立教１８２年全教一斉ひのきしんデー

和歌山教区

会場一覧

３月９日現在

●会場名・実施日集合時間～解散時間・会場住所／交

●国吉診療所【長峰分教会集合】・9 時～14 時・紀美

通案内・雨天時の対応

野町田・雨天順延

※実施日が記載されていない会場は全て 4 月 29 日開

有

田

催です。

●花の里河川公園・8 時～11 時・有田川町庄／庄丹生

和歌山市東・和歌山市西・和歌山市北合同

橋南詰・小雨決行・雨天中止

●和歌山公園【二の丸広場集合】（献血有り）・8 時

●特別養護老人ホーム潮光園【玄関前集合】
・8 時半～

半～11 時半・和歌山市七番丁 23 番地・雨天順延

11 時・湯浅町湯浅・小雨決行

那

賀

●港小学校【学校前集合】
・8 時半～11 時半・有田市

●桃源郷運動公園【公園前集合】
・4 月 9 日 8 時半～

港町・小雨決行

11 時・紀の川市桃山町最上 1147-11／ＪＲ下井阪駅桃

●保田小学校【学校正門集合】
・8 時半～11 時半・有

山町方面へ車 15 分・雨天中止

田市辻堂 474・雨天中止

●紀伊国分寺跡歴史公園【歴史民俗資料館前集合】
・8

●二川ダム公園・8 時半～11 時半・小雨決行・大雨中

時半～11 時半・紀の川市東国分 671／ＪＲ下井阪駅北

止

へ 10 分・雨天決行（屋内清掃）

●特別養護老人ホーム寿楽園・8 時半～12 時・有田川

伊

町小川／ＪＲ藤並駅車 20 分・小雨決行

都

●丸山公園・8 時半～11 時・小雨決行

日

高

●高野口公園・8 時半～11 時・橋本市高野口町名古曽・

●特別養護老人ホーム美山の里【初湯分教会集合】
・4

小雨決行

月 21 日 8 時～11 時・日高川町初湯川 213／国道 42

●道の駅紀の川万葉の里・8 時半～11 時半・かつらぎ

号椿山ダムより車 3 分・小雨決行・雨天順延（22 日）

町背ノ山・雨天順延

●清川天宝神社・8 時～10 時・みなべ町清川／ＪＲみ

海

なべ駅東へ車 20 分・小雨決行・大雨中止

南

●わんぱく公園・9 時～11 時・海南市大野中 1010／

●和歌山病院・8 時半～10 時半・美浜町大字和田

ＪＲ海南駅東へ徒歩 15 分・雨天順延（30 日）

1138・小雨決行

●大東小学校・9 時～11 時・海南市下津町方 1／ＪＲ

●町立高城高齢者センター・8 時半～11 時・みなべ町

加茂郷駅南へ徒歩 3 分・雨天順延（30 日）

高野 1404／城西小学校跡地・小雨決行

野上谷

●久宗公園・8 時半～11 時・みなべ町西本庄・雨天中

●のかみふれあい公園【公園芝生広場集合】
・4 月 27

止

日 8 時～11 時・紀美野町西野 971・雨天順延

●障害者支援施設由良あかつき園【駐車場集合】
・9 時

●農村会館・4 月 28 日 8 時～11 時半・紀美野町三尾

～11 時半・由良町吹井 130・小雨決行

川 326・雨天決行

●猪之山公園【駐車場集合】・9 時～11 時半・みなべ

●旧長谷毛原中学校・7 時半～9 時半・紀美野町毛原

町芝／ＪＲみなべ駅徒歩 10 分・小雨決行・雨天中止

宮・雨天順延

西牟婁

●中集会所・8 時～10 時・紀美野町中／オレンジバス

●ＪＲ江住駅前・7 時～10 時・すさみ町江住 1・雨天

中停留所・雨天決行（屋内清掃）

中止

●河南集会所・8 時～11 時・紀美野町下佐々・雨天延

●日置小学校・7 時～10 時・白浜町日置 979-1・雨天

期（5 月 3 日）

中止

●県立自然公園亀池公園・8 時半～11 時半・海南市阪

●小恒会館・7 時～10 時・田辺市上芳養小恒・雨天決

井／オレンジバス亀池公園前・小雨決行・雨天中止

行（屋内清掃）

●国保野上厚生病院・8 時半～11 時半・紀美野町小畑

●川添分教会周辺道路【教会集合】
・8 時～10 時・白

／オレンジバス八幡馬場・雨天決行

浜町市鹿野・雨天決行（屋内清掃）
1

立教１８２年全教一斉ひのきしんデー

和歌山教区

●ＪＲ芳養駅・8 時～10 時・田辺市芳養町・雨天中止
●特別養護老人ホーム鮎川園・8 時～10 時半・田辺市
鮎川 1313・雨天決行
●春日神社・8 時～11 時・白浜町田野井／ＪＲ紀伊日
置駅北西へ車 3 分・雨天中止
●龍神村チビッ子広場・8 時～11 時半・田辺市龍神村
安井・雨天順延（30 日）
●特別養護老人ホーム白百合ホーム・8 時～11 時半・
田辺市中辺路町川合
●中辺路郷土文化交流館・8 時～12 時・田辺市中辺路
町大内川 522・雨天決行
●扇ケ浜公園【元カッパセンター東側集合】
・8 時半～
10 時・田辺市扇ケ浜・雨天中止
●南紀医療福祉センター・8 時半～11 時半・上富田町
岩田・雨天決行（屋内作業）
●国保すさみ病院【駐車場集合】
・9 時～11 時・すさ
み町周参見 2380・雨天会場変更（紀周分教会）
●特別養護老人ホーム百々千園・9 時～11 時・白浜町
中 1652／ＪＲ富田駅徒歩 10 分・雨天決行
●新庄総合公園【第３駐車場集合】
・9 時～11 時・田
辺市たきない町 24-16／国道 42 号田鶴交差点より車 5
分・雨天中止
●天神崎海岸・9 時～11 時・田辺市天神崎／ＪＲ紀伊
田辺駅より停留所明洋中前・雨天中止
●千賀墓地・5 月 4 日 7 時～11 時・田辺市新庄町・雨
天順延
東牟婁
●総合体育館（大浜体育館）
【体育館前集合】
・8 時半
～11 時・新宮市王寺町 3 丁目 13-23／駐車場有り・小
雨決行
●黒潮公園【東入り口集合】
・8 時半～11 時・新宮市
三輪崎 3000／熊野交通三輪崎新宮港停留所より 3 分
●総合運動公園・8 時半～11 時・串本町串本 2564／
ＪＲ串本駅徒歩 5 分・雨天中止
●渡瀬若者広場・8 時半～11 時半・田辺市本宮町渡瀬・
小雨決行
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