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行進・コース・距離・宿舎等 （６/８現在） 
 
☆ 宿泊取り消しは、１週間前までであればペナルティなしですが、そのあと
はペナルティがつきます。 
 

通し行進者     永井守彦永井守彦永井守彦永井守彦・・・・越堂忠良越堂忠良越堂忠良越堂忠良・（大阪）、竹内賢治竹内賢治竹内賢治竹内賢治（京都）、、、、高垣進高垣進高垣進高垣進（和歌山） 
         原田孝志原田孝志原田孝志原田孝志・・・・安田博幸安田博幸安田博幸安田博幸（宣伝カー、サポートカー運転） 
 
�5/30水 大阪城公園(野外音楽堂・激励集会)→新鴫野橋（公園出口）15:20出発→ビジネス 

パーク通過→片町交差点→蒲生４丁目左折１号線を守口市役所へ 18:00到着   
（解散地点は市役所手前の日吉公園） 

            ロイヤルパインズホテル  06-6994-1111 洋室シングル 朝食のみ   
              守口支部が 18:30から歓迎会（京阪百貨店６Ｆ赤坂飯店） 
           リレーリレーリレーリレー行進者行進者行進者行進者    来栖来栖来栖来栖、、、、賀川賀川賀川賀川（女性）  

    行進者以外の宿泊  なし                   宿泊者数（７） 
           （竹内（京都）は宿泊せず） 
 
5/31木 ☆ 川瀬（高槻島本支部）守口を 7：00頃マラソンで出発、9：00に枚方 

9:00・枚方市役所前「岡東中央公園出発式、9:10出発→御殿山、牧野、樟葉経由 
→橋本駅の小金井橋渡った北西角のスペースで 12:00京都支部と引き継ぎ 
八幡で昼食→京阪淀 ９．３Ｋ（13号線を基本に行進） 

         伏見・中書島近くの  近畿荘 075-611-1312 和室 3-4人 朝食のみ 
                       伏見区南新地 4－46 
           リレーリレーリレーリレー行進者行進者行進者行進者    来栖来栖来栖来栖（（（（ここでここでここでここで帰帰帰帰るるるる）、）、）、）、賀川賀川賀川賀川                                                （（（（７７７７）））） 

以外宿泊   
         （竹内は宿泊せず）翌日行進者の西口が宿泊 
 
�6/1金   伏見港公園 9:30出発→大手筋まで北上し大手筋を東へ、京町通を北上、本町通り 
        北上、都企業組合で昼食休憩。 東山通り北上、東山七条を西進、烏丸七条、烏 
          丸丸太町を西へ・釜座通り北上し府庁、市役所訪問。車、京阪電車で浜大津へ。 
        16:30浜大津より滋賀県庁（16:40）訪問 
         ホテルピアザびわ湖 大津市におの浜 077-527-6333 和室・4名一泊 2食 
            リレーリレーリレーリレー行進者行進者行進者行進者（（（（賀川賀川賀川賀川はここではここではここではここで帰帰帰帰るるるる））））    、、、、西口西口西口西口                                                                （（（（８８８８）））） 

  以外宿泊  佐々木（滋賀） 
 

�6/2土   9:00大津・ホテル出発し行進（15分）して県庁へ、出発式の後 9:30出発→（旧東 
海道）、ＪＲ膳所駅→錦→中ノ庄→瓦ヶ浜→日電前→12:00石山着、昼食（青年会館 
）、13:00青年会館出発→神領→瀬田小学校角右折→元化研薬前→16:00草津 
市役所→車で宿舎まで移動（17:00到着） 

        魚兵楼・ＪＲ水口駅近辺 0748-62-0040 和室１泊２食 甲賀市水口町本町 2－5－17 
                                    リレーリレーリレーリレー行進者行進者行進者行進者    （（（（西口西口西口西口、、、、ここでここでここでここで帰帰帰帰るるるる）、）、）、）、奥村文子奥村文子奥村文子奥村文子（（（（滋賀滋賀滋賀滋賀））））                                        （（（（９９９９）））） 
         以外宿泊  翌日行進者の桝上政子、 谷（滋賀） 
  
�6/3日  水口（魚兵楼）9:00出発→9:15甲賀市役所→土山（土山田村神社の道の駅で昼食 

）→坂下をへて関へ 
         関ロッジ  0595－96－0029  １泊２食 和室 亀山市関町新所 1574－1 
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            リレーリレーリレーリレー行進者行進者行進者行進者    桝上政子桝上政子桝上政子桝上政子・・・・女性女性女性女性（（（（兵庫兵庫兵庫兵庫））））                                                                （（（（７７７７）））） 
                                     以外宿泊 なし 
 
�6/4月  10:00関ロッジ出発→（一部、車利用あり）11:00過ぎに亀山市役所→14:00和田到 

着→（車利用約 30分）平田→鈴鹿市役所 16:00頃到着 
         ホテルルートイン鈴鹿 059－375-2400シングル一泊 2食 鈴鹿市平田 2－6－9 
           リレーリレーリレーリレー行進者行進者行進者行進者    桝上桝上桝上桝上                                                                                                                    （（（（７７７７）））） 
         以外宿泊  なし 
  
�6/5火  10:00追分駅出発→12:00四日市市役所→陶栄→羽津→15:00富田→15:30朝日町 
        役場→16:30安永→17:00桑名市役所 
        すし清（三交バス停・町屋橋） 0594－22－0166 和室１泊２食桑名市安永 5－1910 
           （（（（桝上桝上桝上桝上ここでここでここでここで帰帰帰帰るるるる）））） 

リレーリレーリレーリレー行進者行進者行進者行進者    野口忠明野口忠明野口忠明野口忠明（（（（四日市市役所四日市市役所四日市市役所四日市市役所でででで合流合流合流合流）、）、）、）、一塚正紘一塚正紘一塚正紘一塚正紘（（（（大阪大阪大阪大阪））））            （（（（８８８８）））） 
         以外宿泊  なし 
 
�6/6水  13:00・三重より弥富市役所着・市役所会議室で引き継ぎ集会→13：30近鉄弥富駅へ 

徒歩で出発 
13：45弥富駅出発（電車）→14：15蟹江駅到着・14：30出発→一色大橋まで徒歩 
（歩道）4.7Ｋ、16：15一色大橋出発・徒歩（車道）4.7Ｋ→17：45六番町到着 
→18：15地下鉄で名古屋市役所近くへ 

        アイリス愛知 052-223-3751（名古屋市役所の近く）名古屋市中区丸の内 2－5－10 
         朝食のみ 
           リレーリレーリレーリレー行進者行進者行進者行進者    （（（（野口忠明野口忠明野口忠明野口忠明・・・・一塚一塚一塚一塚ここでここでここでここで帰帰帰帰るるるる））））                                                        （（（（７７７７）））） 
         以外宿泊  翌日行進者の紺原啓次（兵庫） 
 
�6/7木  要請行動参加者は宿舎アイリス愛知に 9：00集合、県庁・市役所へ要請行動。 

9：00栄小公園集会・デモ出発 10：15（2.1Ｋ）→11：15鶴舞公園到着、昼食 
12：30中央線鶴舞駅出発→12：45金山到着・名鉄で知立駅、13：45到着→ 
14：00知立駅出発・歩道を移動 4．7Ｋ（1時間 30分）→15：30名鉄新安城駅到着 

       ＡＢホテル三河安城本館 0566－79－3010 （ＪＲ駅近く）朝食のみ 
      安城市三河安城町 1－16－17 
        リレーリレーリレーリレー行進者行進者行進者行進者    紺原紺原紺原紺原 
     通し行進者高垣、７日は宿泊せず            （６） 

以外宿泊  なし 
 
�6/8金  名鉄新安城 9時出発・名鉄で移動→名鉄岡崎公園前 9時 25・歩道 2.1Ｋ→岡崎市  
        役所 10時 10・昼食と交流、徒歩で東岡崎へ→名鉄で移動・名鉄長沢駅へ→ 

13：30永沢駅到着→13：45出発、旧東海道を徒歩 3.5Ｋ →15：00名電赤坂到着 
        宿舎へ   大橋屋 0533-87-2450 一泊 2食  豊川市赤坂町紅里 127 
           リレーリレーリレーリレー行進者行進者行進者行進者        紺原紺原紺原紺原 
        高垣、８日は宿泊せず                           （６） 

 以外宿泊  なし 
 
�6/9土   9：00大橋屋出発、旧東海道・徒歩 3.3Ｋ→名鉄・国府駅 10：00出発（電車）→豊橋 

10：30到着→豊橋 10：45出発（徒歩、歩道 1.9Ｋ）吉田城へ→11：30到着、昼食・ 
歓迎集会→12：30出発・歩道 1.9Ｋ 新豊橋駅到着→13：30出発（東海道本線） 
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→14：30鷲津到着、宿舎へ 
ホテルｎａｎｖａｎ（ナンバン）浜名湖 053-594-8828 朝食のみ 湖西市鷲津 1112-1 

            リレーリレーリレーリレー行進者行進者行進者行進者    （（（（紺原紺原紺原紺原はここではここではここではここで帰帰帰帰るるるる）））） 
         高垣は９日は宿泊せず                       （６） 

以外宿泊  翌日行進の和田邦夫（兵庫） 
  
�6/10日  9：00鷲津出発→（東海道本線）→高塚駅到着 10:00・出発 10:15→徒歩、東海道 

（257）→浜松駅 12：00到着、駅前清水食堂で昼食（静岡へ引き継ぎ）（静岡午後は 
なし） 浜松 13：00出発→ 

        ホテルルートイン浜松駅東 053-413-1711 朝食のみ 浜松市中区中央 3－10－28 
        リレーレーレーレー行進者行進者行進者行進者    和田邦夫和田邦夫和田邦夫和田邦夫                                                                                            （（（（７７７７）））） 

       （高垣は夜に行進団に合流、宿泊） 
以外宿泊  なし 

 
6/11月  9：00~9：45・浜松駅前静岡西部ブロック歓迎集会（遠鉄ビル西広場）→10：00行進 

開始、駅前から北進（市内道路）→田町交差点右折、東海道（152）→馬込橋約 1.5 
        Ｋｍ （ここで浜松支部同伴終了） 

        馬込橋→子安：旧東海道（312）約４Ｋｍ→天竜川入口→天竜川駅（昼食）→ＪＲで 

袋井駅     東京支援（参加予定 9人）⇒上記歓迎集会参加、行進に合流 

        ホテル観世 0538-43-1212   袋井市三門町 2－10  一泊 2食 和室 

          リレリレリレリレーーーー行進者行進者行進者行進者    和田和田和田和田                                                                        （（（（７７７７））））        （（（（別個別個別個別個にににに東京東京東京東京８８８８）））） 

          以外宿泊   なし 

 

�6/12火  袋井駅前 9：00ＪＲで→金谷駅 →行進、金谷扇町右折（381）大井川橋経由→ 
稲荷町→島田駅（約６．５Ｋｍ） 

         東京支援⇒袋井→島田 間の行進に参加（17：00静岡から帰京） 
        ホテルルートイン島田 0547-37-0055 洋室シングル 朝食のみ島田市本通り 5‐1‐13 
            リレーリレーリレーリレー行進者行進者行進者行進者（（（（和田和田和田和田ここでここでここでここで帰帰帰帰るるるる））））                                                            （（（（７７７７）））） 
         以外宿泊  翌日行進者の加茂勝治（兵庫） 
 
�6/13水  島田駅 9：00出発→東海道（1）→町道（34）→（約 4Ｋｍ）六合駅→（ＪＲ）静岡駅下車 

バスで市民文化会館前→3：30県高齢者大会（静岡市葵区駿府町 1‐4‐8県総合福 
祉会館ＴＥＬ054‐254-5221）閉会時に合流→市内デモ 30分・静岡駅前流れ解散 

          キャッスルホテル佐乃春 054-255-4421 朝食のみ 静岡市葵区両替町 1‐4‐8 
           リレーリレーリレーリレー行進行進行進行進    加茂勝治加茂勝治加茂勝治加茂勝治                                                                                    （（（（７７７７）））） 
         以外宿泊  なし 
 
�6/14木  静岡県庁前 9：00、請願行動の後出発→静岡駅→（ＪＲ）→草薙駅：行進（407） 

5.6Ｋｍ→清水駅→（ＪＲ）→由比駅 
          神奈川支援、山梨本部が支援検討 
          見晴旅館 054-375-2503 和室 １泊２食  静岡市清水区由比今宿 996－1  
        リレーリレーリレーリレー行進行進行進行進    加茂勝治加茂勝治加茂勝治加茂勝治                                                                                    （（（（７７７７）））） 
         以外宿泊  なし 
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�6/15金  由比駅前 9：00行進出発→蒲原駅 10:30(JR) →片浜駅 11:00行進→沼津 12:00→ 
           沼津市内  5.5Km+6Km 
         埼玉支援 
          ホテル沼津キャッスル 055－923-1255 朝食のみ  沼津市日の出町 1‐1 
           リレーリレーリレーリレー行進行進行進行進    加茂加茂加茂加茂、、、、織部織部織部織部（（（（大阪大阪大阪大阪・・・・午後午後午後午後からからからから））））                                        （（（（８８８８）））） 
         以外宿泊  なし 
 
�6/16土  宿舎 9:00→車で三島まで移動、→9:30「三島社会福祉会館」室内で歓迎集会 
        三島市内を行進（約 1.5Ｋｍ）→三島駅からＪＲで小田原駅 
        （伴走車のほか不足分は三島支部から車を出します） 
        ホテルとざんコンフォート小田原 0465－24－1151  小田原市栄町 2－7－10 
           朝食のみ 

リレーリレーリレーリレー行進行進行進行進    織部織部織部織部、（、（、（、（加茂加茂加茂加茂はここではここではここではここで帰帰帰帰るるるる））））                                            （（（（９９９９）））） 
         以外宿泊  翌日行進者の福原冨雄（兵庫）、賀川・女（兵庫） 
 
�6/17日  10：30小田原城址公園藤棚駐車場→・電車・車移動・・・鴨宮駅 
        13：00鴨宮駅南口→国府津駅(約 1時間)・・・電車・車移動・・・平塚駅 
         やまいち旅館 0463－22－2892和室 一泊２食   平塚市夕陽ケ丘 1‐19 
           リレーリレーリレーリレー行進行進行進行進    福原福原福原福原、、、、賀川賀川賀川賀川、、、、織部織部織部織部                                                                （（（（９９９９）））） 
         以外宿泊  なし 
 
�6/18月  10：00平塚駅→平塚市役所→茅ヶ崎市役所→茅ヶ埼駅・・昼食移動 
         14：00藤沢ふじ公園→大船植物園 
          ダイワロイヤルネットホテル横浜公園 045－６６４－３７４５ 朝食のみ 
           横浜市中区山下町 204‐1 
           リレーリレーリレーリレー更新更新更新更新    （（（（織部織部織部織部ここでここでここでここで帰帰帰帰るるるる））））    賀川賀川賀川賀川、、、、福原福原福原福原                                （（（（８８８８）））） 
         以外宿泊  なし 
 
6/19火   10：00桜木町駅前広場→神奈川県庁→横浜市役所(約 1時間)くすのき広場 

14：00川崎駅ルフロン前→銀柳街→川崎市役所 
             川崎生涯研修センター044-541-2451 洋室シングル １泊２食・夕食は志楽亭 
          朝食は軽食   川崎市幸区塚越 4－314－1 
           リレーリレーリレーリレー行進行進行進行進    福原福原福原福原    、、、、賀川賀川賀川賀川                                                                                                （（（（８８８８）））） 
         以外宿泊   なし 
 
6/20水  11：30中央区水谷橋公園集合（ＪＲ有楽町駅から銀座通りとおり、首都高速線東銀座 

出口そば 徒歩 10分） →デモ行進（3.2Ｋｍ）、行進団とともに 12：00出発→ 
ホテル西洋銀座→数寄屋橋交番→東京高速道路高架下→東電本社前→内幸 
町交叉点→日比谷公園、12：40野外音楽堂到着 

          中央本部主催 集結集会（日比谷公園野外音楽堂） 
           6月 20日 13:00～14:00 
            集会後国会へ請願デモ、国会議員要請行動など 
           リレーリレーリレーリレー行進行進行進行進    福原福原福原福原、、、、賀川賀川賀川賀川 
 
宿泊関係連絡先 
  ＪＵＪＵＪＵＪＵ観光観光観光観光        06－－－－6135－－－－7011        三原三原三原三原（（（（携帯携帯携帯携帯 090-5886－－－－8812）））） 


