月27日 東北生活文化大学高等学校 
(旧 三島学園女子高等学校)  日本・宮城県仙台市 

2月27日 虹の丘公民館　前庭   日本・宮城県・仙台市 

3月1日 須坂市立高甫小学校  日本・長野県・須坂市 

3月6日 シントラ現代美術館  ポルトガル・シントラ 

3月8日 国立ウェールズﾞ植物園  イギリス・ウェールズ 

3月9日 フィンズベリー公園   イギリス・ロンドン 

3月10日 太平子ども遊園地  日本・新潟県・十日町市 
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3月11日 タシュマイダン公園   セルビア (旧ﾕｰｺﾞｽﾗﾋﾞｱ)・ベオグラード 

3月21日  コフシップ小学校  オランダ・ズィーリッゼー 

4月10日 大垣市立赤坂小学校   日本・岐阜県・大垣市 

4月12日 大垣市立宇留生小学校  日本・岐阜県・大垣市 

4月12日 大垣市立安井小学校  日本・岐阜県・大垣市 

4月13日 大垣市立東小学校  日本・岐阜県・大垣市 

4月27日 ブルックリン植物園   アメリカ・ニューヨーク 

5月7日 モンテソーリ幼稚園   イタリア・クレモナ県・クレマ市 

5月19日 タウンシェンドインターナショナルスクール 
(チェスキークロムロフ町立公園から移植) チェコ・チェスキィークルムロフ 

  

2002
 

2月17日 高知県立美術館 日本・高知県・高知市 

2月23日 高森町丸山公園 日本・長野県・下伊那郡 

2月25日 ノースウエスト高校  アメリカ・メリーラント 

2月27日 ヘイウッドバーンズﾞ環境教育センター アメリカ・ニューヨーク 

2月28日 ドラパーミドルスクール  アメリカ・ニューヨーク 

3月13日 グラスゴー植物園 イギリス・スコットランド・グラスゴー 

3月15日 ネイチャー・イン・アート イギリス・グロウスター 

ブリックタウン・メモリアル高校 アメリカ・ニューヨーク 

 大垣市立北小学校  日本・岐阜県・大垣市 

 大垣市立青墓小学校  日本・岐阜県・大垣市 

大垣市立中川小学校 日本・岐阜県・大垣市 

大垣市立川並小学校 日本・岐阜県・大垣市 

大垣市立北中学校 日本・岐阜県・大垣市 

大垣市立星和中学校  日本・岐阜県・大垣市 

太平洋工業株式会社 日本・岐阜県・大垣市 

西濃運輸株式会社  日本・岐阜県大垣市 

  

2003
 

2月20日 大垣市立西中学校  日本・岐阜県・大垣市 

2月28日 十津川村立西川中学校（2012年に閉校） 日本・奈良県・吉野郡 
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3月3日  大垣市立西部中学校 日本・岐阜県・大垣市 

3月3日 大垣市立赤坂中学校 日本・岐阜県・大垣市 

3月4日  大垣市立日新小学校 日本・岐阜県・大垣市 

3月11日 大垣市立静里小学校 日本・岐阜県・大垣市 

3月27日 アダム・ライゼ学校  ドイツ・バート・シュタッフェルシュタイン 

3月30日 クローラー・ミュラー美術館 オランダ・オッテルロ 

4月13日 ジョージア総主教庁 
ゼグビ・チルドレンセンター ジョージア・ゼグビ 

5月16日 マルグレイブスクール カナダ・ウエストバンクーバー 

 大垣市立興文小学校 日本・岐阜県・大垣市 

  

2004 
 

2月20日 取手市立取手第二中学校 日本・茨城県・取手市 

3月20日　 アレアルディー幼稚園 イタリア・ブレシア県・デゼンツァーノ　デル　ガルダ市 

3月20日　 ガーデン・センター イタリア・ブレシア県・デゼンツァーノ　デル　ガルダ市 

3月20日 リボルテラ幼稚園 イタリア・ブレシア県・デゼンツァーノ　デル　ガルダ市 

3月21日 ベニールの館 イタリア・ヴェローナ県・ソンマカンパーニャ市 

3月24日 聖エリザベス・センター イギリス・ハートフォードシャー 

3月26日 ホリーガート・スクール イギリス・ノッティンガム 

4月1日  フランカヴィッラ・アル・マーレ 
の博覧会会場 イタリア・キエーティ県・フランカヴィッラ・アル・マーレ市 

5月23日 アジョン庭園 フランス・リール 

 大垣市立興文中学校 日本・岐阜県大垣市 

 大垣市立江並中学校 日本・岐阜県大垣市 

 大垣市立南中学校 日本・岐阜県大垣市 

大垣市立西小学校 日本・岐阜県大垣市 

大垣市立綾里小学校  日本・岐阜県大垣市 

大垣市立南小学校 日本・岐阜県大垣市 

 

2005
 

4月19日 リュブリャナ市立美術館 スロベニア・リャブリャナ 

4月21日 サルチェード小学校 イタリア・ヴィチェンツァ県・サルチェード市 

4月21日 ズリアーノ小学校 イタリア・ヴィチェンツァ県・ズリアーノ市 
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4月22日 モンテッキオ・ 
プレカルチーノ図書館 イタリア・ヴィチェンツァ県・モンテッキオ・プレカルチーノ市 

4月22日 ドゥエヴィッレの小学校 イタリア・ヴィチェンツァ県・ドゥエヴィッレ市 

4月23日 アーノルド・フジナート小学校、中学校 イタリア・ヴィチェンツァ県・ブレガンツェ市 

4月23日 コッローディ小学校 イタリア・ヴィチェンツァ県・ティエネ市 

4月24日 ヴィッラヴェルラ児童公園 イタリア・ヴィチェンツァ県・ヴィッラヴエルラ市 

4月26日 サン・ピエトロ・ムッソリーノの中学校 イタリア・ヴィチェンツァ県・サン・ピエトロ・ムッソリーノ市 

4月27日 ファエタノ公園 サンマリノ共和国・ファエターノ 

4月29日 ランベール美術館 フランス・アヴィニョン 

4月30日 サン・ガブリエル小学校 フランス・アヴィニョン 

5月8日 ハッセルト日本庭園 ベルギー・ハッセルト 

5月13日 夢の森幼稚園 日本・神奈川県・川崎市 

5月14日 ハラミュージアムアーク 日本・群馬県・渋川市 

6月3日  コリンウッド・スクール カナダ・バンクーバー 

  ヴィチェンツァ(植樹場所不明) イタリア・ヴィチェンツァ県 

大垣市立江東小学校 日本・岐阜県・大垣市 

大垣市立荒崎小学校 日本・岐阜県・大垣市 

  

2006
 

3月26日 エジャートン墓地  イギリス・ハダーズフィールド 

5月27日 横浜市民ギャラリーあざみ野 日本・神奈川県・横浜市 

6月5日  ジョバニーニパスコリ小学校 イタリア・ピサ県・ジュリアーノ・テルメ市 

6月9日  クロイツリンゲン湖公園 スイス・クロイツリンゲン 

9月11日 プエルトリコ現代美術館  プエルトリコ・サントゥルス 

江東こどもの国  日本・岐阜県・大垣市 

大垣市立上石津中学校 日本・岐阜県・大垣市 

大垣市浅中公園 日本・岐阜県・大垣市 

 

2007
 

2月26日 東松山市立唐子小学校 日本・埼玉県・東松山市 

3月8日  東松山市唐子中央公園  日本・埼玉県・東松山市 

3月21日 クリスタル・パレス・ガーデン ポルトガル・ポルト 
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3月 墨俣一夜城 日本・岐阜県・大垣市 

3月 大垣市上石津緑の村公 日本・岐阜県・大垣市 

3月  大垣市立牧田小学校  日本・岐阜県・大垣市 

3月 大垣市立一之瀬小学校  日本・岐阜県・大垣市 

3月 大垣市立多良小学校 日本・岐阜県・大垣市 

3月  大垣市立時小学校 日本・岐阜県・大垣市 

3月  浅草ひかり保育園  日本・岐阜県・大垣市 

 　 

2008
 

3月6日 ドン・レーモ・トノリ小学校 イタリア・ブレシア県・コッカーリオ市 

3月6日 レオナルド・ダ・ヴィンチ中学校 イタリア・ブレシア県・ロヴァート市 

3月7日 エヴァリスト・アルミーチ 
高齢者ケアセンター イタリア・ブレシア県・レッツアート市 

3月7日  レノ小学校 イタリア・ブレシア県・レノ市 

3月8日 市立ブローロ公園 イタリア・ブレシア県・カステニャート市 

3月9日 　 アヌンチャータ修道院  イタリア・ブレシア県・コッカーリオ市 

3月23日 ベルナール・ビュフェ美術館 日本・静岡県・駿東郡 

コロンビア国際熱帯農業研究センター コロンビア・コロンビア 

3月 大垣日本大学高等学校 日本・岐阜県・大垣市 

3月 大垣市立墨俣保育園 日本・岐阜県・大垣市 

 

2009
 

3月12日 牛久市立牛久第三中学校  日本・茨城県・牛久市 

3月13日 アントニオ・カンピ中学校  イタリア・クレモナ県・クレモナ市 

3月20日 タデウシュ・レイタン高校 ポーランド・ワルシャワ 

3月21日 レストラン 
「カステッロ・マルヴェッツィ 」 イタリア・ブレシア県・ブレシア市 

3月21日 セント・ロッコ教会の隣にある植物園 イタリア・ブレシア県・グッサーゴ市 

3月21日 セラティカ市内小学校 イタリア・ブレシア県・セラティカ市 

3月24日 モンファルコーネ・ロータリークラブ イタリア・ゴリツィア県・グラド市 

3月   チルドレンズ・ガーデン  フランス・ボルドー 
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2010
 

2月12日 取手市立寺原小学校 日本・茨城県・取手市 

2月16日 京都大学大学院理学研究科附属花山天文台日本・京都府・京都市 

2月24日 フリングデールズ英国教会小学校  イギリス・ハダーズフィールド 

3月22日 マイサム小学校 イギリス・ボルトン 

3月23日 アルコバレーノ駅公園  イタリア・ブレシア県・カッツァーゴ市 

3月24日 トレンツァーノ国立総合学校 イタリア・ブレシア県・トレンツァー市 

3月24日 ドン・アルジェロ・コロンボ財団 イタリア・ブレシア県・トラヴァリアート市 

3月24日 マルデイーリ・ディ・ 
ビアンツァ・ロッギア小学校 イタリア・ブレシア県・コッレベアート市 

3月25日 エンリコ・フェルミ高校 イタリア・ブレシア県・サロ市 

3月25日 ヴァッリオ・テルメ市保育園 イタリア・ブレーシア県・ヴァッリオ・テルメ市 

3月26日 オルドフレディ公園 イタリア・ブレシア県・ビエンノ市 

3月26日 ボーイスカウト活動拠点 イタリア・ブレシア県・ビゾーニェ市 

  

2011
 

4月2日 ジョスエ・カルドゥッチ第一中等学校        イタリア・ラクイラ県・ラクイラ市 

4月27日 ブレダ中学校  イタリア・ミラノ県・サンジョバンニ市 

5月8日 ベットーレの新公園  イタリア・ブレシア県・ブッファローラ市 

5月11日 ノステル修道院・隣接公園  イギリス・ウェストヨークシャー 

5月17日 聖マッシミリアーノ・コルベ教会 イタリア・ブレシア県・カイオンヴィーコ市 

5月18日 バニョーロ・メッラ総合学校 イタリア・ブレシア県・バニョーロメッラ市 

5月19日 レオナルド・ダ・ヴィンチ国立総合学院 イタリア・ブレシア県・カステネードロ市  

5月21日 コメッツァノ・チッツァーゴ中学校 イタリア・ブレシア県・コメッツァノ・チッツァーゴ市  

 

2012
 

3月3日 伊那谷道中かぶちゃん村（現在は閉鎖） 日本・長野県・飯田市 

3月4日 須坂市高甫地域6地区  日本・長野県・須坂市 

3月30日 ベックウェイハウス 日本・東京都・あきる野市 

4月13日 ジェロラモ・カルダノ高校 イタリア・ミラノ県・ミラノ市 

4月14日 サンジョバ二公園 イタリア・トリエステ県・トリエステ市 

4月16日 ソーニコ幼稚園  イタリア・ブレシア県・ソーニコ市 
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4月17日 ロンカデッレ市内の緑地 イタリア・ブレシア県・ロンカデッレ市 

4月18日 ガヴァルド総合学校・ソプラポンテ小学校イタリア・ブレシア県・ガヴァルド市 

4月18日 ガヴァルド総合学校 ・ガヴァルド中学校 イタリア・ブレシア県・ガヴァルド市 

4月19日 ヴィッラヌオーヴァ・スル・ 
クリージ市内小学校 イタリア・ブレシア県・ヴァリオテルメ市 

4月19日 コストリオ市内小学校 イタリア・ブレシア県・ビラ・カルチナ市 

4月20日 プラザマーケット  イタリア・ブレシア県・オーメ市 

4月20日 M.カリーニ小学校  イタリア・ブレシア県・ブレシア市 

4月21日 サンジローラモファームハワイ イタリア・マントヴァ県・マントヴァ市 

4月23日 タヴァルヌッツェ　平和の家  イタリア・フィレンツェ県・タヴァルヌッツェ市 

4月24日 ヴァレ・ディトリア植物園 イタリア・ブリンディジ県・チステルニーノ市 

4月26日 ミラベッラ・インバッカリの小学校           イタリア・カターニア県・ミラベッラ・インバッカリ市 

6月9日 カブール国立美術館 
「カブール平和と希望の庭」 アフガニスタン・カブール 

  

2013
 

2月20日 長崎市立西北小学校 日本・長崎県・長崎市 

2月23日 伊尾木忠霊塔広場  日本・高知県・安芸市 

2月27日 りら創造芸術高等学校  日本・和歌山県・海草郡 

3月7日 白梅幼稚園 日本・福島県・会津若松市 

3月7日  東行仁幼稚園  日本・福島県・会津若松市 

3月7日  富岡幼稚園  日本・福島県・会津若松市 

3月8日  みずほエコパーク 
殉国慰霊塔及び平和記念碑周辺 日本・東京都・西多摩郡 

3月8日  スマイル・キッズ・パーク 日本・福島県・本宮市 

3月9日  えぽか 
（本宮市民元気いきいき応援プラザ） 日本・福島県・本宮市 

3月21日  A.バドニ高校 イタリア・レッコ県・レッコ市 

3月25日 サムサイド小学校 イギリス・レディング 

4月7日  タプローコート総合文化センター イギリス・タプローコート 

4月7日  亡くなった元市長自宅近くの公園 イタリア・ブレシア県・ベルリンゴ市 

4月8日  ビバルディ中学校 イタリア・ブレシア県・ボヴェッツォ市 

4月9日 マリーニョ市庁舎の庭  イタリア・ブレシア県・マリーニョ市 

4月10日 G.マルコーニ小学校  イタリア・ブレシア県・ムーラ市  
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4月10日 グリエルモ・マルコーニ国立理系高校 イタリア・フォッジャ県・フォッジャ市 

4月11日 ウゴリーニ小学校 イタリア・ブレシア県・ブレシア市 

4月11日 B＆B　ジョイフル・ピープル イタリア・バーリ県・アルベロベッロ市 

4月13日 アウグスト・リギ科学高校 イタリア・ローマ県・ローマ市 

4月13日 ジャンカルト・シプレッシー樹木園 イタリア・ペスカーラ県・マノペッロ市 

4月27日 アレーマ協会本部  　　　　イタリア・サレルノ県・カーヴァ・デ・ティッレーニ市 

5月15日 環境療法トラスト イギリス・グロスターシャ・トッティントン  

   

2014
 

3月16日 公立公園（パッシラーノ市役所近く） イタリア・ブレシア県・パッシラーノ市 

3月19日 シルヴァーノ・ドルバ幼稚園 イタリア・アレッサンドリア県・シルヴァーノ・ドルバ
市 

3月20日 ミランドラ幼稚園 イタリア・モデナ県・ミランドラ市 

3月24日 G.ロダリ小学校 イタリア・マントバ県・バニョーロ・サン・ヴイート市 

3月24日 グラスミア小学校 イギリス・ロンドン 

3月28日 ロルッソ・クトゥニョ刑務所女囚用庭 イタリア・トリノ県・トリノ市 

4月3日 ブレシア精神障害者支援財団  
ヴィッラ・ザナルデッリの庭 イタリア・ブレシア県・マデルノ市 

4月14日 ベアト・ルイジ・パラッツォロ小学校 イタリア・シラクーザ県・レンティーニ市 

4月25日 平和の円形劇場・芸術多目的センター イタリア・トリノ県・ヴェナーウス市  

4月28日 コミュニティ小学校 マリ共和国・イェレケブグー・ファンシラ・コロ村 

4月29日 コミュニティ小学校  マリ共和国・イェレケブグー・ンティエアニ村 

5月1日 サラ公園 イタリア・レッジョ・カラブリア県・リアーチェ市 

5月2日 「知識の鍵」図書館 マリ共和国・カティ 

5月21日 アレッサンドロ・ボルタ高等教育研究所 イタリア・パヴィーア県・パビア市 

6月19日 エルビラ・ヴァトヴェク小学校 スロベニア・ストルニャン 

10月/11月 ンゴロファラ村の診療所 マリ共和国・ンゴロファラ 

10月/11日 ジギヤ・ソ・リハビリテーション               マリ共和国・カティ 

  

2015
 

3月20日 ローマ・ラ・サピエンツァ大学 イタリア・ローマ県・ローマ市 

3月30日 サンコノ小学校 イタリア・カターニャ県・サンコノ市 

4月1日 公立公園（フィクッレ市） イタリア・テルニ県・フィクッレ市 
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4月11日 ブレシアの丘公園　旧陸軍火薬庫跡地 イタリア・ブレシア県・セラティカ市 

4月12日 バラックスレーン・ 
コミュニティガーデン イギリス・オックスフォード 

5月11日 サン・ミケーレ・ディ・ 
ガンツァリーア市小学校 イタリア・カターニャ県サン・ミケーレ・ディ・ガンツァリーア市 

5月21日 ロンバーグパーク植物園 ドイツ・ドルトムント 

10月24日 ガッリ公園　 イタリア・ミラノ県・ミラノ市 

 サン・マルテイーノ幼稚園 イタリア・ブレシア県・ブレシア市 

  

2016 
 

3月19日 ビアブレシア公園  イタリア・ブレシア県・ロデンゴサイアーノ市 

3月20日 晴嵐館　書道の美術館  日本・愛知県・江南市 

4月2日  サン・ジャコモ・デッラ・ 
セニョーテ小学校　 イタリア・マントヴァ県・サン・ジャコモ・デッラ・セニョーテ市 

4月9日  パルデノ・フランチャコルタ 
小学校近くの公園 イタリア・ブレシア県・カステニヤート市 

4月9日  ガエターノ・ネグリ障碍者支援協会 イタリア・ミラノ県・ミラノ市 

4月9日  カスティリオーネ・オローナ中学校　       イタリア・ヴァレーゼ県・カスティリオーネ・オローナ市 

4月29日 ニッコロ・トンマゼーオ総合学校  イタリア・トリノ県・トリノ市 

4月29日 フェルゲイラス市立図書館 ポルトガル・リクサ 

9月17日　 ウブントゥ公園  イタリア・コモ県・ルラーテ・カッチーヴィオ市 

アッツァーノ・メッラ総合学校　               イタリア・ブレシア県・アッツァーノ・メッラ市 

  

2017
 

3月19日 ルメン自然医学協会  イタリア・ピアチェンツァ県・サン・ピエトロ・イン・チェッロ市 

3月20日 F. フェリーニ総合学校 イタリア・ローディ県・タヴァッツァーノ・コン・ヴィッラヴェスコ市 

3月21日 ペルージャ大学農学部 イタリア・ペルージャ県・ペルージャ市 

3月22日　 ミベ アートスクール イタリア・キエーティ県・キエーティ市 

3月24日　 キエーティ第3総合学校の小学校 イタリア・キエーティ県・キエーティ市 

3月24日 アレクサンダーランガー公園 イタリア・トレント自治県・トレント市 

3月25日 ヴィッキオ小学校　 イタリア・フィレンツェ県・ヴィッキオ市 

3月27日 カルペネードロ総合学校  イタリア・ブレシア県・ カルペネードロ市 

3月28日 公立公園（ルメッツァーネ市） イタリア・ブレシア県・ルメッツァーネ市 

3月31日 ファイアル植物園 ポルトガル・ファイアル島  
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4月11日 G.B.ビコ科学高校　 イタリア・サレルノ県・ノチェーラ・インフェリオーレ市 

4月16日　 ガルバルディ国立公園 イタリア・エンナ県・ピアッツァ・アルメリーナ市 

4月21日 公立公園（カルタジロネ市） イタリア・カターニャ県・カルタジロネ市 

4月21日 V.アルフィエーリ中学校 イタリア・コモ県・ルラーテ・カッチーヴィオ市 

 ジョバンニ・ボヴィオ中学校 イタリア・フォッジャ県・ フォッジャ市  

  カルドゥス専門学校 イタリア・ミラノ県・ミラノ市 

  

2018
 

3月16日 モントーネの記念公園 イタリア・ペルージャ県・モントーネ市 

3月22日 アルフレード・ションディ図書館 イタリア・ミラノ県・カッサーノ・ダッダ市 

3月23日 スクーリ小学校   イタリア・ベルガモ県・ベルガモ市 

3月26日 A.マンゾーニ小学校 イタリア・ヴァレーゼ県・ヴェネゴーノ・インフェリオーレ市 

3月27日 マルコ・ポーロ総合学校 
チェーザレ・グァスティ小学校　 イタリア・プラート県・プラト市 

3月 カミニョーネ小学校  イタリア・ブレシア県・パッシラーノ市 

4月20日 バズメット農園 イタリア・ミラノ県・ミラノ市 

4月20日 S.アントニオ小学校 イタリア・ピアチェンツァ県・ピアチェンツァ市 

  

2019
 

3月16日 公立公園（ナーヴェ市） イタリア・ブレシア県・ナーヴェ市 

3月22日 G・マルコーニ総合学校 イタリア・モデナ県・モデナ市 

3月23日  ヴェスコヴァート幼稚園  イタリア・クレモナ県・ヴェスコヴァート市 

3月28日 M.L.キング小学校 イタリア・トリノ県・グルリアスコ市 

3月30日  パッシラーノ総合学校  　　 イタリア・ブレシア県・パッシラーノ市 

4月2日 パオリーナ・セコ・ 
スアルド人文音楽学校  イタリア・ベルガモ県・ベルガモ市 

4月6日 アレクサンダー・ランガー公園  イタリア・ミラノ県・リスカート市 

4月22日 ペヨ・ヤフォロフ語学学校  ブルガリア・シリストラ 

4月27日  A.ブシオラノ総合学校  イタリア・ポテンツァ県・ポテンツァ市 

4月29日 オルメア植物園  イタリア・クーネオ県・オルメア市 

5月8日　　 カラマタ　3oジムナシオ中学校　　 ギリシャ・カラマタ 

10月 イル　サルヴィアティーノホテル　 イタリア・フィレンツェ県・フィゾーレ市 
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