2019 年原水爆禁止国民平和大行進
日本海コース県内行進、自治体訪問

日程・コース・予定時間
2019 年 5 月 27 日現在

★通し行進者 日本海コースの 2019 年通し行進：矢部常次（やべ・つねじ）さん。
項目
日付

集会、行進、自治体訪問

6/17(月) 鼠ヶ関引継ぎ集会

備考

日程 コース 予定時間

→山北支所訪問・出発集会～町内行進 →朝日支所訪問→ 村上市上片町～村上市役所

13：30－14：00

14：20－14：50

14：50-14：50～～ 15：15

村上市

15：55－16:25 時間調整 16：45 ～ 17：00-17：30

6/18(火) 村上市役所訪問～村上駅→ 神林支所訪問→学習会・昼食（今半）→荒川支所訪問→越後下関駅～ 関川村訪問
9:00—9:30

9:35～10:05

10:25 →10：55

11:00－13：00→

胎内市訪問→

新発田市カルチャーセンター

15:35―16：05

17：00

13:20― 13:50→

14:20～

14：40-15：10

6/19(水) 聖籠町訪問、新発田市訪問 新発田市カルチャーセンター中央公園 ～本町通～大通～第四銀行～市役所～裁判所
8：30―9:00

9:30-―10:00

10:20 集合 10:30～10：50 集会

11：00 出発～

→豊栄法華鳥屋交差点～北区役所～豊栄高校→阿賀野市民商会館～ ～阿賀野市役所
昼食休憩
13:30～
14:10～
→笹神村～安田町街宣 →新潟市に戻る

15:00～

15:50

6/20(木) 阿賀町訪問→上川支所、鹿瀬支所街宣→五泉(街宣) →五泉市役所訪問→
9:00-9：30―――12：00 昼食休憩 13:00

→三条市役所前

11:10－11:40

三条市役所訪問

15:40 引継ぎ集会

村松駅～村松支所→新津駅前

青海神社～ ～保内園芸センター

12：30－13:00

-----街宣車

14：00～ ～ ～ ～ 15:00

一旦新潟市に戻る

16：00－16:30

＊田上町時間厳守

17:40

6/22(土) 新潟大学～坂井輪診療所 →新潟市役所～ ～ 新潟市役所 ～
9:00～9：20 発～ ～10:30 ～ ～

市役所訪問
16:00－16:30

13:30－14:10
14:40～ ～15:10
17:30
＊旧蒲原鉄道村松駅～五泉市村松支所

6/21(金) 新津市民会館～かえつクリニック→田上町訪問→昼食→ 加茂市役所訪問
9：00 集会 9:20～ ～10：30

夜阿賀野
市交流会

～11:40

万代公園→ 亀田駅前～亀田中学→新潟

12：30 うたごえ～13:00 集会～13:30 発～ ～ 15:00

15：30～16：30

6/23(日) 新潟→ →三条市市役所～三条駅～南四日町～鱈田スーパあいでん～金子新田・袋村中道～蔵内集会所
10:00

12：30 出発集会 13:00～

～

～

～

～

小休止 ～

～

～

～

～

～

～

見附市

大休止

～見附市小栗山・新潟町・浄覚寺 ～ 見附市中央公民館
～

～

～

～

～ (時間調整)

17：30 引継ぎ集会 18：00

6/24(月) 見附市役所訪問 (中之島町・今町街宣) 見附市中央公民館～ ～県道七軒町見附線～押切駅～ ～下下条
9：30－10:00

昼食休憩 13:00 出発集会後 13：20 スタート～

～国道３５２号線～ ～ホンダプリモ前
～ ～ ～ ～

～

～

長岡市

～ ～ ～ ～ 大休止 ～ ～ ～

神田立川総合病院 ～ ～ ～長岡市平潟公園

(時間調整)

17:30 出迎え隊と合流～ ～ ～

18:00 引継ぎ集会

6/25(火) 魚沼市訪問-魚沼市議長→南魚沼市訪問→湯沢町訪問 峠越え→津南町訪問→十日町市訪問→小千谷市訪問
9：00－10：00（市長・議長２班）

10：40―11:10

11：40―12：00

13：30―14：00

14：40－15：10

長岡市

16：10―16：30

(終日宣伝カー 自治体訪問のみ)
6/26 水)

長岡市訪問（市内街宣） 平潟公園～ ～ ～ 関原
8：40－9：10

→刈羽村訪問

13：00 出発集会 13:30～～ 15：30

16:20－16:40

→柏崎市駅前公園 ～柏崎市役所

柏崎市

18:00 出迎え合流 .～18：40 引き継ぎ集会

6/27(木) 柏崎市訪問

(市内街宣) 柏崎潮風公園～勝願寺休憩～鯨波駅→柿崎・吉川街宣→直江津平和記念公園 ～海浜公園
10：00－10：30 昼食 14:00 集合 14：10 出発 ～14：50 ～16：050―
18:00 出迎え合流 18:10 出発～18:40 引継ぎ集会

6/28(金) 直江津海浜公園～

木田福成寺休憩～高田本町３雁木通りプラザ→ 上越市訪問 →妙高市訪問～～

9：00 出発集会 9:30 スタート～ 10：30-10：50

12：00～

昼食休憩

13：20－13：50

14：30－15：20～

16：00

～旧船岡山スキー場下→ 妙高高原メッセ～妙高病院前～長野県境引継ぎ集会（妙高市関川道の駅）―新潟
16：00（時間調整）

16:30 スタート～

17:20―17:50 終了

20：30

6/28(金) 糸魚川網の目行進
糸魚川市役所～ ～市内行進 →妙高市妙高高原メッセで幹線行進に合流～～長野県境 引継ぎ集会へ
16：30 スタート

＊燕市平和行進 6 月 30 日（日）午前 8 時

17:20―17:50 終了

県央物産センター～燕市役所

備考 ～行進区間、 →車で移動、 ゴシック太字自治体は訪問するところです。
新潟市、佐渡市、出雲崎町、弥彦村、粟島村への自治体訪問は現地の原水協と協議して別途訪問日時を決定する。

連絡先新潟県原水協電話/Fax 025-247-3035 E-mail: gensuikyou@watch.ocn.ne.jp

上越市

