中通りコース
6/23 土
◎6 月 22 日(土)
山形県から引継ぎ 出発式
飯坂 乙和公園
17:30～飯坂学習センター前解散
16:00

◎6 月 23 日(日)
10:00 国見町役場出発式
10:15 藤田駅に向かって出発
10:51 藤田駅から電車で桑折駅に
11:00 出発式 桑折町商店街を行進
途中桑折町役場で休憩
12:00 旧郡役所前→保原へ移動
13:30 出発式（保原中央交流館）
保原商店街→阿武急保原駅
14:28 電車で福島に移動
15:30 あぶくま法律事務所前 出発
16:30 県庁隣の紅葉山公園で集会
(雨天時は青年会館で集会)

核兵器のない
世界をめざして
一歩でも二歩でも
ご一緒に
歩きましょう！

浜通りコース

◎6 月 23 日(日)
14:00 新地町谷地小屋～樋掛橋
宮城県と合流 樋掛橋～
新地町役場駐車場で引継ぎ集会
14:50 新地町内行進 新地町役場～
新地町総合公園 車で相馬市へ
◎6 月 24 日(月)
16:30 石上、農民連直売所「野馬土」
から行進
8:40 わたり病院前出発式
17:30 相馬市総合福祉センター
9:00 行進(福島県庁へ)
◎6 月 24 日(月)
(はまなす館)着
10:00 県庁 要請行動
中通り・旧飯野コース
10:30 車で移動
10:00 川俣町宣伝
11:00 蓬莱いちい駐車場集合
◎6 月 24 日(月)
移動
11:10 出発
8:30 相馬市尾浜 潮干狩り駐車場
10:50 飯野支所向い
12:00 福島大学 集合
から行進～中島ストア（車で）
交流館前集合
12:15 昼食休憩(福島大学)
10:10 南相馬市鹿島区 JA そうま本
11:00 商店街行進
◎6 月 22 日(土)
13:30 松川支所前集合
店前～西町仮設住宅(宣伝) ～
11:30 終了福島大学
17：30 厚生会館 出発集会
14:30 松川町商店街行進
鹿島区役所～（車で）
集会へ合流
19：00 コープ東店
15:00 二本松市渋川ふるさと
南相馬市役所
センター引継ぎ集会
13:10 南相馬市役所訪問
会津コース
13:40 南相馬市役所～
◎6 月 24 日(月)
◎6 月 25 日(火)
雲雀が原 野馬追祭場（車で）
17:30～18:00 会津若松市引継ぎ
9:00 安達支所前出発
14:40 小高区役所～
集会(耶麻原水協から引継ぎ)
10:00 竹田見附 休憩
小高区役所西庁舎～
18:50 若松市民会館
12:00 杉田住民センター昼食
小高区役所
14:00 本宮市大町
◎6 月 25 日(火)
15:30 集会
15:30
五百川橋引継ぎ
15:00 若松市役所
17:30 郡山市市役所前出発
磐梯町～猪苗代町
◎6 月 25 日(火)
集会(会津コース合流)
17:15 郡山市役所～
9:00 JR 浪江駅前出発 (行進)
9:50 浪江町役場訪問～
17:30 中通りコースに合流 18:30 郡山駅
11:00 富岡町役場訪問～
13:30 広野町役場訪問
（いわきと合流）
◎6 月 26 日(水)
14:00 引継ぎ式 広野町行進～
9:00 郡山市陸上競技場入口 桜通り～
16:00 四倉支所前署名行動
内環状南行
～16:30
10:00 49 号線交差点
16:40 四倉駅前集会、行進
10:30 須賀川駅引継ぎ
11:00 駅前出発 本町→結の辻・昼食休憩
◎6 月 26 日(水)
13:30 結の辻→中央体育館(車移動)
10:00～11：00
14:15 西光寺→（途中休憩）
いわき市役所訪問
→鏡石駅前通り
11:15 出発
15:00 鏡石駅
11:50～12:20
16:00 三春町ハーブガーデン付近引継ぎ
いわき駅前・街頭宣伝
15:00 労災病院出発
15:30～16:00
◎6 月 27 日(木)
内郷駅前・署名行動
8:40 三春町役場駐車場集合
9:30 三春町役場訪問 船引町内行進
◎6 月 27 日(木)
10:50 田村市役所訪問
10:00 湯本上町踏切
11:30 小野へ引継ぎ
本町通り経由
13:00 小野町役場訪問
10:30 湯本駅前
13:30 小野町役場から小野駅まで行進
～11:00 署名行動
14:10 終了
12:30 小名浜生協病院出発
15:00 平田村役場集合
～市内一周
15:30 平田村役場訪問
13:30 横町公園
16:30 古殿町役場訪問
14:20 植田駅前 署名行動
～15:00 双葉町役場訪問
◎6 月 28 日(金)
15:50 勿来市民会館
8:00 浅川町駅前集合
16:00 ロビーで総括集会
9:00 鮫川村役場訪問
17:00 茨城県平潟公民館
10:30 矢祭町役場訪問
引継ぎ
11:20 塙町役場訪問
13:00 棚倉町役場訪問
13:30 浅川町役場訪問
◎ 中通りコース
14:00 浅川町役場訪問
◎6
月
29
日(土)
福島市 6/22（土）～6/29（土） 白河市→
15:00 石川町役場訪問
8:30
矢吹町出発集会
栃木県へ
16:00 玉川村役場訪問
9:00 出発
◎ 会津コース
10:30 女石集合・引継ぎ集会 17:00 矢吹町前で
矢吹町に引継ぎ
喜多方市 6/22（土）～6/25（火） 会津若松市 10:45 出発～白河市内行進
11:30 白河市役所到着・昼食
→郡山・中通りコース
12:30 出発集会
13:00 白河市役所正面出発
◎ 浜通りコース
14:00 栃木県夕狩公民館
新地町 6/23（日）～6/27（木） いわき市→
引継ぎ集会

茨城県へ

主

催：201９年原水爆禁止国民平和大行進

福島県実行委員会

連絡先：０２４－５２２－６５１９
福島市舟場町 3－26

青年会館内

