立教１８２年全教一斉ひのきしんデー

愛知教区

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

半・港区港北町／市バス・地下鉄港区役所・雨天決行

通案内・雨天時の対応

●熱田神宮公園【断夫山東側広場集合】・9 時半～11

※実施日が記載されていない会場は全て 4 月 29 日開

時半・熱田区旗屋 1 丁目 10-45／地下鉄西高蔵駅 2 番
出口より徒歩 5 分・雨天中止

催です。
千種区

中川区

●名古屋城二ノ丸庭園【愛知体育館東側東亀甲広場集

●露橋公園【公園南西側入り口集合】
・10 時～12 時・

合】
・9 時～10 時 45 分・名古屋市中区本丸 1-1／市バ

中川区露橋・雨天決行

ス基幹 2 市役所停留所・地下鉄市役所駅、有料駐車場

●荒子公園【公園東口集合】
・10 時～12 時・中川区荒

有り、周辺公道休日駐車可・雨天決行

子 2 丁目／あおなみ線荒子駅南へ 400ｍ・雨天決行

●東名古屋病院【病院内体育館集合】
・9 時～12 時・

●富田公園【公園東口集合】
・10 時～12 時・中川区富

名古屋市名東区梅森坂 5-101／地下鉄東山駅より市バ

田町春田／ＪＲ春田駅北へ 500ｍ・雨天決行

ス 3 番乗り場、地下鉄平針駅より市バス 1 番乗り場、

南

東名古屋病院下車・雨天中止
北

区

●大江川緑地【西広場集合】・9 時半～11 時半・南区
宝生町 3 丁目／国道 247 号港東橋西側・小雨決行

区

●名古屋城【愛知県体育館東側広場集合】・9 時～11

緑

区

時半・名古屋市中区本丸 1-1／地下鉄市役所駅 7 番出

●大高緑地公園【旧噴水前広場集合】・9 時半～11 時

口より徒歩 5 分・小雨決行

半・緑区大高町高山 1-1／名鉄左京山駅徒歩 10 分、市

西

バス左京山停留所徒歩 5 分・小雨決行

区

●庄内緑地公園【グリーンプラザ前集合】
・9 時半～11

豊橋東・豊橋西合同

時半・西区山田町大字小田井東古川 3129／地下鉄庄

●豊橋公園【市民プール西側広場集合】
（献血有り）・

内緑地公園駅 2 番出口・小雨決行

9 時～11 時半・豊橋市今橋町 3／豊橋市役所東・小雨

中村区

決行.雨天中止

●中村公園【屋外ステージ前集合】
・9 時～11 時半・

●アピタ小牧店（献血ひのきしん会場）
・10 時～16 時

中村区中村町木下屋敷／地下鉄中村公園駅徒歩 5 分・

渥

小雨決行

美

●道の駅田原めっくんはうす【駐車場集合】
・9 時半～
11 時半・田原市東赤石 5 丁目 74

昭和区
●吹上公園【噴水前集合】
・9 時～12 時・千種区吹上

八

2-6・会場変更（教務支庁）

楽

●信玄塚【首洗池集合】
・9 時～11 時・新城市竹広・

瑞穂区

雨天順延

●名古屋市立大学病院【外来棟前通路集合】
・8 時半～

●特別養護老人ホームやまゆり荘・9 時半～11 時・東

11 時半・瑞穂区瑞穂町川澄 1／地下鉄桜山駅徒歩 1 分、

栄町・雨天順延

市バス市立大学病院・小雨決行

●津具村稲葉墓地【津具分教会集合】
・9 時半～12 時・

熱田・港区

設楽町津具稲葉地内・雨天順延

●高蔵公園【公園正面集合】
・4 月 28 日 9 時半～11 時

中

三

半・熱田区高蔵町／地下鉄西高蔵駅 1 番出口東へ徒歩

●愛厚ホーム豊川苑・10 時～12 時・豊川市平尾町諏

5 分・雨天順延（熱田神宮公園・29 日）

訪下 73-1・雨天決行（屋内清掃）

●戸田川緑地公園【公園駐車場集合】
・9 時～11 時半・

岡

崎

港区春日野 2 丁目 3204／東海通南陽支所交差点北へ 1

●三河青い鳥医療療育センター【駐車場集合】
・9 時～

㎞・雨天決行

11 時・岡崎市高隆寺町小屋場 9-3／名鉄バス中央総合

●港北公園【港図書館北の広場集合】
・9 時半～11 時

公園停留所より徒歩 10 分・小雨決行
1

立教１８２年全教一斉ひのきしんデー

愛知教区

会場一覧

３月９日現在

●布袋神社および国道１５５号【神社集合】
・9 時～11
時・江南市王明町青木・雨天延期（5 月 5 日）

東西加茂
●児童養護施設梅ケ丘学園・9 時～11 時・豊田市梅坪

●岩倉中学校周辺【愛昌布教所集合】
・9 時～11 時半・

5 丁目 3・雨天決行（屋内清掃）

岩倉市西市町／名鉄岩倉駅徒歩 15 分・小雨決行

西

三

●木曽川扶桑緑地公園・9 時半～11 時・扶桑町小渕砂

●碧南緑地・9 時～10 時半・碧南市・小雨決行

原・雨天中止

●知立神社・9 時～11 時・知立市／名鉄バス西町停留

●木曽川犬山緑地・9 時半～11 時半・犬山市犬山木津

所より徒歩 5 分・雨天決行

／名鉄犬山駅西へ 2.3 ㎞、名鉄犬山口駅北西へ 2 ㎞・

●亀城公園・9 時～11 時・刈谷市寺横町／名鉄刈谷市

小雨決行

駅徒歩 15 分・小雨決行

●むつみ公園・9 時半～11 時半・岩倉市新柳町／名鉄

●刈谷市運動公園河川敷・9 時半～11 時・刈谷市築地

岩倉駅徒歩 10 分・小雨決行

町／市営くるくるバス運動公園停留所より 5 分・小雨

●大口町役場および五条川堤防【役場集合】
・10 時～

決行

11 時半・大口町下小口・雨天中止

●安城公園・9 時半～11 時半・安城市／市営くるくる

春日井

バス市役所停留所・小雨決行

●朝宮公園【駐車場横広場集合】・8 時半～11 時半・

●大山公園・9 時半～11 時半・高浜市／名鉄三河高浜

春日井市朝宮町 4-1-2／名鉄バス上八田停留所徒歩 10

駅徒歩 10 分・小雨決行

分・雨天順延（30 日）

幡

豆

瀬

戸

●市立図書館鶴城公園【図書館前広場集合】
・9 時～12

●東尾張病院【外来駐車場集合】・9 時～11 時半・守

時・西尾市亀沢町 474／市内循環バス
（くるりんバス）

山区大森北 2 丁目 1301／瀬戸街道印旛西交差点北へ

図書館西停留所、駐車場有り・小雨決行.荒天中止

1.3 ㎞労災病院西交差点左折左側・雨天中止

尾

東

●愛・地球博記念公園モリコロパーク【総合案内所前

●小牧山史跡公園【桜の馬場集合】
・9 時半～11 時半・

集合】
・9 時～11 時半・長久手市茨ケ廻間乙 1533-1／

小牧市堀の内 1 丁目 1・雨天中止（セレモニーのみ実

リニモ愛・地球博記念公園駅・雨天中止

施）

海部津
●津島市営墓地・9 時半～11 時半・津島市元寺町 2 丁

●イオン豊川店（献血ひのきしん会場）
・14 時～16 時
尾

西

目地内・雨天中止

●大平島公園【噴水前集合】
・9 時～11 時半・一宮市

東知多

／一宮市民会館東側・小雨決行

●老人ホーム東和荘【玄関集合】
・4 月 27 日 9 時半～

●五城公園【駐車場集合】
・9 時～11 時半・一宮市西

11 時半・東浦町石浜飛山池上 41／ＪＲ東浦駅西へ 1.7

五城中川田・小雨決行.雨天中止

㎞・雨天決行

●介護老人福祉施設第二大和の里【玄関前集合】
・9 時

●障害者支援施設愛厚半田の里【玄関集合】
・9 時～11

～11 時半・稲沢市井堀野口町 27・雨天決行（屋内清

時半・半田市鴉根町 3-40／名鉄青山駅よりバス君ヶ橋

掃）

住宅下車徒歩 1 分・雨天決行

●稲沢公園【時計塔前集合】
・9 時～11 時半・稲沢氏

●雁宿公園【公園西広場集合】
・9 時～11 時半・半田

稲沢町下田 150-8／名古屋文理大学西側、稲沢市役所

市雁宿町 3 丁目 240-1／名鉄知多半田駅西へ徒歩 10

交差点東へ 800ｍ南へ入る・小雨決行.雨天中止

分・雨天中止

尾

●国立長寿医療研究センター【運動場集合】
・5 月 12

北

●中央公園【中央入り口集合】
・9 時～11 時・江南市・

日 9 時～12 時・大府市森岡 7 丁目 430／ＪＲ大府駅バ

雨天中止

ス 10 分・雨天延期（5 月 19 日）
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西知多
●大池公園【芝生広場集合】
・9 時～11 時・東海市中
央町 3 丁目 1／知多バス大池公園・小雨決行
●大曽公園【東側駐車場集合】
・9 時～11 時・常滑市
大曽町 6-3／知多バス窯業センター前・雨天決行（屋
内清掃）
南知多
●河和港観光センター・4 月 28 日 9 時～11 時・美浜
町河和北屋敷 276／名鉄河和駅南へ徒歩 10 分・雨天
決行（トイレ清掃）
●武豊町運動公園・9 時～11 時・武豊町富貴久原 1-3
／富貴駅日へ 1.8 ㎞・雨天順延（30 日）
●名古屋鉄道内海駅【駅駐車場集合】
・9 時～11 時・
南知多町内海先苅 171-4・小雨決行
●篠島前浜海水浴場【篠島分教会集合】
・9 時半～10
時半・南知多町篠島堂山 53-10／名鉄観光船師崎港よ
り船 10 分篠島港より徒歩 20 分・会場変更（篠島分教
会）
●南知多町立運動公園上広場・9 時半～13 時・南知多
町豊丘有田脇 5・雨天順延（30 日）
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