
汗成塾
長野 古野 石坂 原 松ヶ丘 楠 千・石坂 木戸本郷 向野 市町西 市町東 上町 中町 下町 小塩 片添 南部 北部 喜多 西代 下西代 野作 上原 育成会

7:30 東片添集会所発

7:45 中片添町内

8:00 出庫 中片添交差点 出庫

出庫 小塩町内 新町橋～国道 ﾌｧﾐﾏ～踏切

8:30 長野神社発 曳き出し 国道横断 西片添集会所着 出庫 烏帽子形神社着

:45 菊水町 井上建設Ｕターン 市西集会所発 市東集会所発 高野街道～線路沿い 西片添集会所発～旧道 出庫 神社発～上田車庫

9:00 旧170 出庫 出庫 出庫～改源 出庫～地蔵前通過 自治会館 宮ヶ丘 出庫 出庫 出庫 郵便局 三日市ローソン着 三日市ローソン着 三日市ローソン着 地球屋～上田南 出庫 出庫

:15 駅前～五つ辻 原スナック 東町～郵便局 あずま整骨院Uﾀｰﾝ 消防署 中西可鍛Uﾀｰﾝ 宮ヶ丘 烏帽子神社着 三日市ローソン発 三日市ローソン発 三日市ローソン発 森花電気～郵便局裏 西口タバコ 南海バス車庫横

9:30 中村池公園 古野町内 石坂旧道 大平工機～西高野街道 楠集会所～府営住宅 トーヨド アメニティ 市町東集会所 市町東集会所 農協通過 曽和酒店 烏帽子神社発 三日市元交番 三日市元交番 三日市元交番 烏帽子形神社 北浦鉄工 出庫～会館前 バイパス側道

:45 奥野米穀 山元商店～310号 地蔵前 地蔵前 千代田駅東側 向野長坂 向野新道交差点 土管公園通過 曽和酒店 郵便局～線路沿い 郵便局裏 郵便局裏 郵便局裏 本現寺～西南 島田建設 奉献灯～ｷｸﾞﾅｽ 外環横断

10:00 丸福食堂 古野公園着 ダイハツ右折 千代田西交差点 千代田西交差点 出庫 千代田西交差点 上向野広場 上向野広場 上向野広場 次の山到着 次の山到着 次の山到着 喜多ﾌｧﾐﾏ着 喜多ﾌｧﾐﾏ着 喜多ﾌｧﾐﾏ着 喜多ﾌｧﾐﾏ着 西條大橋～ﾌｧﾐﾏ 日翔 ジョーシン裏

:15 原スナック NTN駐車場前 NTN駐車場前 NTN駐車場前 NTN駐車場前 向野外環状高架下 向野外環状高架下 向野外環状高架下 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 マリーヌ左 ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ～ﾌﾟﾘﾓ 水落Uﾀｰﾝ

10:30 長高東側 石坂旧道 石坂旧道 石坂旧道 石坂旧道 原町北交差点 原町北交差点 原町北交差点 （お祓い、昼食） 喜多ﾌｧﾐﾏ発 喜多ﾌｧﾐﾏ発 喜多ﾌｧﾐﾏ発 喜多ﾌｧﾐﾏ発 喜多ﾌｧﾐﾏ発 西口タバコ 西代神社裏～薬師寺 ボンズ前 出庫

:45 商店街発 古野公園発 市役所到着 ダイハツ右折 ダイハツ右折 ダイハツ右折 七つ辻 七つ辻 七つ辻 七つ辻 七つ辻 相馬宅 AU～４町会 上原自治会館着 ガード下
11:00 交番～駅前 シャトー 待機 出庫 飛良鉄工前 飛良鉄工前 飛良鉄工前 飛良鉄工前 飛良鉄工前 飛良鉄工前 飛良鉄工前 中村池公園着 中村池公園着 中村池公園着 中村池公園着 中村池公園着 坂口宅右 野作自治会嵌着 交番～駅前

:10 七つ辻～五つ辻 本多町 原スナック 休憩・昼食 休憩・昼食 休憩・昼食 休憩・昼食 休憩・昼食 休憩・昼食 休憩・昼食 次の山出発 次の山出発 次の山出発 マリーヌ左 七つ辻～五つ辻

:20 長野中前 長野中前 長高東側 長野中前

11:30 外環横断 外環横断 市役所到着 上原自治会館発 上原自治会館発 上原自治会館発 休憩 上原自治会館発 外環横断

:40 キックス キックス 待機 吉年寮 吉年寮 吉年寮 吉年寮 キックス

:50 野作第3公園 野作第3公園 出発 出発 出発 出発 宏瀬産業 宏瀬産業 宏瀬産業 出庫 新道下 宏瀬産業 野作第3公園

12:00 市役所到着 市役所到着 市役所到着 市役所到着 市役所到着 市役所到着 出発 出発 出発 かじや 野作自治会館発 かじや 市役所到着

待機 待機 待機 待機 待機 待機 市役所到着 市役所到着 市役所到着 野作自治会館前着 かじや かじや 外環横断 外環横断 関西スーパー 関西スーパー 関西スーパー 外環状横断 野作自治会館前発 待機
:10 待機 待機 待機 野作自治会館前着 野作自治会館前着 市役所到着 市役所到着 外環横断 外環横断 外環横断 野作自治会館前発 野作第一公園 外環状横断

待機 待機 市役所到着 市役所到着 市役所到着 外環状横断 野作自治会館前発 キックス横 野作第一公園

:20 野作自治会館前発 待機 待機 待機 野作第一公園 外環状横断 松本八光堂 キックス横

外環状横断 野作自治会館前発 野作自治会館前発 キックス横 野作第一公園 セブンイレブン 野作第三公園

12:30 野作第一公園 外環状横断 外環状横断 松本八光堂 キックス横 市役所到着 セブンイレブン

キックス横 野作第一公園 野作第一公園 セブンイレブン 松本八光堂 待機 市役所到着

:40 野作第三公園 キックス横 キックス横 市役所到着 セブンイレブン 待機
セブンイレブン 野作第三公園 野作第三公園 待機 市役所到着

:50 市役所到着 セブンイレブン セブンイレブン 待機

待機 市役所到着 市役所到着

13:00

:15
13:30

:45

14:00
:15

14:30 待機見送り 待機見送り

:45 長野保育園 長野保育園 長野保育園 長野保育園

15:00 寺元記念病院前 寺元記念病院前 寺元記念病院前 寺元記念病院前 長野保育園横 長野保育園横 長野保育園横 長野保育園横 長野保育園横

:15 原北交差点 原北交差点 原北交差点 寺元記念病院前 旧消防署裏 旧消防署裏 旧消防署裏 旧消防署裏 旧消防署裏

15:30 出発 出発 ダイハツ左折 原町内 ダイハツ左折 ダイハツ左折 原北交差点 寺元記念病院前 寺元記念病院前 寺元記念病院前 寺元記念病院前 下西代会館前 下西代会館前 下西代会館前 七つ辻 七つ辻 七つ辻 七つ辻 七つ辻 中村池公園 中村池公園 中村池公園 中村池公園 長野保育園横

:45 原スナック右折 原スナック右折 原スナック右折 ダイハツ左折 焼肉将軍右折 焼肉将軍右折 焼肉将軍右折 焼肉将軍右折 かつらぎ線 かつらぎ線 かつらぎ線 喜多ﾌｧﾐﾏ 喜多ﾌｧﾐﾏ 喜多ﾌｧﾐﾏ 喜多ﾌｧﾐﾏ 西條大橋 五つ辻 川見の辻 五つ辻 五つ辻 古野スナック交差点

16:00 入庫 入庫 石坂旧道 入庫 石坂旧道 石坂旧道 原スナック右折 外環側道 外環側道 千代田南高架下 外環側道 バス車庫前 バス車庫前 バス車庫前 郵便局裏 郵便局裏 郵便局裏 郵便局裏 入庫 西代神社 土政建材右折 西代神社着 西代神社着 極楽寺～入庫

:15 入庫 千代田西交差点 千代田西交差点 石坂旧道 南海住宅 南海車庫通り 上向野広場 井上たばこ店 井上たばこ店 井上たばこ店 森花電気 森花電気 森花電気 森花電気 入庫 島田建設 西代神社発 西代神社発

16:30 地蔵前 入庫 灰原石油 向野長坂 灰原石油 市東集会所 中高向バス停 中高向バス停 次の山左折 地球屋 地球屋 地球屋 地球屋 川留～資材置場 野作自治会館前 野作自治会館前

:45 西高野街道～大平工機 入庫 入庫 千代田小交差点 宮ヶ丘 農協前 農協折り返し 国道～旧UFJ 国道～ﾛｰｿﾝ前 国道～旧UFJ 西口タバコ 宏瀬産業～桐葉 宏瀬産業

17:00 郵便局右折 入庫 入庫 入庫 入庫 入庫 入庫 入庫 入庫 入庫 入庫 前田医院～入庫 奉献灯～入庫 入庫

:15 改源右折
17:30 入庫

:45

※上記は4月29日現在の予定です。時間は目安です。警察との協議、当日の天候・交通事情その他の理由により、予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

河内長野市市制施行６０周年記念　祝賀地車パレード　曳行予定一覧表
三日市地区 長野地区高向地区長野地区 千代田地区

パレードコース：市役所発～キックス前～警察署前～長野中前～旧市役所跡前～七つ辻～河内長野駅前～長野商店街～西高野街道～行者堂付近流れ解散

中村池公園～川見の辻

中村池公園発
五つ辻

長野中学校前

ロイヤルホームセンター裏


