
命の行進２０１２

南無妙法蓮華経即一驚一（
｢人類世界は今や大いなる転換期に直面しております。

それは生きとし生きるものの命を殺してはならない､殺させてはならないという教えを護り､そし

て､全ての生きとし生ける者に宿る命を大切に育み､その尊さを伝えｒゆく為に､祈り歩くもの

Ｌｕ芋

猛進ｚｏｌ

２月４日東海原発出発～ビキニ行進～３月３日浜岡原発

３月１１日福島から日本全国の原子力発電所を巡り、

８月６日(広島原爆平和祈念日)平和公園到着。
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関東。第五福竜丸・東海 塩釜～東松島～野蒜 羽咋～かぼく～金沢 伊方原発前断食祈念4～８27～3０ 2６
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～能美～加賀 大洲～内子～伊予大平～石巻～女川2／４１束海村原発前断食祈念 ２７～2９

３１１女川原発前断食祈念 9～1３１１福井～越前～敦賀 ～松山東海村～水戸～石岡5～1０
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敦賀～美浜陸前港～気仙沼さよなら原発1000万人集会。1１

高速増殖炉もんじゅ前陸前高田～大船渡～綾里代々木 7～1２ 8／１

断食祈念～吉浜～釜石～大槌 ～宮島～広島第五福竜丸展示館1２ ～４

1７１美浜原発前断食祈念山田～宮古～田老～ ５１原爆ドーム前断食祈念｡夢の島～曰比谷 １３～1９

18～2０１１若狭～小浜～大飯田野畑～普代～久慈 ６ｉ広島平和記念日砂川～横浜～横須賀～鎌倉ｉ３～2０
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２１１１大飯原発前断食祈念八戸～三沢～六ヶ所～藤沢～平塚 20～2４

｢命の行進2012」の全体の歩み大飯～高浜六ヶ所村原子力燃料 2２21～2９ 沼津～熱海～身延山～富士 2５

サイクル施設断食祈念～由比～静岡

六ヶ所～東通焼津。3／１ 2６

２７１東通原発前断食祈念久保山愛吉さん御墓前参詣

2～３１焼津～藤枝～牧之原～浜岡１１２８～5/11むつ～大畑～風間～大間

－４ ２１大間原発予定地断食浜岡原発前断食祈念

函館～大沼～桂川～八雲3～９
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写真：「命の行進２
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今の荷進２０１２

新潟５／１７～佐賀６／２９

までの詳しい日程

日程日にち キロ

新潟港蒜、朝６:００休日５月１７１１

新潟市役所～新潟県庁～１６～ilT区役所～２～西蒲区角田浜上堰潟公園１８日 2３

角lIl浜～ＩＩＴ蒲区役所～１１６～燕市役所～寺泊駅１９日 ２５

芋泊～１１６～出雲llMflllT役場～刈羽駅2０１１ ３０

柏崎刈羽原発前断食御祈念２１日

刈羽駅～刈羽村役場～８～柿111ｉｆ駅2２１１ ３２

l71711Mf～８～上j越市役所2３１１ ２１

け越～８～糸魚川能生駅２４［１ 3０

能ﾙﾋ～８～糸魚川市役所～青梅駅２５日 2３

青梅～8～富山ﾘfL新川郡朝'１村711駅～朝｢l村役場２６日 ２５

朝日～入善Ⅲ｢役場～８～黒部市役所～魚津市役所２７日 ２１

魚津～渦｣'''１７役所～富山県)了２８日 ２７

体Ⅱ2９１１

北|崖電力前断食禍l祈念301日

高岡～４１５～伏来Iill)舎利塔～鉢伏lll～１６０～氷見市役所３１「’ ２］

氷見～１６０～１８～''１能溢'１１丁役場6)１１１１ 2４

こ'.能登～２～能登部～４６～志fIilIlT役場～３６～志賀lll｢原子力発電所２， 2５

志賀原発前断食御祈念３１’

志fT原発～３６～249～羽'１ノド市役所 ２３４１１

羽||ﾉ|=市役所～１５９～かほ<Tl:｢役所５１」 ２２

かほく１１:｢役所～１５９～８～津'|'鵬11｢役所～石)|l1jTlL庁～金１<117役所 ２８６日

市役所～１５７～野々ｌｈ役所～llIlll市役所～８～能美||｢役所 ２８７日

日にち
鷺婁冨謹雲塞雪這巽堂塞蓉蔑鍾

日糀

１７J弓

キロ

５月１７；： 新渦池,Mf、１１ｌＩ６:00体;１

1８１． 新潟｢i;役所～新潟ﾘ,い::～１６～西〆役j〕;～2～11LiiHflx角l【:浜」二堰潟公lilrl ２３

l11II 角iii浜～lrii茄区役l〕i:～１１６～燕Ｔｆ゛役IjF～寺泊

２０[１ ,Tilf】～浪６～ず{窯崎l1I｢役場～刈羽駅 ３０

2１１１ 柏崎刈羽原発前断食御祈念

2２１１ 刈羽駅～刈羽ｌ:1．役場～8～iil;ll1if駅

2３１１ 卜lFlIMf～８～'二趣Tii役所

241」 JZ,i辿～８～糸魚川能′､ﾕ駅

2５， 能/l::～B～糸魚）[１'１役所～背|脈駅

2６１１ 青海～８～､Tl県新ﾉ11;郡j1ﾘ１，:瓶･ilOl駅～1剛;:,卜i役場

!'ﾘi:!～入灘Ⅲ:､役賜～８～黒部ｾＩ了役jjJr～魚瀧:了役所

２８１I 魚津～渦j:｢:.f役ｆｒ～曲八県lｆ

９ｐ： 体１１

３０iｌ 北陸電力前|斫食御祈念
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■
凸｡■ 高岡～４１i〕～ljt来仙)舎利｣器～鉢伏i::～Ｔ６〔)～氷見:iJ役所 ２１

6Ｊ:lfI 氷見～：Ｃ(>～：８～:l:能〈fllIJ役場 ２４

２卜’ I:能登～２～能登部～46～志f'(111J役場-36～志賀'11｢D;〔;リJ発電Bｉ 2５

]．！ 志賀原発前|折食餌i祈念

４．１ 志f1iIji(苑～３６～249～羽'1ノゼ?lj役;〕’ ｚｒｊ

５．： 羽111:Z.､役jyr～21>9～かぼく7ij没,ji号

５；’ ｳ､はく.:r役}jlr～１５９～８～津lIIili:!;役;〕?～不】ｿliijKi:;j言～金ij<'１;役jｊｉ 2８

７１１ llj役所～157～野々４｢役ﾉﾘf～:ﾛ:ハホ役所～８～能美.;;役所 2８



行程 キロ日にち

能美～4～305～小松市役所～加賀市役所６月８， ２６

加賀～8～福井県庁９日 ３２

体Ⅲ１０日 1５

福井～花堂駅～４１７～鯖江市役所～越前市役所１１日 ２３

越前～8～(トンネル車移動12キロ)～敦賀市役所１２日 2５

敦賀～敦賀原子力発電所１３日 １６

敦賀原発前断食御祈念141ｺ

敦賀市役所～高速増殖炉もんじゅ原子力発電所１５日 ２１

もんじゅ前|折食御祈念１６日

美浜原発前断食御祈念1７１１

美浜原発～美浜lI1T役場～27～若狭|IIT役場１８日 2４

若狭111丁～２７～小浜市役所191］ 2４

小浜～大飯原子力発電所201ｺ ２２

大飯原発前断食祈念２１日

大飯|IIT役場～高浜町役場～２７～１４９～高浜原発2２１１ ]５

高浜原発前断食御祈念２３日

高浜I1T役場～２７～舞鶴市役所241コ 1７

舜鶴駅～(電車移動)～米子駅251］

米子～９～安来市役所～９～東松江駅２６日 ２３

東松江～島根県庁～松江市役所～島根原発271二’ ２］

島根原発前断食禍1祈念2８１１

松江駅～佐賀駅電車移動２９日

－その他の詳しい日程はブログに掲了|ifしています。

毎日の出発場所や集合時間もブログ、ツイッターに掴JIif中です。お問い合わせもお気j怪に

今の行進２０１２－ニーー

電話：佐藤Ｏ90-6450-7411矢向090-5758-8848

＊メールアドレス：inochi・ｎｏ」<oshin@gmaiLcom

＊ブログ：http://inochinokoshin2012.ｂlog・fc2,ｃｏＩｎ

＊ツイッター：I1ttps://twitter・com/#!/inochinokousilm

※Facebookにて

「命の行進2012」写真＆動ＩＩＩ１ｉ掲栽中

日にち :；蕊行程蕊蕊蕊 キ１コ

6ｊ]８｢Ｉ 能美～4～3(》5～小松!;r役所～bii賀TiJ役所 ２６

９， 刀１１賀～8～福ﾗ1ﾆﾘ,しノヨ：

10, (71〈;： １５

'二１１ ､縞ﾌﾞﾄﾞｰ花紫駅～４\７～鯖il:】Ij役所～j越前｢|i役所 2３

ｌ２ｉ， 越前～8～<1,ンネル車移[IMjl2キ唾)…敦掛:!:役所 2円

１３；！ 敦俊～敦賀原子ﾉﾉ発噛jﾗ1農 1６

1４１１ 敦賀原発前断食御祈念

1５， 敦賀I|；役所～Iiij速増殖炉もんじゅ原子ﾉ｣発電ﾜブ ２１

１６１ｉ もんじゅ前断食御祈

171］ 美浜原発前断食御祈念

l８１ｉ 畠浜原発～美浜111F役場～27～請狭111｣~役場 ２４

1９１１ 若狭'111．～27～小浜:了役､’ 2４

２０；； 小浜～大飯原子ﾉ｣発礪所

２］、 大飯原発前断食祈念

2２１１ 人飯lll｢役場～i耐浜１１]I役場～２７～1色１９～高浜原発 １５

2３１１ 高浜原発前断食御祈念

2４１１ 高浜lIlI･役場～27～辨鶴IlH役jjjl 1７

2５１１ 舞慨MH～(電41:移動)～米了駅

２６；！ 米子～９～安来市役所～9～東松’'二駅

2７１１ 東松#．:～島ilu,ＵＪ言～松江市役所～島柵原発

２８；： 島根原発前断食御祈念

9；( 松ii:駅～仏：賀駅電車移､l］




