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2012012012016666 年年年年原水爆禁止原水爆禁止原水爆禁止原水爆禁止    国民平和大行進国民平和大行進国民平和大行進国民平和大行進三重県三重県三重県三重県コースコースコースコース    

                           原水爆禁止世界大会三重県実行委員会原水爆禁止世界大会三重県実行委員会原水爆禁止世界大会三重県実行委員会原水爆禁止世界大会三重県実行委員会    

                                                                                                        津市乙部津市乙部津市乙部津市乙部 14141414----18181818        TEL&FAX TEL&FAX TEL&FAX TEL&FAX 

059059059059----228228228228----5854585458545854    

事務局事務局事務局事務局・・・・田中田中田中田中 090 090 090 090----1072107210721072----6033603360336033    

    

☆☆☆☆ノーモアノーモアノーモアノーモア・・・・ヒロシマヒロシマヒロシマヒロシマ、、、、ノーモアノーモアノーモアノーモア・・・・ナガサキナガサキナガサキナガサキ、、、、ノーモアノーモアノーモアノーモア・・・・ビキニビキニビキニビキニ、、、、ノーモアノーモアノーモアノーモア・・・・ヒバクシャヒバクシャヒバクシャヒバクシャ!!!!        核兵器核兵器核兵器核兵器をなをなをなをな

くそうくそうくそうくそう!!!!    

☆☆☆☆核兵器全面禁止条約核兵器全面禁止条約核兵器全面禁止条約核兵器全面禁止条約をををを結結結結ばせようばせようばせようばせよう！！！！    被爆者被爆者被爆者被爆者とともにとともにとともにとともに署名署名署名署名をををを国連本部国連本部国連本部国連本部にににに届届届届けようけようけようけよう!!!!    

☆☆☆☆日本政府日本政府日本政府日本政府にににに「「「「核核核核のののの傘傘傘傘」」」」からのからのからのからの離脱離脱離脱離脱、、、、非核非核非核非核３３３３原則厳守原則厳守原則厳守原則厳守・・・・実行実行実行実行をををを迫迫迫迫ろうろうろうろう！！！！    

☆☆☆☆非核非核非核非核・・・・平和平和平和平和のののの願願願願いにいにいにいに逆行逆行逆行逆行するするするする「「「「戦争戦争戦争戦争するするするする国国国国づくりづくりづくりづくり」」」」をををを許許許許さずさずさずさず、、、、憲法憲法憲法憲法をををを守守守守りりりり、、、、活活活活かそうかそうかそうかそう！！！！    核核核核もももも基地基地基地基地もなもなもなもな

いいいい平和平和平和平和のののの日本日本日本日本をつくろうをつくろうをつくろうをつくろう!!!!    

☆☆☆☆憲法違反憲法違反憲法違反憲法違反のののの「「「「戦争法戦争法戦争法戦争法」」」」廃止廃止廃止廃止! ! ! ! 「「「「戦争戦争戦争戦争するするするする国国国国づくりづくりづくりづくり」」」」をゆるさずをゆるさずをゆるさずをゆるさず、、、、憲法憲法憲法憲法 9999 条条条条をををを守守守守りりりり、、、、活活活活かそうかそうかそうかそう!!!!    

☆☆☆☆ノーモアノーモアノーモアノーモア・・・・フクシマフクシマフクシマフクシマ！！！！    原発原発原発原発ゼロゼロゼロゼロ！！！！    政府政府政府政府・・・・東電東電東電東電にににに原発事故被災者原発事故被災者原発事故被災者原発事故被災者へのへのへのへの全面補償全面補償全面補償全面補償をををを迫迫迫迫ろうろうろうろう！！！！    放射能被害放射能被害放射能被害放射能被害

をををを根絶根絶根絶根絶しししし、、、、被爆者被爆者被爆者被爆者をををを支援支援支援支援しようしようしようしよう!!!!    

☆☆☆☆原水爆禁止原水爆禁止原水爆禁止原水爆禁止 2016201620162016 年世界大会年世界大会年世界大会年世界大会・・・・広島広島広島広島にににに集集集集まろまろまろまろうううう！！！！    

    

日程日程日程日程・・・・コースコースコースコース    （（（（→→→→→→→→はははは徒歩徒歩徒歩徒歩、、、、……………………ははははクルマクルマクルマクルマ移動移動移動移動、、、、斜体斜体斜体斜体はははは変更箇所変更箇所変更箇所変更箇所））））    

【【【【和歌山和歌山和歌山和歌山――――広島広島広島広島コースコースコースコース】】】】    

6666／／／／        8888（（（（水水水水））））紀宝町役場前紀宝町役場前紀宝町役場前紀宝町役場前（（（（旧鵜殿村役場旧鵜殿村役場旧鵜殿村役場旧鵜殿村役場））））（（（（8:308:308:308:30 集合集合集合集合））））……………………御浜町役場御浜町役場御浜町役場御浜町役場……………………熊野市役所前熊野市役所前熊野市役所前熊野市役所前(12:00(12:00(12:00(12:00 昼食昼食昼食昼食、、、、13:0013:0013:0013:00

出出出出発発発発))))→→→→→→→→大泊大泊大泊大泊……………………井内浦井内浦井内浦井内浦……………………新鹿新鹿新鹿新鹿……………………遊木遊木遊木遊木……………………梶賀梶賀梶賀梶賀……………………曾根曾根曾根曾根……………………賀田賀田賀田賀田……………………古江古江古江古江……………………三木里三木里三木里三木里…………

…………三木浦三木浦三木浦三木浦……………………九鬼九鬼九鬼九鬼……………………尾鷲市尾鷲市尾鷲市尾鷲市・・・・矢矢矢矢ノノノノ浜浜浜浜(17:15)(17:15)(17:15)(17:15)→→→→→→→→尾鷲児童公園尾鷲児童公園尾鷲児童公園尾鷲児童公園(18:00(18:00(18:00(18:00 着着着着))))    

                

9999（（（（木木木木））））尾鷲尾鷲尾鷲尾鷲市役所市役所市役所市役所(8:30(8:30(8:30(8:30 集合集合集合集合))))→→→→→→→→坂坂坂坂場町場町場町場町……………………紀北町相賀紀北町相賀紀北町相賀紀北町相賀→→→→→→→→海山総合支所海山総合支所海山総合支所海山総合支所→→→→→→→→引本引本引本引本……………………矢口矢口矢口矢口……………………馬瀬馬瀬馬瀬馬瀬…………

…………紀伊長島三浦紀伊長島三浦紀伊長島三浦紀伊長島三浦……………………紀北消防署紀北消防署紀北消防署紀北消防署→→→→→→→→紀北町役場紀北町役場紀北町役場紀北町役場→→→→→→→→紀伊長島駅前紀伊長島駅前紀伊長島駅前紀伊長島駅前(1(1(1(13333::::33330000 着着着着))))        ((((宣伝宣伝宣伝宣伝カーカーカーカーはははは伊勢伊勢伊勢伊勢

市市市市へへへへ移動移動移動移動))))            

    

11110000 ( ( ( (金金金金））））    《《《《宣伝行動宣伝行動宣伝行動宣伝行動》》》》    大紀町大紀町大紀町大紀町訪問訪問訪問訪問（（（（担当担当担当担当・・・・紀北紀北紀北紀北））））    志摩市志摩市志摩市志摩市、、、、鳥羽市訪問鳥羽市訪問鳥羽市訪問鳥羽市訪問（（（（担当担当担当担当・・・・志摩志摩志摩志摩））））    多気町多気町多気町多気町、、、、大大大大

台町訪問台町訪問台町訪問台町訪問（（（（担当担当担当担当・・・・松阪松阪松阪松阪））））    南伊勢町南伊勢町南伊勢町南伊勢町、、、、玉城町玉城町玉城町玉城町、、、、度会町度会町度会町度会町訪問訪問訪問訪問 ( ( ( (担当担当担当担当・・・・伊勢伊勢伊勢伊勢))))    

    

11111111((((土土土土) ) ) )     伊勢市役所前伊勢市役所前伊勢市役所前伊勢市役所前(8:30(8:30(8:30(8:30 集合集合集合集合))))→→→→→→→→外宮前交差点外宮前交差点外宮前交差点外宮前交差点→→→→→→→→三交三交三交三交バスバスバスバス停左折停左折停左折停左折→→→→→→→→ローソンローソンローソンローソン前右折前右折前右折前右折→→→→→→→→踏切前左踏切前左踏切前左踏切前左

折折折折→→→→→→→→山田上口山田上口山田上口山田上口駅前駅前駅前駅前→→→→→→→→宮川橋宮川橋宮川橋宮川橋→→→→→→→→南部車校前南部車校前南部車校前南部車校前→→→→→→→→宮川駅前宮川駅前宮川駅前宮川駅前→→→→→→→→宮川書店宮川書店宮川書店宮川書店・・・・コープコープコープコープみやがわみやがわみやがわみやがわ

（（（（10:1010:1010:1010:10 着着着着・・・・10:3010:3010:3010:30 出発出発出発出発））））→→→→→→→→小俣小裏小俣小裏小俣小裏小俣小裏→→→→→→→→へんばへんばへんばへんば餅餅餅餅(11:00)(11:00)(11:00)(11:00)→→→→→→→→参宮街道参宮街道参宮街道参宮街道→→→→→→→→明星駅前明星駅前明星駅前明星駅前(12:1(12:1(12:1(12:10000

昼食昼食昼食昼食、、、、13:0013:0013:0013:00 出発出発出発出発))))→→→→→→→→斎宮斎宮斎宮斎宮→→→→→→→→櫛田櫛田櫛田櫛田→→→→→→→→上川上川上川上川町町町町→→→→→→→→久保久保久保久保→→→→→→→→垣鼻垣鼻垣鼻垣鼻→→→→→→→→三角公園三角公園三角公園三角公園((((16:3016:3016:3016:30 着着着着、、、、松阪松阪松阪松阪

へへへへ引継引継引継引継ぎぎぎぎ))))→→→→→→→→愛宕町愛宕町愛宕町愛宕町→→→→→→→→平生町平生町平生町平生町    →→→→→→→→日野町日野町日野町日野町→→→→→→→→松阪駅前松阪駅前松阪駅前松阪駅前(17:00(17:00(17:00(17:00 着着着着))))    

    

12121212 日日日日((((日日日日)~)~)~)~13 13 13 13 日日日日((((月月月月））））休養日休養日休養日休養日    （（（（北勢北勢北勢北勢コースコースコースコースはははは行進行進行進行進開始開始開始開始））））    

    

                14141414 ( ( ( (火火火火)  )  )  )  松阪駅前松阪駅前松阪駅前松阪駅前(8:30(8:30(8:30(8:30 集合集合集合集合))))→→→→→→→→中町中町中町中町→→→→→→→→本町本町本町本町→→→→→→→→松阪市役所松阪市役所松阪市役所松阪市役所(9:00)(9:00)(9:00)(9:00)→→→→→→→→本町本町本町本町→→→→→→→→西町西町西町西町→→→→→→→→川井町川井町川井町川井町→→→→→→→→船船船船

江江江江→→→→→→→→六軒六軒六軒六軒→→→→→→→→三雲三雲三雲三雲地域振興局地域振興局地域振興局地域振興局(11:30(11:30(11:30(11:30 昼食昼食昼食昼食、、、、12:3012:3012:3012:30 出発出発出発出発))))……………………エンマエンマエンマエンマ堂堂堂堂(13:00)(13:00)(13:00)(13:00)→→→→→→→→柳山柳山柳山柳山・・・・生協病院生協病院生協病院生協病院

(13:15)(13:15)(13:15)(13:15)→→→→→→→→三重会館前三重会館前三重会館前三重会館前(13:50)(13:50)(13:50)(13:50)→→→→→→→→津津津津おおおお城西公園城西公園城西公園城西公園(14:00(14:00(14:00(14:00 着着着着))))    

◎◎◎◎生協生協生協生協、、、、三友会三友会三友会三友会とととと合流合流合流合流＝＝＝＝津津津津おおおお城西公園城西公園城西公園城西公園(14:00(14:00(14:00(14:00～～～～14:314:314:314:30)(0)(0)(0)(津市長津市長津市長津市長、、、、市議会議長市議会議長市議会議長市議会議長のののの挨拶挨拶挨拶挨拶をををを受受受受けたあとけたあとけたあとけたあと、、、、

教育文化会館教育文化会館教育文化会館教育文化会館までまでまでまで行進行進行進行進))))    
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                        おおおお城西公園城西公園城西公園城西公園(14:3(14:3(14:3(14:30)0)0)0)→→→→→→→→RRRR23232323→→→→津駅入津駅入津駅入津駅入口右口右口右口右折折折折→→→→→→→→教育文化教育文化教育文化教育文化会館会館会館会館でででで生協連生協連生協連生協連・・・・三友会三友会三友会三友会とととと合同集会合同集会合同集会合同集会(1(1(1(15555::::33330000

～～～～11116666::::33330000))))    

    

        15151515((((水水水水) ) ) )     三重県庁前三重県庁前三重県庁前三重県庁前(13:00(13:00(13:00(13:00 集合集合集合集合))))→→→→→→→→栄町栄町栄町栄町→→→→→→→→津駅前津駅前津駅前津駅前→→→→→→→→旧道上浜町旧道上浜町旧道上浜町旧道上浜町→→→→→→→→中野中野中野中野→→→→→→→→一身田団地一身田団地一身田団地一身田団地→→→→→→→→高田本高田本高田本高田本

山西門山西門山西門山西門(15:00(15:00(15:00(15:00 出発出発出発出発))))……………………椋本新屋敷椋本新屋敷椋本新屋敷椋本新屋敷(15:20)(15:20)(15:20)(15:20)→→→→→→→→学童保育芸濃学童保育芸濃学童保育芸濃学童保育芸濃 KIDSKIDSKIDSKIDS(15(15(15(15::::40404040))))……………………亀山市天神町亀山市天神町亀山市天神町亀山市天神町

(16:(16:(16:(16:00000000))))→→→→→→→→御幸町御幸町御幸町御幸町→→→→→→→→亀山市役所亀山市役所亀山市役所亀山市役所(16:(16:(16:(16:30303030 着着着着))))    

    

        16161616((((木木木木)  )  )  )  亀山東小学校前亀山東小学校前亀山東小学校前亀山東小学校前(9:15(9:15(9:15(9:15 集合集合集合集合))))→→→→→→→→本町本町本町本町→→→→→→→→東町東町東町東町→→→→→→→→西町西町西町西町→→→→→→→→野村野村野村野村……………………関町木崎関町木崎関町木崎関町木崎→→→→→→→→中町中町中町中町→→→→→→→→関町支関町支関町支関町支

所所所所(11:00)(11:00)(11:00)(11:00)→→→→→→→→新所新所新所新所……………………加太市場加太市場加太市場加太市場……………………板屋板屋板屋板屋……………………中在家中在家中在家中在家……………………伊賀町伊賀町伊賀町伊賀町ドライブインドライブインドライブインドライブイン(11:40(11:40(11:40(11:40 昼食昼食昼食昼食・・・・12:4012:4012:4012:40

出発出発出発出発))))……………………伊賀支所伊賀支所伊賀支所伊賀支所(13:(13:(13:(13:11110000 出発出発出発出発))))→→→→→→→→新堂駅新堂駅新堂駅新堂駅……………………阿山支所阿山支所阿山支所阿山支所((((13:5013:5013:5013:50 着着着着・・・・11114444::::00000000 出発出発出発出発))))……………………佐那具佐那具佐那具佐那具……………………

鍵鍵鍵鍵のののの辻辻辻辻(15(15(15(15:10):10):10):10)→→→→→→→→向島町向島町向島町向島町→→→→→→→→西町西町西町西町→→→→→→→→中町中町中町中町→→→→→→→→東町東町東町東町→→→→→→→→伊賀市役所伊賀市役所伊賀市役所伊賀市役所((((16161616::::00000000 着着着着))))            

    

17(17(17(17(金金金金))))        伊賀市役所前伊賀市役所前伊賀市役所前伊賀市役所前(8:(8:(8:(8:30303030 集合集合集合集合、、、、8:458:458:458:45 出発出発出発出発))))→→→→→→→→銀座銀座銀座銀座通通通通りりりり→→→→→→→→恵美須町交差点恵美須町交差点恵美須町交差点恵美須町交差点→→→→→→→→桑町桑町桑町桑町→→→→→→→→四十九町四十九町四十九町四十九町…………

…………依那古依那古依那古依那古……………………丸山丸山丸山丸山……………………上上上上・・・・下神戸下神戸下神戸下神戸→→→→→→→→比土比土比土比土→→→→→→→→青山支所青山支所青山支所青山支所(11(11(11(11::::45454545 昼食昼食昼食昼食、、、、12121212::::45454545 出発出発出発出発))))→→→→→→→→阿保阿保阿保阿保→→→→→→→→

羽根羽根羽根羽根……………………上小波田上小波田上小波田上小波田・・・・プラザホテルプラザホテルプラザホテルプラザホテル前前前前(13:15(13:15(13:15(13:15))))→→→→→→→→桔梗桔梗桔梗桔梗がががが丘丘丘丘 7777、、、、8888 番町番町番町番町→→→→→→→→桔梗桔梗桔梗桔梗がががが丘丘丘丘 1111、、、、3333 番町番町番町番町→→→→→→→→

桔梗桔梗桔梗桔梗がががが丘商店街丘商店街丘商店街丘商店街→→→→→→→→桔梗桔梗桔梗桔梗がががが丘駅丘駅丘駅丘駅(14:15(14:15(14:15(14:15、、、、小休憩小休憩小休憩小休憩))))→→→→→→→→桔梗桔梗桔梗桔梗がががが丘橋丘橋丘橋丘橋((((名張桔梗名張桔梗名張桔梗名張桔梗がががが丘線丘線丘線丘線))))→→→→→→→→鴻之台鴻之台鴻之台鴻之台→→→→

→→→→希央台希央台希央台希央台((((東町中河原線東町中河原線東町中河原線東町中河原線))))→→→→→→→→R165R165R165R165 経由経由経由経由→→→→→→→→名張市役所名張市役所名張市役所名張市役所前前前前(15:15(15:15(15:15(15:15 着着着着))))……………………    奈良奈良奈良奈良・・・・山添村役場山添村役場山添村役場山添村役場    

((((16:16:16:16:15151515 着着着着、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県へへへへ引継引継引継引継ぎぎぎぎ))))    

        

【【【【北勢北勢北勢北勢――――津津津津コースコースコースコース】】】】    

        10101010((((金金金金))))    《《《《宣伝行動宣伝行動宣伝行動宣伝行動》》》》木曽岬町木曽岬町木曽岬町木曽岬町(13:00)(13:00)(13:00)(13:00)、、、、東員町東員町東員町東員町(16:0(16:0(16:0(16:00)0)0)0)、、、、いなべいなべいなべいなべ市市市市(1(1(1(16666::::33330)0)0)0)、、、、菰野町菰野町菰野町菰野町(16:30)(16:30)(16:30)(16:30)、、、、木曽岬町木曽岬町木曽岬町木曽岬町（（（（担当担当担当担当・・・・

桑員桑員桑員桑員））））    

                    

12 (12 (12 (12 (日日日日))))        桑名市役所前桑名市役所前桑名市役所前桑名市役所前(9:00(9:00(9:00(9:00 集合集合集合集合))))→→→→→→→→中央町中央町中央町中央町→→→→→→→→福江町福江町福江町福江町→→→→→→→→大福大福大福大福→→→→→→→→安永安永安永安永→→→→→→→→町屋橋町屋橋町屋橋町屋橋→→→→→→→→朝日町役場朝日町役場朝日町役場朝日町役場

(10:30)(10:30)(10:30)(10:30)→→→→近鉄近鉄近鉄近鉄富州原駅前富州原駅前富州原駅前富州原駅前(12:00(12:00(12:00(12:00 昼食昼食昼食昼食、、、、13:0013:0013:0013:00 出発出発出発出発))))→→→→→→→→平治郎橋平治郎橋平治郎橋平治郎橋→→→→→→→→近鉄近鉄近鉄近鉄富田駅前富田駅前富田駅前富田駅前→→→→→→→→富田小学富田小学富田小学富田小学

校前校前校前校前→→→→→→→→阿倉川阿倉川阿倉川阿倉川駅駅駅駅前前前前((((15:00)15:00)15:00)15:00)→→→→→→→→諏訪新道諏訪新道諏訪新道諏訪新道→→→→→→→→四日市市役所四日市市役所四日市市役所四日市市役所(16:30(16:30(16:30(16:30 着着着着))))    

            

13 (13 (13 (13 (月月月月) ) ) )     四日市市役所前四日市市役所前四日市市役所前四日市市役所前(9:30(9:30(9:30(9:30 集合集合集合集合))))→→→→→→→→近鉄四日市駅前近鉄四日市駅前近鉄四日市駅前近鉄四日市駅前→→→→→→→→旧旧旧旧１１１１号線号線号線号線→→→→→→→→赤堀赤堀赤堀赤堀→→→→→→→→日永日永日永日永→→→→→→→→前田町前田町前田町前田町→→→→→→→→

追分駅前追分駅前追分駅前追分駅前(12:00(12:00(12:00(12:00 昼食昼食昼食昼食、、、、13:013:013:013:00000 出発出発出発出発))))……………………県道県道県道県道……………………高岡公園高岡公園高岡公園高岡公園(13:10)(13:10)(13:10)(13:10)→→→→→→→→旧旧旧旧 R23R23R23R23→→→→→→→→須賀信号右折須賀信号右折須賀信号右折須賀信号右折→→→→

→→→→三叉路左折三叉路左折三叉路左折三叉路左折→→→→→→→→常盤町常盤町常盤町常盤町→→→→→→→→神戸公民館神戸公民館神戸公民館神戸公民館(14:00(14:00(14:00(14:00～～～～14:40)14:40)14:40)14:40)→→→→→→→→西条西条西条西条→→→→→→→→神戸神戸神戸神戸 2222 丁目丁目丁目丁目→→→→→→→→神戸神戸神戸神戸 3333 丁丁丁丁

目目目目→→→→→→→→旧旧旧旧 R23R23R23R23 経由経由経由経由→→→→→→→→神戸神戸神戸神戸 1111 丁目丁目丁目丁目→→→→→→→→鈴鹿鈴鹿鈴鹿鈴鹿市役所市役所市役所市役所((((15:4015:4015:4015:40 着着着着))))    

            

14 (14 (14 (14 (火火火火))))    鈴鹿市体育館鈴鹿市体育館鈴鹿市体育館鈴鹿市体育館東玄関東玄関東玄関東玄関(8:30(8:30(8:30(8:30 集合集合集合集合、、、、8:408:408:408:40 出発出発出発出発))))→→→→→→→→愛宕愛宕愛宕愛宕→→→→→→→→江島江島江島江島→→→→→→→→白子公民館白子公民館白子公民館白子公民館(9:20(9:20(9:20(9:20～～～～9:50)9:50)9:50)9:50)→→→→→→→→鼓鼓鼓鼓

ケケケケ浦浦浦浦公民館公民館公民館公民館(10:45)(10:45)(10:45)(10:45)……………………千里団地千里団地千里団地千里団地(11:05)(11:05)(11:05)(11:05)→→→→→→→→河芸町公民館河芸町公民館河芸町公民館河芸町公民館 ( ( ( (12:1512:1512:1512:15 昼食昼食昼食昼食、、、、13:0013:0013:0013:00 出発出発出発出発))))……………………県自治県自治県自治県自治

会館前会館前会館前会館前（（（（津税務署津税務署津税務署津税務署のののの南向南向南向南向いいいい））））(13:20)(13:20)(13:20)(13:20)→→→→→→→→愛宕愛宕愛宕愛宕町町町町→→→→→→→→東東東東町町町町→→→→→→→→R23R23R23R23 経由経由経由経由→→→→→→→→三重会館前三重会館前三重会館前三重会館前(13:50)(13:50)(13:50)(13:50)

→→→→→→→→津津津津おおおお城西公園城西公園城西公園城西公園(14:00(14:00(14:00(14:00 着着着着))))（（（（和歌山和歌山和歌山和歌山コースコースコースコースにににに合流合流合流合流））））    

            

◎◎◎◎生協生協生協生協、、、、三友会三友会三友会三友会とととと合流合流合流合流＝＝＝＝津津津津おおおお城西公園城西公園城西公園城西公園(14:00(14:00(14:00(14:00～～～～14:314:314:314:30)0)0)0)     ( ( ( (津市長津市長津市長津市長・・・・議長議長議長議長のののの挨拶挨拶挨拶挨拶をををを受受受受けたけたけたけたあとあとあとあと、、、、県庁県庁県庁県庁までまでまでまで行進行進行進行進))))    

            おおおお城西公園城西公園城西公園城西公園(14:3(14:3(14:3(14:30)0)0)0)→→→→→→→→R23R23R23R23→→→→→→→→津駅入口津駅入口津駅入口津駅入口右右右右折折折折→→→→→→→→教育文化教育文化教育文化教育文化会館会館会館会館でででで生協連生協連生協連生協連・・・・三友会三友会三友会三友会とととと終結終結終結終結集会集会集会集会(15(15(15(15::::33330000～～～～

16161616::::33330000))))    

    

【【【【久居久居久居久居コースコースコースコース】】】】    

        14 (14 (14 (14 (火火火火))))    旧旧旧旧久居総合支所久居総合支所久居総合支所久居総合支所(10:30(10:30(10:30(10:30 集合集合集合集合))))→→→→→→→→陸上自衛隊久居駐屯地前陸上自衛隊久居駐屯地前陸上自衛隊久居駐屯地前陸上自衛隊久居駐屯地前(11:30)(11:30)(11:30)(11:30)……………………エンマエンマエンマエンマ堂堂堂堂(13:00)(13:00)(13:00)(13:00)（（（（和歌山和歌山和歌山和歌山・・・・

広島広島広島広島コーコーコーコーススススにににに合流合流合流合流））））    



3 

 

各各各各コースコースコースコースのののの責任者責任者責任者責任者・・・・連絡先一連絡先一連絡先一連絡先一覧覧覧覧                ※※※※取扱注意取扱注意取扱注意取扱注意    

    

〇〇〇〇和歌山和歌山和歌山和歌山――――広島広島広島広島コースコースコースコース                宣伝宣伝宣伝宣伝カーカーカーカー    三重三重三重三重８００８００８００８００－－－－すすすす－－－－４６８０４６８０４６８０４６８０    

                                                                                    三重三重三重三重４８０４８０４８０４８０－－－－きききき－－－－１５３１１５３１１５３１１５３１    

    

６６６６月月月月８８８８日日日日（（（（水水水水））））紀宝町役場紀宝町役場紀宝町役場紀宝町役場（（（（8888：：：：30303030 集合集合集合集合））））→→→→    尾鷲児童公園尾鷲児童公園尾鷲児童公園尾鷲児童公園（（（（16161616：：：：00000000 着着着着））））    

                                        責任者責任者責任者責任者＝＝＝＝原章三原章三原章三原章三        090090090090－－－－7494749474947494－－－－5094509450945094    

        ９９９９日日日日（（（（木木木木））））尾鷲尾鷲尾鷲尾鷲市役所市役所市役所市役所（（（（8888：：：：30303030 集合集合集合集合））））→→→→    紀伊長島駅前紀伊長島駅前紀伊長島駅前紀伊長島駅前（（（（13131313：：：：30303030 着着着着））））    

                                        責任者責任者責任者責任者＝＝＝＝前川洋勝前川洋勝前川洋勝前川洋勝            090090090090－－－－2680268026802680－－－－9966996699669966        

    １１１１1111 日日日日（（（（土土土土））））伊勢市役所伊勢市役所伊勢市役所伊勢市役所（（（（8888：：：：30303030 集合集合集合集合））））→→→→    松阪駅前松阪駅前松阪駅前松阪駅前（（（（17171717：：：：00000000 着着着着））））    

                                        責任者責任者責任者責任者＝＝＝＝黒木騎代春黒木騎代春黒木騎代春黒木騎代春        090090090090－－－－7694769476947694－－－－2758275827582758        

    １４１４１４１４日日日日（（（（火火火火））））松阪駅前松阪駅前松阪駅前松阪駅前（（（（8888：：：：30303030 集合集合集合集合））））→→→→    津津津津おおおお城西公園城西公園城西公園城西公園（（（（14141414：：：：00000000 着着着着））））    

                                        責任者責任者責任者責任者＝＝＝＝谷口英志谷口英志谷口英志谷口英志            090090090090－－－－5555888873737373－－－－3361336133613361    

        １５１５１５１５日日日日（（（（水水水水））））三重県庁三重県庁三重県庁三重県庁（（（（13131313：：：：00000000 集合集合集合集合））））→→→→    亀山市役所亀山市役所亀山市役所亀山市役所（（（（16161616：：：：30303030 着着着着））））        

                                        責任者責任者責任者責任者＝＝＝＝若林泰弘若林泰弘若林泰弘若林泰弘             090 090 090 090－－－－8959895989598959－－－－0968096809680968    

        １６１６１６１６日日日日（（（（木木木木））））亀山東小学校亀山東小学校亀山東小学校亀山東小学校（（（（9999：：：：15151515 集合集合集合集合））））→→→→    伊賀市役所伊賀市役所伊賀市役所伊賀市役所（（（（16161616：：：：00000000 着着着着））））    

                                        責任者責任者責任者責任者＝＝＝＝服部紀服部紀服部紀服部紀郎郎郎郎        090090090090－－－－2345234523452345－－－－6568656865686568    

        １１１１7777 日日日日（（（（金金金金））））伊賀市役所伊賀市役所伊賀市役所伊賀市役所（（（（8888：：：：30303030 集合集合集合集合））））→→→→    奈良奈良奈良奈良・・・・山添村役場山添村役場山添村役場山添村役場（（（（16161616：：：：15151515 着着着着））））    

                                        責任者責任者責任者責任者＝＝＝＝森永勝二森永勝二森永勝二森永勝二        090090090090－－－－4112411241124112－－－－8997899789978997        

            

〇〇〇〇北勢北勢北勢北勢――――津津津津コースコースコースコース                        宣伝宣伝宣伝宣伝カーカーカーカー    三重三重三重三重    ４６４６４６４６ほほほほ８８５９８８５９８８５９８８５９    

    

６６６６月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（日日日日））））桑名市役所桑名市役所桑名市役所桑名市役所（（（（9999：：：：00000000 集合集合集合集合））））→→→→    四日市市役所四日市市役所四日市市役所四日市市役所（（（（16161616：：：：30303030 着着着着））））    

                                                責任者責任者責任者責任者＝＝＝＝羽場正一羽場正一羽場正一羽場正一    090090090090－－－－5608560856085608－－－－3113311331133113                

        １３１３１３１３日日日日（（（（月月月月））））四日市市役所四日市市役所四日市市役所四日市市役所（（（（9999：：：：30303030 集合集合集合集合））））→→→→    鈴鹿市役所鈴鹿市役所鈴鹿市役所鈴鹿市役所（（（（15151515：：：：40404040 着着着着））））    

                                                責任者責任者責任者責任者＝＝＝＝寺崎由郎寺崎由郎寺崎由郎寺崎由郎        090090090090----5007500750075007----4723472347234723    

                １４１４１４１４日日日日（（（（火火火火））））鈴鹿市体育館東玄関鈴鹿市体育館東玄関鈴鹿市体育館東玄関鈴鹿市体育館東玄関（（（（8888：：：：30303030 集合集合集合集合））））→→→→    津津津津おおおお城西公園城西公園城西公園城西公園（（（（14141414：：：：00000000 着着着着・・・・本行進本行進本行進本行進とととと合流合流合流合流））））    

                                                責任者責任者責任者責任者＝＝＝＝川北秀洋川北秀洋川北秀洋川北秀洋        090090090090－－－－1099109910991099－－－－2633263326332633    

    

〇〇〇〇久居久居久居久居コースコースコースコース    

    

６６６６月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（火火火火））））旧久居市役所旧久居市役所旧久居市役所旧久居市役所（（（（10101010：：：：30303030 集合集合集合集合））））→→→→    津津津津エンマエンマエンマエンマ堂前堂前堂前堂前（（（（13131313：：：：00000000 着着着着・・・・本行進本行進本行進本行進とととと合流合流合流合流））））    

                                                責任者責任者責任者責任者＝＝＝＝    釜井敏行釜井敏行釜井敏行釜井敏行    090090090090－－－－5100510051005100－－－－5555444444442222            

    

※※※※事務局事務局事務局事務局連絡先連絡先連絡先連絡先    田中田中田中田中＝＝＝＝090090090090----1072107210721072----6033 6033 6033 6033 又又又又はははは 059059059059----228228228228----5854 (5854 (5854 (5854 (県原水協県原水協県原水協県原水協))))    

 

 

 

 

 

 


