立教１８２年全教一斉ひのきしんデー

京都教区

●会場名・実施日集合時間～解散時間・会場住所／交

会場一覧
山

３月７日現在

科

通案内・雨天時の対応

●山科中央公園・6 時～7 時・雨天中止

※実施日が記載されていない会場は全て 4 月 29 日開

●山科疏水公園・9 時～11 時半・雨天中止

催です。

伏

北

見

●児童福祉施設平安徳義会・9 時～12 時・西京区大原

●金閣寺入り口付近【金閣寺前集合】
・6 時～6 時半・

野灰方町 249・雨天順延

北区衣笠天神森町／金閣寺前停留所・雨天中止

●京都医療センター【Ｐ3 駐車場集合】
・9 時～12 時・

●賀茂川河川敷【北大路橋西詰北側集合】
・6 時～6 時

伏見区深草向畑町 1-1／京阪電鉄藤森駅徒歩 8 分・雨

半・北区加茂川北大路橋／市バス植物園前西へ橋を渡

天延期(5 月 3 日）

る・雨天中止

●横大路運動公園・9 時～12 時・伏見区横大路下ノ坪

●大宮交通公園・8 時 45 分～11 時半・北区大宮西脇

1／京阪電鉄淀駅徒歩 20 分・雨天延期（5 月 3 日）

大 17／市バス 46 号大宮交通公園前停留所・雨天中止

●勝竜寺城公園・9 時～12 時・長岡京市勝竜寺 13-1・

中

京

雨天中止

●ＪＲ二条駅【駅東側広場集合】
・7 時～8 時・中京区

●淀城跡公園・13 時～15 時・伏見区淀本町／京阪電

西ノ京栂尾町／ＪＲ二条駅、市バス二条駅前・小雨決

鉄淀駅徒歩 5 分・雨天延期（5 月 3 日）

行

洛

南

●宇多野病院【病院玄関前庭集合】
・8 時 50 分～15 時・

●久御山中央公園・9 時～10 時・久御山町田井新見／

右京区鳴滝音戸山町 8／市バス 10・26・59 系統宇多

駐車場有り・雨天順延（30 日）

野病院前停留所・小雨決行

●南京都病院・9 時～11 時・城陽市中芦原 11／ＪＲ

下

山城青谷駅徒歩 20 分、ＪＲ京田辺・近鉄新田辺駅か

京

●光徳公園・9 時～12 時・下京区千本通り松原角地／

らバス・雨天順延（30 日）

ＪＲ丹波口北へ 200ｍ・雨天延期（5 月 3 日）

●桜づつみ寺田緑地・9 時～11 時半・城陽市寺田北堤

左

京

下／駐車場有り・雨天中止

●宝が池公園（北園）
【北園広場集合】
・9 時半～11 時

●御幸橋・9 時半～11 時・八幡市在応寺／八幡市駅よ

半・左京区上高野流田町 8／地下鉄烏丸線国際会館駅

り 10 分・雨天順延（30 日）

徒歩 15 分・小雨決行
右

城

南

●府道 5 号沿い【相樂分教会集合】
・8 時半～11 時半

京

●宇多野病院【正面入り口前集合】
・8 時 45 分～15 時・

●ＪＲ大河原駅周辺およびＪＲ月ケ瀬口駅・8 時半～

右京区鳴滝音戸山町 8／市バス 10・26・59 系統宇多

11 時半・南山城村北大河原・小雨決行

野病院前・雨天中止

●高齢者総合福祉施設神の園・8 時半～12 時・精華町

●樫原史跡公園【公園入り口集合】
・9 時 40 分～12 時・

大字北稲八間焼山 6／ＪＲ近鉄祝園駅西へ車 5 分・雨

西京区樫原内垣外町／市バス三ノ宮・三ノ宮街道・史

天決行（屋内清掃）

跡公園・雨天中止

●特別養護老人ホーム山城ぬくもりの里【2 階ホール

●嵐山中ノ島公園【公園東側集合】
・5 月 5 日 7 時半

集合】
・9 時～11 時・木津川市山城町上狛天竺堂 1-1

～8 時半・右京区嵯峨中ノ島町／市バス 28 番阪急嵐

／ＪＲ上狛駅東へ徒歩 10 分・雨天決行

山駅・嵐電嵐山駅・雨天中止

●木津川市役所加茂支所【支所西側集合】・9 時～11

東

時 45 分・木津川市加茂町里南古田 156／ＪＲ加茂駅

山

●東山区松原通周辺【京城大教会集合】
・9 時半～11

西へ徒歩 5 分・小雨決行.雨天中止

時半・東山区松原通大和大路東入 3 丁目興善町 140／

●特別養護老人ホーム梅林園【国道側駐車場集合】
・9

市バス清水道停留所より徒歩 3 分・雨天順延（30 日）

時～12 時・城陽市中芦原 55・雨天決行（屋内清掃）
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●わかさぎ公園・9 時～12 時・笠置町／ＪＲ笠置駅・

／ＪＲ東舞鶴駅バス 5 分・雨天決行（院内清掃）

雨天中止

●舞鶴公園・9 時～12 時・舞鶴市南田辺／ＪＲ西舞鶴

亀

駅徒歩 5 分・雨天中止

岡

●ＪＲ千代川駅前・9 時～11 時半・亀岡市千代川町今

与

謝

津／ＪＲ千代川駅・小雨決行

●天橋立公園【廻施橋北側駐車場集合】
・9 時～11 時

●淇陽学校・9 時～12 時・南丹市園部町栄町 3・雨天

半・宮津市字文殊／京都タンゴ鉄道天橋立駅徒歩 10

決行（屋内清掃）

分・小雨決行.荒天中止

●馬路生涯学習センター・9 時～12 時・亀岡市馬路町

奥

丹

流川 1・小雨決行

●宇川保育所・8 時～10 時・京丹後市丹後町中野 242

●畑野町自治会周辺【自治会前集合】
・9 時半～11 時・

／丹後海陸交通バス平停留所より徒歩 10 分・小雨決

雨天中止

行.大雨延期（5 月 4 日）

●亀岡運動公園プール棟【プール棟玄関前集合】
・9 時

●弥栄病院・8 時～11 時半・小雨決行

半～12 時・亀岡市曽我部町穴太上渕・小雨決行

●総合老人福祉施設はごろも苑・8 時～11 時半・京丹

南

後市峰山町長岡 2093・雨天中止

丹

●グリーンランドみずほ【体育館裏広場集合】
・8 時半

●小浜海水浴場【駐車場周辺集合】
・8 時半～11 時・

～11 時半・京丹波町大朴皿引 1-4・雨天中止

小雨決行

●京北運動公園【管理棟前集合】
・8 時半～11 時半・

●京都丹後鉄道京丹後大宮駅【駅前駐車場集合】
・8 時

右京区京北比賀江町院谷 21-1・雨天中止

半～11 時・小雨決行

●ＪＲ日吉駅・8 時半～11 時半・雨天決行

●特別養護老人ホーム久美浜苑・8 時半～11 時・京丹

●特別養護老人ホーム美山やすらぎホーム【玄関前集

後市久美浜町 169・雨天決行（屋内清掃）

合】
・8 時半～12 時・南丹市美山町島小栗栖山 13-1・

●特別養護老人ホームいちがお園・9 時～10 時半・京

雨天決行（屋内清掃）

丹後市丹後町岩木 487／丹後海陸交通バス清水停留所

●富田公民館・9 時～11 時半・京丹波町富田谷口・雨

徒歩 15 分・小雨決行

天中止
綾

部

●紫水ケ丘公園・4 月 28 日 9 時～11 時半・綾部市味
方町・小雨決行
●旧奥上林幼稚園・5 月 11 日 9 時～11 時半・綾部市
睦寄町行道前 27・小雨決行
福知山
●ＪＲ夜久野駅前広場・4 月 28 日 7 時～8 時・小雨決
行
●春日梅田神社境内地【神社前集合】
・8 時 15 分～11
時半・福知山市三和町菟原下
●三段池公園・8 時半～11 時半・福知山市猪崎／ＪＲ
福知山駅北東へ車 8 分・小雨決行
●旧明正小学校・8 時半～11 時半・福知山市・会場変
更（京額分教会）
舞

鶴

●舞鶴医療センター・9 時～12 時・舞鶴市行永 2410
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