2019 年静岡県内

平和行進幹線コース（5/19～5/31）

４月１５日現在

■地域でコースの変更があれば変更となります、全部が確定ではないので取扱いは注意されたい。
前年から変更した場所と時間は・太字とアンダーライン
5 月 19 日（日）引継ぎ集会 神奈川県湯河原町川端公園集合（千歳橋）集合 11 時 30 分・引継ぎ
集会 12:30 川端公園出発 13:10→バス移動→興亜観音前→熱海駅（休憩）→市街→市役所→

熱海渚小公園 15:30

終結集会

代表は宿舎に移動して学習会を行う。

20 日（月）田方・三島・長泉・裾野コース
ユーコープ田方センター集合 8：45 出発 9：15→大場橋→森永製菓前→三島市役所
到着 11：15・自治体要請・昼食・休憩（市役所内）→出発集会 13:00・三島市役所出
13：15→本町交差点→14:40 ユ―コープ桜堤店休憩 15:00→三菱アルミ前→裾野市役
前・小柄沢公園 16：30

終結集会

代表は東富士基地調査（ワゴン車）

21 日（火）御殿場・沼津コース
御殿場駅からバスで行進参加の場合（私鉄バス 8:10 発①）→国立中央青少年交流の家 8:26 着

国立中央青少年交流の家 9：00・集合→出発集会 9：20→桜公園 9：35～出発９：40→
車→御殿場市役所 10：00（休憩）出発 10:20→御殿場駅→永原セブンイレブン前→車
（弁当積込み）→沼津市役所 12：30～13:00 出発→片浜小学校（休憩）→今沢基地 16:00
到着（集会）17:00(解散)
22 日（水）富士宮・富士コース
富士宮駅南口平和の像広場集合 9：30 出発 10:00→北口→本町商店街→浅間神社→西参
道→西富士宮駅 10：40→西町商店街→宮町商店街→東町商店街→富士宮市役所 11:３0
富士へ引継ぎ集会 12:00 車で乗り合わせて移動 富士市役所東側芝生・集合 13:30 平和
コンサート集会 14：00→出発 14:20 富士総合庁舎 15 時頃通過→市民交流プラザ横平垣
公園 16 時

終結

23 日（木）蒲原・由比・清水コース
JR 蒲原駅前西側・はまかぜ公園 10:00 集合・集会 10:20 出発→11:00 到着由比本陣にて（休
憩）11:20 出発→12:00JR 由比駅到着→電車で移動・13:30JR 清水駅集合・出発→14:10 到
着水神さんで(休憩)14:30 出発→次郎長通り→鉄舟寺到着 15:30 鉄舟寺・原爆慰霊碑の前で
学習・集結集会[16:30 終了]
24 日（金）清水・静岡コース
清水区役所集合午前 8:45 出発集会 9：00~9:20→芳川駐車場（休憩）10：30~10:50 出
発→草薙門前公園到着（昼食・休憩）11：30～12：30→静鉄電車で移動→古庄駅下車
→古庄中央公園（静鉄古庄駅下車古庄通り 500M 北進して左側にあり）13：00 集合・
13：40 出発→古庄通り北進→ローソン古庄店前交差点横断・北進→そば処田中屋前左
折→旧北街道西進→沓谷５丁目交差点横断・西進→沓谷２丁目交差点左折・南進・右折
→新北街道西進→太田町交差点左折→清水山通り南進→清水公園・15:00 時到着（休憩）
15:20 出発→音羽町第３踏切南進→横田町東交差点右折→伝馬町通り西進→静岡１０
９ビル前交差点左折・南進→御幸町交差点南進→勝又ビル前交差点右折・北進→両替町通り
北進→青葉公園信号右折・東進→青葉公園 B1／16:20 分頃到着で歓迎集会
（※青葉公園 B1 とは呉服町通りに接し、青葉交番側に面した場所）
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25 日（土）静岡・焼津・大井川コース
（※青葉公園 B6 とは昭和通りに接し、青葉交番の目の前の場所）
青葉公園 B6 集合 8：30・出発集会～9：00 出発→東進→静岡市役所前左折・北進→三
井・住友銀行前左折→七間町通り→駒形通り西進→駒形小学校前右折→県道静岡環状線
北進→弥勒公園 9:40 頃到着（休憩）9:50 出発→安倍川橋南進→用越交差点左折→国１・
JR 線ガード下横断→天神屋東新田店前左折→川原通り南進→スイートジェントリ－ビ
ル前右折→光用院前西進→用宗街道交差点横断・西進→安倍川駅前交差点左折・南進→
地域交流センター前信号右折→みずほ公園／11：30 頃到着・流れ解散・JR 安倍川駅・
電車で移動・焼津駅下車 12:00 焼津市支援バス→弘徳院（昼食・休憩・学習会）引継ぎ
集会 12：30～13:15 弘徳院発→13:20→瀬戸川→赤阪鉄工所前左折→旧焼津港→焼津市
役所歓迎集会集→出発 14：30 昭和通り・神武通り経由→本町６丁目・深田市議宅先右
折→県道 416 号・南小歩道橋地右折→焼津５丁目交差点左折→（県道上青島焼津線）
→元焼津市産業会館跡地先・焼津中央広場着 15:00（小休止）
★15:15 発大井川コースへ（焼津市支援バスで移動）15:35 大井川ミュウジコ前着同会
館発 15:50→トマトピア前左折(島田大井川線)→宗高停留所前右折（旧池谷街道）→自
衛隊静浜基地→上小杉児童公園着 17:15・焼津コースまとめの報告会後・(散会)17:30
（通し行進者は藤枝の宿舎へ移動）
26 日（日）藤枝・島田・金谷コース
藤枝市役所・出発集会 8：50～出発式 9：00→出発 9:30→勝草橋→青木五差路→藤枝
駅から島田駅まで電車で移動・島田駅到着 11：50（昼食休憩）島田への引継ぎ集会を
兼ねて・島田駅前緑地帯にて出発集会 13：20～島田駅発 13：30→扇町公園（休憩）14：
20 出発→金谷水神公園 16：00→JR 金谷駅前 16：50・流れ解散（通し行進者は宿舎へ
移動）
27 日（月）菊川・御前崎・掛川コース
菊川市役所集合・集会 9：00～9：30→東名ガード下→車→たこ満南 10：10→小笠支
所 10：50（休憩）→車→御前崎市グランド 11：20→御前崎市役所 12：00（昼食・休
憩）浜岡原発見学→車→大東支所 14：10→桶屋交差点西→車→大須賀支所 15：00→セ
イジョウ前 15：30→車→馬喰橋 16：00→市街地→掛川市役所 17：00

終結集会

28 日（火）掛川・袋井・磐田コース
掛川市役所出発集会 8：30～出発 8：50→9：50 同心橋（袋井と合流）→出発 10：10
→11:30 袋井市役所(市長・議長メッセージ・ペナント受領)出発 11:50→和橋→図書館
→静橋→永楽町交差点 12:20 ユーコープ袋井田町店着（昼食・休憩）出発 13:00→木原
→西島→14:00 磐田市桶ヶ谷沼（休憩）14：30 出発→バイパス沿い→富士見歩道橋→
見付旧道→15；35 旧見付学校前公園（休憩）15：50 加茂川交差点→16：15 磐田市役
所（集会）16:30 市役所周辺 16:30→西庁舎交差点→磐田南高西交差点→16：55 ユーコ
ープ国府台店（17：00 終結集会）
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29 日（水）浜松・浜北コース
東部幹線コース 午前 9：40 集合・ＪＲ天竜川駅北・六所神社→将監第１公園（休憩
所）10:50→12:20・浜松市役所到着
基地コース

オートレース場バス停前 9;10 集合

ユーコープ富塚店到着 10:40（休憩）

浜松市役所到着（12:20）
浜北コース

なゆた浜北前広場 8：00 集合→積志公園（休憩）9：20→上島東第一公園
→10:35（休憩）→曳馬５・６丁目→元目町通り→浜松市役所到着（12:20）

昼休み集会・浜松市役所（12:20～12:40）
午後

浜松市役所 13：25→県居協働センター（休憩所）到着 14:10→可美市民サ
ービスセンター（休憩所）到着 15:00 →JR 高塚駅南の熊野神社 16:30→到
着後集会

30 日（木）浜松･舞阪･鷲津コース
午前

8：40 集合・JR 高塚駅南・熊野神社～9：00 出発→坪井稲荷神社（休憩）
舞阪協働センター（11:30 着予定）
※午後行進なし

交流会

31 日（金）湖西・愛知引継ぎコース
湖西コース

午前（8：30）集合・JR 鷲津駅前ひまわり広場→湖西市役所

(9:30)到着予定（市長・議長挨拶・ペナント受領）→湖西市上ノ原公園・
引継ぎ集会（11:15）

１２：００から

愛知県へ引継ぎ集会

＜網の目・草の根コース＞（このコースは地域実行委員会で決定後記入します）
コース名

日程

担当者

① 東伊豆、西伊豆、下田

５／

（ ）

② 中伊豆、
（伊豆市、伊豆の国市）

５／

（ ）

③ 伊東～熱海

５／１９（日）午前

④ 清水町～沼津市役所

５／

（ ）

⑤ 小山町

７／

（ ）

渡辺希一

⑥ 榛北（川根本町キャラバン）

５／

（ ）午前

鈴木たつえ

⑦ 榛南（吉田～牧之原ピースウォ―ク）

５／２６（日）午前、午後

⑧ 袋井市周辺（森～山梨～浅羽）

５／

⑨ 磐田市周辺（豊岡・豊田・竜洋・福田）

５／２６（日）午後

磯部忍

⑩ 天竜～浜北（天竜区役所）13:00 集合

５／２８（火）午後

鈴木守一
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（ ）午後

斉藤昭夫

山崎勝治
太田芳春

