
8：50 集合 8：50 集合 8：30 集合

9：00～9：25 8：50～9：00 8：30～8：50

場所 三崎公園（県境､国道7号沿い） 9：30 出発 9：00 出発 9：00 出発

時間 １３：３０～１４：００ 2.6km　32分 県44-余目駅-国47 1.3km　15分 950m　11分 県47

卍卍卍卍 10:00～10：20 鐘・参拝 卍卍卍卍 9：20～9：40 鐘・参拝 卍卍卍卍 9：20～9：40 鐘･参拝

600m　7分 350m　4分 1.2km　14分 県47-鶴岡ｾﾚﾓﾆｰ左折

卍卍卍卍 10:30～10：50 鐘・参拝 卍卍卍卍 9：50～10：10 参拝 10：10

通し行進者
県47-ｽｰﾊﾟｰ農道- 県332-国7-日本海東北

2.2km　6分 県357-県359 9.6km　23分 ｼﾞｮｲ右折-国345北上- 24km　28分 自動車道-国7

藤の花一丁目を左折　 (鶴岡西 ～いらがわ)

卍卍卍卍 11：00～11：30 鐘・参拝 10：45 10：40

1.0kｍ　12分 1.1km　13分 温海町内を南下

１８日　庄内町の引継ぎ集会　と 6.4km　17分 県357-県359-県43 11：00～11：15 集会 11：00

２０日　鼠ヶ関の引継ぎ集会　には 650ｍ　8分 400m　5分 住友生命左折-県44

リレー旗のある団体は必ずご参加を 卍卍卍卍 12:00～12:20 参拝 卍卍卍卍 11：25～11：45 参拝

11：10～11：30

コース途中での参加・交代の送迎は 12：30～13：30 弁当 12：40～12:50 11：30～12：30

各団体で責任をもって配車してください 300m　4分 県44

13：00～13：15 12：40

午前から午後にかけて行進する参加者 13：30 集合・出発 13：20 出発 600m　7分 県44-釜谷坂南下

は各自・各組織で昼食をご準備下さい 800ｍ　9分 駐在所-五十嵐商店 400m　5分 県48南下 12：50

市街地は前後を車ではさんで行進します 280m　3分 県333-佐竹建設左折 450ｍ　5分 日枝神社右折 7.2km　8分 国7

行進参加者の事前集約にご協力ください 1.3km 16分 500ｍ　6分 大泉橋渡って左折 13：00

事務局から団体の代表に確認いたします 14：10～14：30 800m　10分 保育園-弁天橋

14：40 出発 500ｍ　6分 銀座通り南下

今年もリレー旗等の引継ぎは各団体の 1.6km　20分

上部機関から地域支部等へ直接指示で 15：00 450ｍ　5分 山本(株)ﾍﾟｯﾄ右折

行います。団体各位でご確認下さい　 700m　9分 ﾗｺｽ角右折-信号横断 卍卍卍卍 13:50～14:20 鐘・参拝 場所 鼠ヶ関弁天島ビーチセンター

卍卍卍卍 15：10～15：30 450ｍ　5分 睦町町内南下

交通手段は各団体で手配ください 時間 １３：３０～１４：００

どうしても無理な場合 ご連絡ください 550m　7分 一小つきあたり左折

リレー旗のある団体は必ずご参加を

1.1km 14分 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ右折-国345

15：00～15：20

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・・・・原水禁世界大会鶴岡田川地区実行委員会原水禁世界大会鶴岡田川地区実行委員会原水禁世界大会鶴岡田川地区実行委員会原水禁世界大会鶴岡田川地区実行委員会2016201620162016年年年年　　　　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　　　　日程表日程表日程表日程表
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動

車

移

動

行進

旧旧旧旧 ７７７７ 号号号号 交交交交 差差差差 点点点点

行進行進

乗乗乗乗 慶慶慶慶 寺寺寺寺

引引引引 継継継継 ぎぎぎぎ 集集集集 会会会会

行進

山田　太枝さん

車

移

動

午前だけの方はココで解散

（東京・世田谷原水協　推薦）

行進

車

移

動

かかかかぶぶぶぶモモモモニニニニュュュュメメメメンンンントトトト

行進

温温温温 海海海海 駅駅駅駅

秋田県秋田県秋田県秋田県からのからのからのからの引継引継引継引継ぎぎぎぎ集会集会集会集会

山形県境にあたる酒田飽海が秋田から

引継ぎます。鶴岡田川は18日に酒田

飽海から引継ぐ形となります。

鼠鼠鼠鼠 ヶヶヶヶ 関関関関 関関関関 所所所所 跡跡跡跡

車

移

動

JAJAJAJAたたたたががががわわわわｵｵｵｵｰーーーﾄﾄﾄﾄﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ﾙﾙﾙﾙ

行進

歓歓歓歓 迎迎迎迎 集集集集 会会会会

行進

釜釜釜釜谷谷谷谷坂坂坂坂トトトトンンンンネネネネルルルル

昼休昼休昼休昼休みみみみ

市市市市 役役役役 所所所所

朝朝朝朝暘暘暘暘第第第第一一一一小小小小学学学学校校校校

宝宝宝宝 護護護護 寺寺寺寺

押押押押 切切切切 新新新新 田田田田 町町町町 内内内内

常常常常 念念念念 寺寺寺寺

金金金金 剛剛剛剛 樹樹樹樹 院院院院

猪猪猪猪 子子子子 公公公公 民民民民 館館館館

押押押押 切切切切 郵郵郵郵 便便便便 局局局局

大大大大洞洞洞洞寺寺寺寺 ････種種種種耕耕耕耕院院院院洞洞洞洞 泉泉泉泉 寺寺寺寺

行進

行進

行進

行進

行進

行進

行進

銀銀銀銀 座座座座 通通通通 りりりり

歓歓歓歓 迎迎迎迎 集集集集 会会会会

ララララ ココココ スススス

山山山山 王王王王 通通通通 りりりり

行進

日日日日吉吉吉吉町町町町ｱｱｱｱ ｰーーー ｹｹｹｹ ｰーーー ﾄﾄﾄﾄ ﾞ゙゙゙

行進

昼休昼休昼休昼休みみみみ

藤藤藤藤 のののの 花花花花 丁丁丁丁 字字字字 路路路路

行進

藤藤藤藤 島島島島 庁庁庁庁 舎舎舎舎

眞眞眞眞 秀秀秀秀 寺寺寺寺

三三三三 川川川川 町町町町 役役役役 場場場場

行進

行進

押押押押 切切切切 新新新新 田田田田 町町町町 内内内内

６６６６月月月月16161616日日日日（（（（木木木木））））

秋田県秋田県秋田県秋田県からからからから山形県山形県山形県山形県へのへのへのへの引継引継引継引継ぎのぎのぎのぎの日日日日 庄内町庄内町庄内町庄内町～～～～三川三川三川三川コースコースコースコース 鶴岡鶴岡鶴岡鶴岡～～～～温海温海温海温海～～～～鼠鼠鼠鼠ヶヶヶヶ関関関関コースコースコースコース羽黒羽黒羽黒羽黒～～～～藤島藤島藤島藤島～～～～鶴岡鶴岡鶴岡鶴岡コースコースコースコース

第第第第１１１１日目日目日目日目　　　　　　　　６６６６月月月月18181818日日日日（（（（土土土土））））

がんばろうがんばろうがんばろうがんばろう日本日本日本日本！！！！なくそうなくそうなくそうなくそう核兵器核兵器核兵器核兵器！！！！

出出出出 発発発発 集集集集 会会会会

庄庄庄庄 内内内内 町町町町 役役役役 場場場場

行進

挨拶

荘内平和観音霊場などの寺院を巡礼し、戦争犠牲者と広島･長崎の原爆犠牲者の皆様にご冥福の祈りをささげます

出出出出 発発発発 集集集集 会会会会

第第第第２２２２日目日目日目日目　　　　　　　　６６６６月月月月19191919日日日日（（（（日日日日）））） 第第第第３３３３日目日目日目日目　　　　　　　　６６６６月月月月20202020日日日日（（（（月月月月））））

行進
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到到到到 着着着着 集集集集 会会会会

新潟県新潟県新潟県新潟県へのへのへのへの引継引継引継引継ぎぎぎぎ集会集会集会集会

鶴鶴鶴鶴 岡岡岡岡 駅駅駅駅

4

.

4

k

m

行進

多多多多 福福福福 院院院院

美美美美 原原原原 町町町町 交交交交 差差差差 点点点点

南南南南 銀銀銀銀 座座座座 通通通通 りりりり

行進

車

挨拶

挨拶

挨拶

高齢協総会挨拶高齢協総会挨拶高齢協総会挨拶高齢協総会挨拶

正正正正 善善善善 院院院院

車

行進

随随随随 身身身身 門門門門

出出出出 発発発発 集集集集 会会会会 挨拶

挨拶

挨拶

挨拶

挨拶

禅禅禅禅 竜竜竜竜 寺寺寺寺

挨拶

鶴鶴鶴鶴 岡岡岡岡 市市市市 役役役役 所所所所

行進

温温温温 海海海海 庁庁庁庁 舎舎舎舎


