立教１８２年全教一斉ひのきしんデー

愛媛教区

会場一覧

●会場名・実施日集合時間～解散時間・会場住所／交

２月１３日現在

松山北

通案内・雨天時の対応

●道後公園湯築城跡【公園西口前集合】
・9 時～11 時

※実施日が記載されていない会場は全て 4 月 29 日開

半・松山市道後公園／伊予鉄道道後公園駅・会場変更

催です。

（教区会館）
●正八幡神社参道【神社前集合】・9 時～12 時・松山

宇

市福角町 648／ＪＲ堀江駅徒歩 21 分・雨天順延

摩

●やまじ風公園・8 時半～11 時半・四国中央市土井町

●道の駅風和里前海岸・9 時～12 時・松山市大浦 119

畑野 1637／川之江大教会より西へ徒歩 10 分・雨天中

／国道 196 号松山市内より 30 分・雨天延期

止

松山南

●川之江城山公園・5 月 19 日 8 時半～11 時半・四国

●上灘海岸【伊豫分教会集合】
・9 時～11 時・伊予市

中央市川之江町 1087-4／国道 11 号畑野丁字路南へ 10

双海町上灘／ＪＲ伊予上灘駅北へ 300ｍ・小雨決行.

分・雨天中止

雨天中止

新居浜

●笛ヶ滝公園・9 時～11 時半・久万高原町上野尻 ・

●県立新居浜病院【駐車場集合】
・8 時～12 時・新居

雨天中止

浜市本郷 3-1-1・会場変更（黒島公園）

●五色浜公園【旧海水プール奥側集合】
・9 時～12 時・

道

前

伊予市灘町・雨天中止

●西条市小松中央公園【管理棟前広場集合】
・9 時～11

松山西

時半・西条市小松町新屋敷甲 2427／ＪＲ小松駅徒歩

●吉田浜分教会周辺および墓地【教会集合】
・9 時～11

20 分・雨天決行（トイレ清掃）

時・雨天順延

今

治

●梅津寺海岸・9 時～11 時・松山市・雨天順延

●市民の森フラワーパーク【野外ステージ集合】（献

●元怒和地区【温神分教会集合】・9 時～11 時・雨天

血有り）
・9 時半～11 時 15 分・小雨決行.雨天順延

順延

越

智

●二神分教会周辺【教会集合】
・9 時～11 時・雨天順

●吉海水軍公園・4 月 7 日 8 時～12 時・今治市吉海町

延

下田水／道の駅よしうみいきいき館隣・雨天順延（4

●津和地分教会周辺【教会集合】・9 時～11 時・雨天

月 8 日）

順延

●魚島港周辺・4 月 20 日 7 時～9 時・雨天中止

●睦月分教会周辺【教会集合】
・9 時～11 時・雨天順

●山弓分教会周辺【教会集合】
・4 月 28 日 8 時半～10

延

時・上島町弓削久司浦 1069・雨天延期（次週）

●東中島分教会周辺【教会集合】・9 時～11 時・雨天

●多々羅しまなみ公園・8 時～12 時・今治市上浦町井

順延

口／大三島Ｉ.Ｃ.徒歩 15 分・雨天順延

松山東

●積善山【岩城分教会集合】
・8 時半～9 時半・雨天中

●石手川公園【石手川緑地集合】・9 時～11 時半／伊

止

予鉄道石手川公園駅・雨天中止

●伯方ビーチ【ビーチ駐車場集合】
・9 時～11 時・今

●愛媛医療センター【正面玄関付近集合】・9 時～12

治市伯太町叶浦／伯方Ｉ.Ｃ.徒歩 1 分・雨天中止

時・東温市横河原 366／伊予鉄道愛大病院前駅徒歩 5

●特別養護老人ホーム海光園・9 時～12 時・越智郡上

分・雨天決行（屋内清掃）

島町生名・雨天決行

喜

多

●弓削港駐車場および周辺【駐車場集合】
・10 時～12

●龍王公園・9 時半～12 時・内子町五十崎乙 485-2／

時・上島町弓削下弓削・雨天決行

内子五十崎Ｉ.Ｃ.大洲方面へ車 3 分・小雨決行.雨天中
止
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愛媛教区

西宇和

会場一覧

２月１３日現在

天中止

●三崎総合体育館・7 時半～9 時・伊方町三崎・雨天

●特別養護老人ホーム古城園・9 時半～11 時半・松野

順延（30 日）

町豊岡 4598-1／松丸駅徒歩 10 分、松野温泉前徒歩 6

●大久集会所・8 時～10 時・伊方町大久・雨天決行

分・雨天決行

●中浦公園・8 時～10 時・伊方町中浦・雨天中止
●伊方町九町公園・8 時～10 時・伊方町九町／伊予鉄
道九町停留所徒歩 5 分・雨天中止
●ぽけっとパーク・8 時半～11 時・伊方町塩成・雨天
順延
●自然休養林諏訪崎・9 時～11 時・八幡浜市栗野浦・
雨天中止
●神越公園・9 時～11 時半・八幡浜市保内町喜木神越
／ショッパーズ保内を南へ 3 分・雨天中止
●国道１９７号三崎島分教会前緑地帯【教会前集
合】
・9 時～13 時半・伊方町二名津 1630・雨天順延
東宇和
●下鍵山公園・4 月 21 日 7 時半～9 時半・鬼北町下鍵
山・小雨決行.雨天時会場変更（土居郷分教会）
●明浜西海岸【高山浦分教会集合】
・8 時半～15 時・
西予市明浜町高山甲・雨天中止
●特別養護老人ホーム松葉寮・9 時～11 時半・西予市
宇和町久枝甲 1434-1・雨天決行（屋内清掃）
●河辺ふるさと公園・9 時～11 時半・大洲市河辺町三
嶋・小雨決行
●慰霊塔周辺・9 時半～11 時半・西予市三瓶町朝立・
雨天決行（屋内清掃）
●愛宕山公園【野村分教会集合】
・10 時～12 時・西予
市野村
●特別養護老人ホーム寿楽苑・10 時～15 時・西予市
城川町魚成 7026-1・雨天決行（苑内清掃）
宇和島
●ＪＲ近永駅・9 時～11 時・鬼北町近永・雨天中止
●特別養護老人ホーム光来園・9 時～11 時・宇和島市
保田甲 806・小雨決行.雨天中止
●吉田公園・9 時～11 時・宇和島市吉田町御殿内・雨
天中止
●介護老人保健施設ふれあい荘・9 時～11 時・宇和島
市津島町岩松 39-1／高田稲中停留所徒歩 10 分・小雨
決行.雨天中止
●一本松公園・9 時～11 時・愛南町一本松 5050・雨
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