立教１８２年全教一斉ひのきしんデー

兵庫教区

会場一覧

３月８日現在

●会場名・実施日集合時間～解散時間・会場住所／交

水区平磯 1 丁目／山陽電鉄東垂水駅南側・小雨決行.

通案内・雨天時の対応

大雨順延（30 日）

※実施日が記載されていない会場は全て 4 月 29 日開

神戸西

催です。

●西神中央公園【遊具南側集合】・9 時～11 時・西区

灘

糀台 6 丁目／西神中央駅徒歩 12 分・雨天中止

●王子町公園【原田児童館前公園集合】
・9 時半～11

●特別養護老人ホーム永栄園・9 時～11 時・西区伊川

時半・灘区王子町 2-3-1／阪急王子公園駅東改札口北

谷町長坂 800・小雨決行

へ 1 分・小雨決行.大雨中止

●社会福祉法人まほろば・5 月 19 日 9 時～15 時・三
木市別所町小林字仕負谷 118-111／神戸電鉄志染駅・

神戸中央
●生田川公園【新神戸駅南】
・10 時～12 時・神戸市中

雨天決行

央区／新神戸駅南へ徒歩 5 分、市バス布引停留所すぐ
兵

明

庫

石

●二見人工島【二見大橋のたもと集合】
・9 時～11 時・

●湊川公園・9 時～11 時・兵庫区荒田町 1 丁目／市バ

明石市二見町南二見・雨天中止

ス 3 番・9 番湊川公園西口前、地下鉄湊川公園駅小雨

●大蔵海岸【歩道橋下集合】・9 時～11 時・明石市六

決行

蔵海岸通り・雨天中止

神戸北

●松江公園・9 時～11 時・明石市松江・雨天中止

●しあわせの村芝生広場【芝生広場日本庭園寄り集

甲

南

合】
・9 時～12 時・北区山田町下谷上字中一里山 14-1

●芦屋市霊園・10 時～11 時半・芦屋市朝日ヶ丘町 15

／神戸電鉄鈴蘭台駅バス 20 分・小雨決行.大雨順延
（30

／ＪＲ芦屋駅阪急芦屋川駅バス 20 分、阪神芦屋駅バ

日）

ス 30 分・小雨決行

長

田

●本庄墓地・14 時～15 時半・神戸市東灘区深江北町
5 丁目 4／阪神深江駅徒歩 5 分・小雨決行

●大丸山公園【公園頂上集合】
・9 時～11 時・長田区
大丸町 1 丁目・雨天延期（5 月 12 日）

西

宮

●獅子ケ池・9 時～11 時・雨天中止

●甲子園浜海浜公園・9 時～11 時・西宮市浜甲子園 4

●鉄人広場【公園東側遊具前集合】
・9 時半～11 時・

丁目・雨天決行

長田区若松町 6 丁目 3／ＪＲ新長田駅東へ徒歩 5 分・

●川添公園【公園北側集合】
・13 時～14 時半・西宮市

雨天中止

川添町 6／阪神香櫨園駅南へ徒歩 10 分・小雨決行

●公文病院【病院前集合】
・9 時半～11 時・雨天中止

●夙川河川敷緑地【夙川公民館横集合】
・13 時～15 時

●観音山公園【公園下グラウンド集合】
・9 時半～11

／阪急夙川駅南へ徒歩 3 分・雨天中止

時・長田区池田

●中央運動公園・13 時半～15 時・西宮市河原町 2／

須

阪急バス市民運動公園停留所東へ徒歩 3 分・小雨決行

磨

●須磨海岸【赤灯台下の海岸集合】
・9 時半～11 時半・

●武庫川河川敷山手幹線下・13 時半～15 時半・西宮

須磨区須磨浦通 1 丁目／ＪＲ須磨駅東へ徒歩 13 分、

市甲子園口北町／ＪＲ甲子園口駅北東へ 400ｍ山手幹

ＪＲ須磨海浜公園駅南西へ徒歩 10 分・雨天順延（30

線道路高架下・雨天決行

日）

尼崎南

●落合中央公園・9 時半～11 時半・須磨区中落合 3 丁

●大物公園・10 時～11 時半・小雨決行

目 1／神戸市営地下鉄名谷駅北東へ徒歩 3 分・雨天順

尼崎北

延（30 日）
垂

●西武庫公園【駐車場入り口付近集合】
・9 時～11 時・
尼崎市武庫元町 3-14-1／阪神バス西武庫公園すぐ・小

水

●平磯緑地公園【公園内広場集合】
・9 時～12 時・垂

雨決行.大雨中止
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●弥生ケ丘墓園【事務所前集合】
・9 時～11 時 45 分・

勢港より徒歩 15 分・小雨決行.大雨順延（30 日）

尼崎市弥生ケ丘 2-1／尼崎市バス弥生ケ丘・小雨決行.

●飾磨区中島緑地帯【あかねの湯南側中島公園東側集

大雨中止

合】・9 時～11 時・姫路市飾磨区中島公園／国道 250

阪神北

号飾磨バイパス市川浜手大橋西交差点南へ 100ｍ・雨

●市立養護学校・9 時～11 時半・宝塚市安倉中 6 丁目

天決行

1-3／阪急バス安倉小学校前東へ徒歩 5 分・雨天延期

●家島神社・9 時～11 時半・姫路市家島町宮／家嶋宮

（5 月 20 日）

港より徒歩 15 分・小雨決行.大雨順延（30 日）

●猪名川河川敷ドラゴンランド・9 時～11 時・川西市

姫路北

小花／阪急川西能勢口駅東へ徒歩 8 分・雨天順延（30

●姫路城姫山公園・9 時半～11 時半・姫路市本町 68

日）

／姫路駅北へ徒歩 10 分・小雨決行.雨天順延（30 日）

●伊丹小学校～阪急伊丹駅周辺【小学校集合】
・9 時～

揖

保

11 時・伊丹市船原 1 丁目／阪急伊丹駅北へ徒歩 5 分・

●龍野公園聚遠亭・9 時～12 時・たつの市龍野町中霞

雨天順延（30 日）

城 6・雨天中止

●平木谷公園【すべり台前集合】
・9 時～11 時・川西

佐

用

市大和西 2 丁目／能勢電鉄畦野駅徒歩 10 分・雨天中

●特別養護老人ホーム朝陽ケ丘荘・9 時～11 時・佐用

止

町平福 138-1

●社会福祉法人希望の家・9 時～11 時・宝塚市玉瀬字

宍

粟

田畠 9／阪急田園バス玉瀬徒歩 20 分・雨天順延（30

●西河内児童公園・8 時～11 時・宍粟市千種町西河内・

日）

会場変更（西河内公民館）

北

攝

●たかのす東小学校・8 時半～11 時

●おかば学園【事務所北側集合】
・9 時～12 時・北区

●千種町大通り広場【播種分教会集合】・9 時半～11

有野中町 2 丁目 5-19／神戸電鉄岡場駅北東へ徒歩 5

時・宍粟市千種町千草・雨天中止

分・雨天延期（5 月 3 日）

●山崎幼稚園・12 時 50 分～15 時・宍粟市山崎町門前・

●兵庫中央病院【診療棟玄関前集合】
・9 時～12 時・

小雨決行

三田市大原 1314／三田駅よりバス 7 分、神姫バス中

●一宮保健福祉センターやすらぎ・13 時～15 時・宍

央病院南口・雨天延期（5 月 3 日）

粟市一宮町閏賀 300・小雨決行

加

古

●しそう自立の家・13 時～15 時・宍粟市波賀町小野

●加古川医療センター【駐車場集合】
・9 時～11 時 40

502-3

分・加古川市神野町神野 203・雨天順延（30 日）

●神野小学校・5 月 4 日 9 時～11 時・雨天中止

印

●センター三方・6 月 2 日 8 時～10 時・宍粟市一宮町

南

●湊神社・9 時～11 時・姫路市的形町的形 1249・小

三方町・小雨決行

雨決行

赤

穂

●平荘湖あじさい園・9 時～11 時・加古川市平荘町池

●特別養護老人ホーム桜谷荘【玄関前集合】
・4 月 10

尻・小雨決行

日 9 時半～11 時半・赤穂市塩屋 129・小雨決行

●公園墓地・9 時～11 時半・高砂市阿弥陀町阿弥陀

●障害者支援施設愛心園・4 月 20 日 9 時半～11 時半・

560・小雨決行

上郡町山野里 2749・雨天決行（屋内清掃）

姫路南

●赤穂大石神社【神社境内集合】・9 時半～11 時半・

●城山公園・8 時～11 時・姫路市家島町真浦・雨天順

赤穂市上仮屋 129／神姫バス大石神社前徒歩 5 分・小

延（30 日）

雨決行

●坊勢海水浴場・8 時～11 時・姫路市家島町坊勢／坊

●特別養護老人ホーム椿の園・9 時半～11 時半・相生
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神
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３月８日現在

11 時半・三木市緑が丘町本町 2 丁目 3／コープこうべ
緑が丘店より東へ 500ｍ・雨天決行（屋内清掃）

埼

●いくの喜楽苑デイサービス元気・とちはら・8 時～

加

東

10 時半・朝来市生野町栃原 562／ＪＲ生野駅より神姫

●高齢者総合ケア福祉施設伽の里【玄関前集合】
・9 時

バス生野学園行、宮の前停留所北へ 3 分・雨天決行（屋

～11 時・加東市天神 608・雨天順延（30 日）

内清掃）

●東条文化会館コスミックホール・9 時～11 時半・加

●神崎公民館・9 時～11 時半・神河町中村 10／バス

東市天神 66・雨天中止

作畑新田行き公民館前・雨天決行（屋内清掃）

●北播磨総合医療センター・9 時～11 時半・小野市市

●旧上小田小学校（献血有り）・9 時～11 時半・神河

場町 926-250／ＪＲ市場駅および神戸電鉄市場駅より

町上小田 363／ＪＲ寺前駅より姫路クリーンバス大高

シャトルバス・小雨決行

倉行 山の上停留所・雨天決行（屋内清掃）

加

西

●特別養護老人ホームひまわり荘・9 時～11 時半・市

●加西病院【駐車場集合】
・8 時半～11 時半・加西市

川町下牛尾 680・雨天決行（屋内清掃）

北条町横尾 1-13

●香寺温水プール・9 時～11 時半・姫路市香寺町香呂

多

可

239-1／ＪＲ香呂駅西へ徒歩 5 分・雨天決行（屋内清

●ラベンダーパーク多可・8 時半～11 時・加美区轟

掃）

799-127・小雨決行

●柳田國男生家記念館・9 時～11 時半・福崎町東田原

●アスパル・8 時半～11 時・中区岸上 281-51・小雨

1038-12／ＪＲ福崎駅タクシー10 分・雨天決行（屋内

決行

清掃）

●日本へそ公園【駐車場集合】
・8 時半～11 時半・西

美

嚢

脇市上比延町・雨天順延（30 日）

●かやの宮・8 時半～10 時・三木市別所町高木・小雨

●八千代小学校・9 時～11 時・八千代区中野真 1137・

決行

小雨決行

●小林わんぱく広場・8 時半～10 時半・三木市別所町

丹

波

小林・小雨決行

●山南福祉センターさんなん荘【駐車場集合】
・8 時～

●上石野グラウンド・8 時半～11 時・三木市別所町石

11 時・丹波市山南町野坂 176・小雨決行

野・小雨決行

●三ツ塚史跡公園・8 時～11 時半・丹波市市島町上田・

●よかわアフタースクール・8 時半～11 時・三木市吉

小雨決行.雨天中止

川町前田・雨天決行（屋内清掃）

●特別養護老人ホームおかの花【玄関前集合】
・8 時～

●中吉川小学校・8 時半～11 時・三木市吉川町大畑

12 時・丹波市春日町山田 170・雨天中止

543・雨天順延

●水分れ公園【イベント広場集合】
・8 時半～11 時半・

●東吉川小学校【駐車場集合】
・8 時半～11 時半・三

丹波市氷上町石生／ＪＲ石生駅徒歩 3 分・雨天順延

木市吉川町市野瀬 430／東吉川小学校前停留所徒歩 1

（30 日）

分・雨天決行（屋内清掃）

●児童養護施設睦の家・8 時半～12 時半・丹波市青垣

●上の丸公園・9 時～11 時・三木市上の丸町／神戸電

町文室 204-2／青垣Ｉ.Ｃ.右折約 3 ㎞、旧神楽小学校

鉄上の丸駅・雨天中止

前・小雨決行.大雨順延

●口吉川町公民館【駐車場集合】
・9 時～11 時・三木

●柏原病院【玄関前集合】
・9 時～12 時・丹波市柏原

市口吉川町殿畑 144・雨天中止

町柏原 5208-1／ＪＲ柏原駅より 5 分・小雨決行

●神戸青少年公園【冒険広場集合】
・9 時～11 時・北

篠

山

区淡河町野瀬字南山

●兵庫医科大学ささやま医療センター【玄関集合】
・8

●障害者支援施設三木精愛園【事務所前集合】
・9 時～

時～11 時・篠山市黒岡 5・雨天中止
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●特別養護老人ホーム山ゆりホーム・5 月 3 日 9 時～

●特別養護老人ホームたじま荘【玄関前集合】
・8 時半

11 時・篠山市福住字平石 740・雨天決行

～11 時・豊岡市日高町十戸 455／江原方面より西中学

●特別養護老人ホーム和寿園【玄関集合】
・5 月 8 日

校前交差点右折、1 ㎞直進右折山際・雨天決行（屋内

14 時～15 時・篠山市高屋 24・雨天決行

清掃）

●ふるさと公園・5 月 12 日 9 時～11 時・雨天中止

●豊岡市役所日高振興局・8 時半～11 時・豊岡市日高

●丹南精明園【味間分教会集合】
・5 月 18 日 14 時～

町祢布 920／ＪＲ江原駅徒歩 10 分・小雨決行

15 時・雨天中止

●特別養護老人ホームこうのとり荘・8 時半～11 時

●篠山城跡【青山神社前集合】
・6 月 2 日 8 時半～11

半・豊岡市塩津町 2-37／全但バス塩津停留所北東へ

時・篠山市北新町 23・雨天中止

200ｍ・雨天決行（屋内作業）

朝

来

●城崎駅通り公園・9 時～10 時半・豊岡市城崎町湯

●ヒメハナ公園・9 時～11 時・朝来市山東町楽音寺

島・小雨決行.大雨順延（30 日）

586・小雨決行.雨天順延

●神武山公園・9 時～11 時半・豊岡市京町 12・雨天

朝

来

中止

●障害者支援施設真生園・9 時～11 時・朝来市和田山

美

方

町竹田 1958・小雨決行.雨天順延

●但馬牧場公園【駐車場集合】
・8 時半～12 時・新温

●多々良木みのり館周辺・9 時～11 時・朝来市多々良

泉町丹土・小雨決行.大雨順延

木 727-2・小雨決行.雨天順延

東

浦

●特別養護老人ホームいくの喜楽苑・9 時～11 時・朝

●塩浜公園・9 時～12 時・淡路市浦 41-7・小雨決行

来市生野町竹原野 240・小雨決行.雨天順延

●大浜海水浴場・9 時～12 時・洲本市海岸通 1 丁目 2
／洲本バスセンターより徒歩 10 分・小雨決行

養 父
●特別養護老人ホームおおやの郷・8 時 50 分～11 時

西

浦

半・養父市大屋町笠谷 41・雨天決行

●淡路文化会館【駐車場集合】
・9 時半～11 時半・淡

●特別養護老人ホームかるべの郷さざんか・9 時～11

路市多賀／県道西浦-志筑線多賀停留所徒歩 5 分・雨天

時半・養父市十二所

決行（屋内清掃）

●特別養護老人ホームたじま荘・9 時～11 時 45 分・

三

原

豊岡市日高町神鍋・雨天決行（屋内作業）

●慶野松原海水浴場【駐車場集合】
・9 時～12 時・南

●特別養護老人ホーム妙見荘・9 時～12 時・養父市八

あわじ市松帆古津路 970-67・小雨決行.大雨中止

鹿町国木／国木停留所妙見荘前・雨天決行（屋内清掃）
●鉢伏高原【鉢伏高原駐車場集合】
・5 月 6 日 10 時半
～15 時・養父市関宮町・雨天決行（屋内作業）
北

但

●西町区公民館【竹野濱分教会集合】
・8 時～10 時・
豊岡市竹野町竹野 741／ＪＲ竹田駅より 1 ㎞・小雨決
行.雨天中止
●豊岡市役所出石振興局【玄関集合】
・8 時半～10 時
半・豊岡市出石町内町 1／全但バス出石営業所より 5
分・小雨決行
●グループホームこころ・8 時半～11 時・豊岡市但東
町中山 679-1／全但バス中山停留所より徒歩 3 分・雨
天決行（屋内清掃）
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