「核兵器のない平和な世界をめざして」

2009年 原水爆禁止 国民平和大行進 ・ 茨城 県内 日程及び コース表

[確 定]

2009年 国民平和大行進・茨城県実行委員会 (2009/5/18)
通過 自治体

月日

6/25(本 16茨 城 r13
)

6/26(1≧

)

茨城市・高萩
市・ 日立市
1ヒ

6/27(IL) 日立 市 ・ 東 海相

コース責任者

行進 ルー トとタイムスケ ジュールの予定
福島県代表 この 31き継ぎ集会 北茨城市 ・ 平潟公民館 (17:00)
16次塀 r13人 津港駅副 (9:00)→ 磯原駅前 (11:∞ )→ 高萩 rlD役 所前
(12:00・ 昼食 )→ 十王公民館 (14:30)→ 日立市役所前 (16:00)

0293‑22‑5525

日立駅前 (9:301→ 多賀支所 (12:30/昼 食 )→ 大みか駅前 (14:30)→ ス
慈 町 (15:00)→ 東 海村 (15:30歓 迎集会

0294‑37‑2160

)

正三

平

(高 萩原水協 )

小野瀬

文雄

(日 立民商 )

6/28(日 東海村・ひたちな
)

か市 。大洗町 ・茨
城町・水戸市

東海村役場 (9:001→ いば らき コープ1券 田セ ンタ ー前 (11100)→ ひた
ちなか市役所 (11:45。 集会)→ ひたちなか市文化セ ンタ ー (12:45〜
昼食〜 13:45)→ 那珂湊駅前 (14:15)→ 大洗 町役場 (15:15)→ 茨城町
役場 (17:00)→ 城南病院 (18:00/歓 迎集 会
)

6/29(ナ ヨ 水 P輛 ・ 笠間 r13
桜川市 ・筑西市
)

水戸駅北□・川又書店前 (8:45)→ 内原駅前 (10:45)→ 反都駅前
(11:40)→ 笠間市役所 (行 進の後昼食 。体息)→ 笠F80常 陽銀行前
(141001→ 桜川市役所 (1日 大不0村 役場)(15:30)→ 下館駅 (16:45)→ 筑
西市役所 (17:00集 会
)

り/30(ン (, 筑由 r13・ 結城雨 。

了/1(水 )

7/2(不

)

F/3(̀3)

川崎

勝男

(東 海村原水協

)

029‑282‑0229
横倉

達士

029‑253‑1214
(国 民救援会 )

ノヽ
千代 町 。古河市

卜館駅 (8:30)→ 筑由 rl璃 城支所 (9:30)→ 結城市 (11:00/昼 食 )→ 八千
代町 (13:30)→ 古河市三和庁舎 (14:30)→ 古河市総和庁舎 (15:10)→
占河駅前 (16:00)→ 古河庁舎 (16:30)

百 )」 r13・ 五霞 町 ・
境町 ・ 坂東 市 ・ 常
総市

古河市役所 (9100)→ 五霞町(10:OO)→ 境町(11:00/昼 食)→ 坂東融
所 (13:30)→ 常総市 (15:30)

松本

冨総「13・ 下要 市 ・
筑西市 ・桜川市 ・
石岡市

常総市役所 (8:30)→ 常総市石下庁舎 (9:OO)→ 下要市千 代川 庁舎
(10:OO)→ 下妻市 (11:00/昼 食)→ 桜川 市翼壁庁舎 (13:10)→ 石岡市
八郷総含支所 (14:30)→ 石岡市 (15:30)

常総 (水 海道)市 職 労

かす みが
うら市・ 土浦市 ・
阿見町

石岡駅前 (8:30)→ かすみがうら市千代田庁舎(10:301→ 土浦亀城公
園 (昼 食/13:301→ 土浦市小岩田(14:301→ 霞 ヶ浦駐屯地(15:30)→
荒川沖駅東□(16:30)

午前 :箕 輪栄 治
(石 岡市職労

tlttrlD°

白石

克己

(結 城 市職員労働組合)

0296‑32‑1111

孝 (古 河市職)

0280‑92‑3111

0297‑23‑2111
)

0299‑23‑1111
午後 :丼 上

仁志

029‑831‑9122
r/41■

7/5(日

了/6(月

,

)

)

つ くば市 ・ 上浦
市 ・ 牛久市 ・ 竜ケ
崎市

収手砕 つ くばみ
らい市 ,守 谷市

利恨 LV」 ・ 囚町
稲敷市 ・ 美浦村
'り
潮来市

つくば市大清水公園前 (8:30)→ 並本人橋 (9:40)→荒川沖南公民館脇
(11:00)→ いばらきコープ牛久店 (昼 食/13:30)→ 龍ケ崎市長山公民
館前(14:45)→ 平台第 2児 童/AN園 (16:00)→ 龍ケ崎 。まいん着
(17:00)
取手「lD藤 代FT書 (9:00)→ 」A茨 城みなみ藤代震協会館(10:00)→ つ
くばみらい市谷丼田(10:30)→ つ くばみ らい市役所(11:30)→ 国際
交流研修センター (昼 食 。13:00)→ 守谷市役所 (14:00)→ 取手市役
所(15:10)→ 取手駅西□(16:10)

米村

正 一郎

029‑861‑7320
(学 研労協)

芦田

洋治

(つ くばみらし
り

0297‑58‑6691

利根町役場 (9:00)→ 利根町 コミュニテ ィーセンタ ー (10:001車 →河
内町役場(10:30)→ 河内郵便局 (11:301→ 新利根角崎交差点 (昼 食
午前
藤沢 宏至
/12:30)→ 稲敷市新利根庁舎(13:251車 →ス ーパ ータイヨー江戸崎
(竜 ヶ崎原水協
店(13:30)行 進→稲敷市江戸崎庁舎 (14:00)車 →美浦 トレセン
0297‑62‑2597
(14:45)→ 美浦村役場 (15:10)→ 古渡集落 (15:30)→ 旧東町幸田交差 午後
水野 秩 一 郎
点(16:30)車 →潮来市役所 (17:10着
029‑88了 ‑8735
)

)

(阿 見 平不Bの 会 )
7/7(レ く
)

小美玉市 ・ 鉾 田
市 ・ 行方市・ 潮来
市 ・ 鹿嶋市 ・神栖
市

出発式(9:00〜 9:301百 里平和公園(9140)バ ス→小美玉市坂下
(10:05)行 進→小美玉市 ・スーパ ーカスミ(10:25)バ ス→鉾田市役
所 (11:05)バ ス→行方市麻生庁舎 (11:50)行 進→麻生中央/AN民 館
ス→潮来市役所 (昼 食/13:40)行 進→ セイミヤ潮来店
(12:15)ノ ヽ
(13:45)バ ス→鹿嶋市役所(14:40)行 進→チ ェリオ(15:25)バ ス→ 神
栖市木崎 (15:451行 進→神栖市役所 (16:00)バ ス→香取市役所
(17:00)引 き継ぎ集会

吉川

秀樹

(潮 来市職労)

0299‑63‑3760

コ ー

市・ 常陸太 田 市
那珂 市・ 城里町

宮市 (美 和)出 村開発セ ンタ ∵ (10:501→ 常陸大 宮市 (緒 り
￨￨)。 」ヽ
瀬高校
(11:201→ 大宮駅前 (12:00行 進 /昼 食 13:00)→ 瓜連宣伝 (13:35)→
金砂郷宣伝 (14:00)→ 常陸太 田市 パルテ ィホ ー ル (14:30)→ 那珂市
農協前 (15:30)→ 城里町石塚宣伝 (16:30)

☆行進ですので、若干

金子

卓

0295‑52‑2422

異な る場合があ りますので ご

☆詳細は各地域の実行委員会にお問い合わせ下さい。 佃寺間の表示は基本的 に出発時亥」
です)]

