立教１８２年全教一斉ひのきしんデー

奈良教区

会場一覧

３月１９日現在

●会場名・実施日集合時間～解散時間・会場住所／交

●奈良医療センター【正面玄関前集合】・9 時半～12

通案内・雨天時の対応

時半・奈良市七条 2-789／近鉄西ノ京駅より奈良交通

※実施日が記載されていない会場は全て 4 月 29 日開

バス奥柳下車南へ徒歩 8 分・雨天決行

催です。

南奈良

天理市

●特別養護老人ホームあじさい園【玄関集合】
・9 時～

●桃尾の瀧石碑周辺・8 時～11 時・天理市滝本町／天

12 時・奈良市茗荷町 808-1／奈良交通茗荷停留所徒歩

理駅より奈良交通バス桃尾瀧口下車・雨天中止

3 分・雨天決行

●下滝本公民館・8 時～11 時・天理市滝本町／奈良交

●護国神社【参集所前集合】・9 時～12 時・奈良市古

通バス苣原行き下滝本停留所下車・雨天中止

市町 1984／奈良交通護国神社前停留所徒歩 3 分・雨

●下仁興町公民館・8 時半～10 時半・天理市下二興

天決行

町・小雨決行

生

駒

●西長柄公民館・8 時半～11 時半・天理市西長柄町・

●老人憩の家萩の台分館【入り口集合】・8 時半～10

雨天決行（屋内清掃）

時半・生駒市萩の台 866-2／近鉄萩の台駅北東へ 500

●豊田公民館・9 時～11 時・天理市豊田町 866・雨天

ｍ・雨天中止

決行（屋内清掃）

●萩の台小山児童公園・8 時半～10 時半・生駒市萩の

●石上神宮境内地【社務所前集合】
・9 時～11 時・天

台／近鉄萩の台駅北東へ 550ｍ・小雨決行.雨天中止

理市布留町・雨天中止

●生駒市街地周辺【生駒大教会集合】・9 時～11 時・

●田町公園および厳島神社・9 時～11 時・天理市田町

生駒市谷田町／生駒駅北東へ 400ｍ・雨天中止

／天理駅南へ徒歩 15 分・雨天順延（30 日）

●四季の森公園【入り口集合】
・9 時～11 時・生駒市

●式上公民館・9 時～11 時・天理市遠田町・雨天決行

北大和 1 丁目／学研北生駒駅北東へ 200ｍ・雨天中止

●櫟本小学校・9 時～11 時半・天理市櫟本町・雨天決

郡

山

行（屋内清掃）

●県立ろう学校および県立盲学校・9 時～11 時半・大

●田井庄池公園【公園西側入り口集合】
・9 時～11 時

和郡山市丹後庄町 446（ろう学校）221-1（盲学校）

半・天理市田井庄町／天理駅西へ徒歩 1 分・小雨決行

／国道 25 号筒井交差点北へ 1 ㎞・雨天中止

●田井庄街区公園【入り口集合】
・9 時～11 時半・天

●県立民俗博物館・9 時～11 時半・大和郡山市矢田町

理市田井庄町・小雨決行

545／国立奈良工業高等専門学校裏・雨天中止

●二階堂幼稚園・9 時～11 時半・天理市二階堂南菅田

山

辺

町 38-1／二階堂駅南へ徒歩 12 分・雨天決行

●特別養護老人ホームせせらぎ苑・8 時 45 分～11 時

●小路新町公園【入り口集合】
・9 時～11 時半・天理

半・山添村広瀬 823・雨天決行（屋内清掃）

市小路新町・小雨決行

●特別養護老人ホームやすらぎ園・9 時半～11 時半・

●朝和小学校、幼稚園【小学校玄関前集合】
・9 時～11

天理市福住町 5504・雨天決行（屋内清掃）

時半・天理市成願寺町 420／国道 169 号朝和小学校前

●都祁交流センター・9 時半～11 時半・奈良市都祁白

を西へ・雨天決行（校舎内清掃）

石町 1133・雨天決行（屋内清掃）

●柳本幼稚園【事務所前集合】
・9 時～11 時半・天理

●フォレストパーク神野山・9 時半～11 時半・山添村

市柳本町 891-2／ＪＲ柳本駅西へ徒歩 8 分・雨天決行

伏拝 888-1・雨天中止

奈

良

磯

城

●奈良公園【浅茅ヶ原集合】
・9 時半～11 時半・奈良

●法貴寺集落センター前公園・8 時～10 時・雨天順延

公園内浅茅ヶ原、浮雲、春日野／春日大社表参道停留

（30 日）

所前・小雨決行

●糸井神社・8 時半～11 時・川西町結崎 68／近鉄結
崎駅西へ 2 ㎞、駐車場有り（川西町役場）・小雨決行.

西奈良
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大雨順延（30 日）

時半～11 時／近鉄池部駅徒歩 5 分/王寺駅 5 分・雨天

●田原本小学校・9 時～11 時・田原本町新町 48／駐

決行（屋内清掃）

車場有り・雨天中止

●屋敷山公園・9 時半～11 時・葛城市／近鉄新庄駅西

●総合リハビリテーションセンター東側飛鳥川遊歩

へ 1.5 ㎞・雨天決行

道・9 時～11 時・田原本町多 722・雨天延期（5 月 3

●武烈天皇陵・5 月 9 日 8 時半～11 時・雨天中止

日）

御

所

●須賀神社および味間児童公園【須賀神社集合】
・9 時

●鴨上児童公園および高天彦神社・8 時半～11 時・御

～11 時・田原本町味間／味間郵便局南へ 300ｍ・小雨

所市鴨上 1631・御所市北窪 158／近鉄御所駅南へ車

決行

20 分・小雨決行

桜

井

●葛城川堤防および御所幼稚園【葛城公園集合】
・9 時

●織田纒向幼稚園・9 時～11 時・桜井市芝 1835／Ｊ

～11 時半・御所市 1 丁目－15 番地／ＪＲ御所駅東へ

Ｒ三輪駅徒歩 20 分・雨天決行（屋内清掃）

徒歩 5 分・小雨決行

●桜井南小学校【玄関前集合】
・9 時～11 時・桜井市

五

條

浅古 21・雨天中止

●吉野川自然公園芝崎【南阿太分教会集合】
・9 時～11

●芝運動公園・9 時～11 時半・桜井市三輪 686／ＪＲ

時・五條市滝町 56／ＪＲ五条駅車 15 分、吉野川沿い・

三輪駅西へ徒歩 8 分・小雨決行

会場変更（仁優園）

●纒向小学校・9 時～11 時半・桜井市東田 339・雨天

●野原中学校・9 時～11 時・五條市野原中 3 丁目 5-43・

決行（屋内清掃）

雨天決行（校舎ガラス拭き）

●シャルトル公園・13 時～15 時・桜井市栗殿 1031

●丹生神社・9 時～11 時・五條市西吉野町大日川・雨

／桜井市役所東へ徒歩 1 分・小雨決行

天中止

宇

●上野公園・9 時～11 時半・五條市上野町 246・雨天

陀

●平成榛原子供のもり公園・8 時～10 時・宇陀市榛原

中止

桧牧・雨天延期（5 月 6 日）
橿

西吉野

原

●県立大淀養護学校【校庭集合】・8 時～11 時半・大

●高取中央公園【リベルテホール集合】
・8 時半～11

淀町下渕 414-1／近鉄下市口駅徒歩 30 分・雨天決行

時・高取町観覚寺 1023／近鉄壺阪山駅、国道 169 号

（屋内清掃）

高取町役場方面へ・小雨決行.雨天順延（30 日）

●特別養護老人ホーム高森の郷・8 時～11 時半・十津

●橿原運動公園まほろば広場【広場前集合】（献血有

川村猿飼／奈良交通平谷口停留所徒歩 20 分・雨天決

り）
・9 時～11 時半・橿原市雲梯町 323-2／バス雲梯

行（屋内清掃）

運動公園前・小雨決行.雨天順延（30 日）
高

東吉野

田

●下北山小学校・8 時半～10 時半・小雨決行

●広陵町健民運動場・9 時～11 時・会場変更（広陵町

●川上村立ふれあいセンターおよび北和田村道【芳川

中央公民館）

分教会集合】・8 時半～12 時・雨天中止

●大中公園【舞台前芝生広場集合】
・9 時～11 時・大

●東吉野こども園・9 時～11 時・東吉野村小 223／東

和高田市大中／有料駐車場有り（市立病院立駐）・小

吉野村役場より車 5 分・雨天決行（屋内清掃）

雨決行

●吉野運動公園【体育館横芝生集合】
・9 時～11 時半・

●二上山ふるさと公園・9 時～11 時・小雨決行

吉野町山口 910・雨天中止

●大谷山自然公園・9 時～11 時／近鉄築山駅西へ徒歩

●上北山小学校跡・15 時～17 時・上北山村河合

3 分・小雨決行.雨天中止

151-2・小雨決行

●河合町総合スポーツ公園および久度神社境内地・9

●下北山中学校・5 月 12 日 8 時半～11 時・小雨決行
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