2009年

原水爆禁止 国民平和大行進 コース表

2009年

原水爆禁止世界大会 二重県実行委員会

津市乙部 14‑1

◇核兵器のない世界めざしともに歩 こ う
◇ 2010年 NPT再 検討会議へ核兵器廃絶の声を届けよう
◇憲法 9条 と非核三原則を守ろう ! 非核 日本宣言を実現 しよう
◇広島・ 長崎の被爆者、世界の核被害者 と連帯 しよ う
◇原水爆禁止 2009年 世界大会を成功させよう
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6/ 8(月 )紀 宝町役場前

…・御浜町役場 ……熊野市役所前 (12:00昼 食、13:00出 発)→ →大泊……井内浦
(1日 鵜殿村役場)(8:30集 合)・・
……新鹿 ……遊木 ……梶賀・……曾根 ……賀 田……古江 ……三本里 ……三本浦・……九鬼 ……尾鷲市・ 矢 ノ浜 (17:15)→ →
尾鷲児童公 園 (18:00着 )
9伏 )尾 鷲市役所前 (8:船 集合)→ →板場町……紀北町相賀→→紀北町役場→→ 引本・…・,矢 口……̀馬 瀬 ……紀伊長島三浦 (12:30
昼食、13:30出 発)・ ……紀伊長島総合支所→→紀伊長島駅前 (16:00着 )(宣伝カー は伊勢市へ移動)

10(水 )値 伝行動》 大紀町、志摩市、鳥羽市
11(本 )ま たは 12(金 )《宣伝行動》 多気町、大台町

13仕 )伊 勢市役所前 (8:鉛集合)→ → 山田上 日→→宮川橋→→ 明星駅前 (12:00・ 昼食、13:00出 発)→ →斎宮→→櫛 田→→■Jll→ →
久保→ →垣鼻→→愛着町→→ 平生 FT‐ → 日野 ‐→松阪駅前 (17:00着
14(日 )松 阪駅前 (8:30集 合)→ → 中町→→本町→→松阪市役所 (9:00)→ →本町→→西町→→川井町→→船江→→ 六軒→→
II「

)

天白公民館 (11130・ 昼食、 12:30出 発)・・ ‐エ ンマ堂 (13:00)→ →柳山 。生協病院 (13:1"→ →二重会館前 (13:50)→ →
:・

津お城西公園 (14100)着

(14:00〜 14:20)(津 市長、市議会議長の挨拶を うけたあと、県庁まで行進
(14,20)→ → (23号 藤経由)→ → =重県庁前→→水産会館で生協、三友会 と合同集 会 (15:00〜 16:00)
15(月 )二 重県庁 前 (13:oO集 合)→ →栄町→→津駅前→→ 道上浜町→→ 中野→→一身 田団地→→ JR一 身田駅 (15:00

◎生機、三友会 と合流 =津お城西公園

)

津お城西公園

1日

出発)… …。
大里 ミー ト……芸濃町 内→→ 旧芸濃町役場 (16:00)… …亀 山市天神町 (16:15)→ →御幸町→→亀山市役所

16ω

(16:45着

)

亀山力 学校前 (9:15集 合)→ →本町→→東町→→西町→→野村……関町木崎→→ 中町→→関町文所 (11:00)→ →新所・…・
・
・板屋・…・
・中在家……伊賀町 ドライブイン(11:40昼 食、12:40発 )… …柘植 (13:00発 )・ ……大山田支所……
加太市場・…・
Jヽ

阿山支所 (14:30)・・…・7卸 番
具…… 鍵屋の辻 (16:10)→ →向島町→→西町→→中町→→東町→→伊賀市役所 (17:00着 )

17(水 )伊 賀市役所前 (8: 集合・ 9:00出 発)→ →中町→→ 中の立町通 り→→恵美須町交差点→→桑町→→四十九町……依那古・…・
・

丸山……上・ 下神戸→→比土→→青山支所 (12:00・ 昼食、13:00出 発)→ →阿保→→羽根……上小波圏・ プラザホテル前
(13:30)→ →桔梗ケ丘 7,8番 町→→枯梗が丘 1.3番 町→→桔梗が丘商店街→→桔梗が丘駅 (14:30、 小休憩)→ →
精梗が丘橋 (名 張枯梗が丘線)→ →鴻之台→→希央台 (東 町中河原線)→ → R165→ →名張市役所 (15130。 集結集
会の後、奈良県→ →→近鉄・三本松駅
へ
◎奈良桑 ]1き 継ぎ 口近鉄・
松颯前 (16:30)

=本

【
北勢→津三ァニ】
11(本)《 宣伝行動》 木曽岬町、東員町、いなべ市、菰野町
12(金 )桑 名市役所前(9:004合 )→ → 中央町→→福江町→→大福→→ 永→→町屋橋→→朝 日町役場 (10:30)→ →富州原駅前
家
(12:00・ 昼食、13:00出 発)→ →平治郎橋→→富田駅前→→富田小学校前→→阿倉川駅前 (15:00)→ →諏訪新道→→

四日市市役所 (16:30着 )
130
四日市市役所前 (9:30集 合)→ →近鉄四日市駅前→→ lE l号 線→→赤堀→→ 日永→→前田町→→迫分駅前 (12:00。 昼食、
13100出 発)… …県道……高岡公園 (13:10)→ →十官町→→常磐町→→神戸公民館 (14:00‑15:00)→ →西条→→
神戸 2丁 目→
→神戸 3丁 目→→ (1日 国道 23号 線)→ →神戸 1丁 目→→鈴鹿市役所 (16100着
)
14(日 )鈴 鹿市体育館 (8:30F合 、8:40発 )→→愛宕→ム江島→→ 白子公民館 (9:2併 9:50)→ →鼓ケ浦公民館 (10:45)… ・′
・千里団地
(11:00→ →河芸町総合支所 (12:15‑13:00・ 昼食)… …二重県自治会館 (13:20)→ →愛宕町→→立町ム→ (国 道23号 線
て
経由)→ →二重会館前 (13:50)→ →津お城西公園 (14:00着 )(和 歌山コースに合流)
→→

(23

(津 市長、市議会議長の挨拶 を うけたあ と、県庁まで行進 )

00〜 16:

【自由町・ 久居 ヨTス 】
6/14(日 )家 城駅前 (9100集 合)→ → 自由町総合支所 (10100)・・…・久居総合支所 (10:30‑11,00)・ ……陸上自衛隊久居駐屯地前
｀
(11:30)… …エンマ堂 (13:00)(和 歌山コースに合締

