
`2009'国民平和大行進メイン●コース 群馬県実行委員会

7月 3日 (金 ) 長野県から引継 ぎ 16:30碓氷峠集合  17:00引 継 ぎ集会

4 日 (土 )

第 1日 0確氷峠 →>松井田  連絡先 福井 洋之 県実行委員会
8:45碓 氷峠集合 9:00出発→ C128休憩→眼鏡橋 (C34)休憩→碓氷湖
横川 (休憩)→五料本陣お西 (休憩)→ 16:00松井田町支所

027-234-7275
(昼食)出発 13:00→

日 (日 )5
第 2日・ 松井田 →>安中   連絡先 中嶋 昇太郎 碓氷安中実行委員会  027-381-3171
8:45松井田支所集合 9:00出発→11:00下獅交差点→12:00郷原公会堂 (昼食)→・

13:00公会堂出発→13:30原市 (募金行動)→16:00安 中市役所

6日 (月 )

第 3日・ 安中 →>富岡    連絡先 中嶋
8:45安 中市役所集合→9:00出発 (署名行動)

岩野谷→水境公民館→16:20富岡市役所

昇太郎 准氷安中実行委員会  027-381-3171
→11100下野尻→12:00板鼻公民館 (昼食)→

7日 (火 )

第 4日・ 富岡 弓>吉井    連絡先 山田 邦彦 甘楽・ 富理実行委員会  0274-63-1072
8:45富 岡市役所集合 9:00出発→福島10:00→吉井マルコー11:30→吉井mf役場12100

第 4日・ 吉井 →>藤岡    連絡先 黒沢  功 吉井実行委員会     027387-5005
13:00吉井町役場集合 13:30出 発→ (弾薬庫コース出発13:30)→ Aコ ープ→七興山→

15:45高速道下15:55→ 16:30藤 岡市役所

(列k)

第 5日・ 藤岡 弓>高崎    連絡先 真木  肇 多野藤難実行委員会   0274-42-7911
8:30藤 圏市役所集合9:00出発→ ららん藤岡→11:30→ コープぐんま藤圏 C(昼食)

サンコーボニ「ル (休憩)→おひさま倉賀野保育園→16:30高崎市役所

第 5日・ 沼綴 弓>渋 JII 連絡先 穂苅 清一 利根沼難実行委員会   0278-24-8861
8:30沼 田市役所集合9100出発→利根中央病院→生協十二公園店→ 10:00躍和村役場10:20→
-12:00あ やど喜八 (昼食)13=05→ 14:30上 自井農協15=00発→ 15:45子持支所16:00→
→17:00渋川議役所

第 5日 `吾妻町 弓>渋川   連絡先 真砂 洋治 中之条実行委委員会   0279-75-4918
8:00吾妻町役場集合8:15出発→9:10中 之条町役場→10:20市城10,40→ 11:30東支所 (昼食)
15100金島ふれあいセンター15:30→ 16:iO渋 ,II民商接待→17100渋り::市役所

(フト)

第 6日・ 高崎 囃>前橋 連絡先 朝岡 和夫 高綺実行委員会 027-343-0097
9:15高 崎市役所集合9:48出発→新諄交差点→高崎駅前→旭町地下道→群馬 トヨタ交差点→

東三条通 り・ 五万石寿司屋前→塚沢小学校付近→井野公民館 (昼食)→ 日高町 (小休止)→
江田公民館→新前橋駅交差点→新前績公図 (小体止)→石倉衛→利根橋→紅雲町→

16:00前機市役所

第 6日・ 渋川 ■>前橋    連絡先 大島 一部 渋川実行委員会     0279-22-3822
10:00渋川市役所集合 10:00出発→渋川駅11:00集合→12130半 鐵集会所 (昼食)
→15:00下小出公園→16:30前機市役所

1 0日 (金 ) 第 7日・ 前橋 弓>伊勢崎   連絡先  田嶋 俊男 前橋実行委員会 027-265-3511
8:30前橋市役所集合 9:00出発→日本町診→朝 日町10:00→朝倉団地→すずかけ公園11:30→
山王団地→駒形町 (神社・ 昼食)12:30～ 13:30→ コープ宮子店
全群教伊勢崎支部→伊勢崎市役所弱量鋼6↑ つθ

11日 (■ ) 第 8日・ 伊勢崎 →>桐生   連絡先  山口 富雄 伊勢崎実行委員会    0270-32-4658
8:50伊 勢崎市役所集合 9:00出 発→平和公図 11:00→ ヒタチヤ11150→ 11:50東支所 13:00
→14:30桐丘短大 15:00→新稿生釈前→ 16100組生市役所

12日 (日 )

第 9甲・ 桐生 ■>太田  ｀ 連絡先 広瀬 裕  桐生実行委員会 桐生民商0277-761930
9:00機生市役所9130出発→八幡神社 10:05→ JJn茂神社11:00→広沢一本本会館 (昼食)13:15→
大円寺14:15→太田市役所16:50

第 9日「 館林 →>太田    連絡先 竹中 章夫 館林・ 邑楽実行委員会  _0276316782
8:45館林市役所集合9:00出発→9150厚 生病院10:00→ 10:30老人ホーム10:40→
11:30邑楽町役場 (昼食)12:20→ 13:30こ ぶ観音13:40→ 14:20大泉町城之内公園14:40
→15:30太田運動公園15:40→ 16:30太 田市役所

13日 (月 )

第10日・ 太田 →>上武大穫  連絡先 塩原 茂機 太田実行委員会 太田協立0276-45-4911
8:30太 田市役所集合9:00出発→9:30太 田保健所9:40→ 10:40宝泉中央公 (休憩)11100出発→

11:30常楽寺 (昼食)→ 13100出発→ 14:00下隧島す じ店 (休憩)14:15→ 14:55尾島支所
(休憩)15:20出 発→16:15世良田東照宮 (休憩・ 境コース合流)16:30出 発→

16:45上武大橋北詰→17:00上武大橋南詰
17:00引 継 ぎ集会  県実行委員会・ 太田行進国・ 境行進団 (司会・ 進行 埼玉県実行委員会)

※時間・ コースについては多少変更される場合 もあります。詳しくは地域の責任者にご連絡下さい。
※例年通 りに作成 しました。変更、誤りがありましたら事務局までご連絡願います。   、


