
教区 ブロック・支部 開催日 集合時間（雨天時） 開催場所（雨天時）

おやさと 9月15日
13：00 天理大学

（同）
天理大学、教会本部境内地（同）
※奈良教区北ブロックと合同

北海道 9月15日 13：00（同） 教務支庁（同）

青森 9月15日
10：00 教務支庁

（同）
合浦公園（教務支庁）

岩手

秋田 9月8日 11：00（同） 教務支庁（同）

山形 9月16日 10：00（同） 教務支庁（同）

宮城 9月15日
10：00

ディズニーストア
仙台東映プラザ店前（同）

国分町通
（青葉区一番町アーケード）

福島 9月15日 10：00（同） 教務支庁（同）

新潟 上越 9月14日 10：00（同）
特別養護老人ホーム 新光園

（同）

中越 9月8日 10：00（同）
特別養護老人ホーム 大平園

（同）

下越 9月7日 10：00（同）
教務支庁周辺
（教務支庁）

佐渡 9月15日
10：00 新穗分教会

（同）
トキの森公園周辺（同）

　石川　

福井

富山

茨城 9月15日 10：30（同） 水戸献血ルーム（同）

群馬 9月15日 10：00（同） 教務支庁（同）

埼玉

千葉 9月22日 10:30 教務支庁

　東京　

神奈川 9月15日 10：00（同） 教務支庁（同）

山梨

長野 9月16日
9：30 松本市中央西公園

「花時計公園」
（同）

松本献血ルーム（同）

栃木 8月19日 9:30 井頭公園

岐阜 10月13日 9:30 岐阜公園 噴水前

静岡

立教182年 道の学生ひのきしんＤＡＹ会場一覧

スローガン：感謝の心を胸に、君だけの笑顔の種をまこう！



愛知 北部 9月8日
10：40

地下鉄栄駅8番出口
（同）

栄献血ルーム（同）

尾張 9月14日 10：00（同）
デイサービス「花とミヅキ」

（同）

三重 北勢 9月15日 10：30（同） 白子港緑地（勢白分教会）

南勢 9月15日 10：30（同） 教務支庁（同）

奈良 北 9月15日
13：00 天理大学

（同）
※おやさと会場と合同

南 9月15日 10：00（同） 敷島大教会（同）

滋賀 9月15日 8：30（同）
びわこ学園医療福祉センター草津

（同）

　京都　

兵庫 9月15日 未定 未定

和歌山 第1 9月15日 10：00（同） 和歌山城公園（同）

第2 9月15日 10：00（同） 海南市 わんぱく公園（同）

第3 9月15日 10：00（同） 中紀大教会（同）

島根 9月28日 10：00（同） 道の駅キララ多伎（同）

鳥取 9月16日 9:30（同）
北栄町お台場公園
（教務支庁）

岡山 9月15日
9：30 教務支庁

（同）
旭川児童院（同）

広島 9月15日 10:30（同） 尾道分教会（同）

山口

高知

徳島

香川 9月15日
10：00 教務支庁

（延期）
ジャンボフェリー高松のりば

（延期）

愛媛 9月15日 10：00（同）
風早の長浜海岸

「道の駅 風和里前海岸」
（教務支庁）

福岡 9月15日
9：30 教務支庁

（同）
福浜海岸（教務支庁）

佐賀 9月16日 11：00（10：00） 虹ノ松原（教務支庁）

長崎

熊本 9月16日 10：00（同） JR水前寺駅（同）

大分

宮崎 9月15日
10：00 教務支庁

（同）
サンビーチ 一ツ葉

（教務支庁）

鹿児島 鹿児島 9月15日
14：00

鹿児島中央駅
鹿児島中央駅から

天文館

大島 9月15日 17:00 大島分教会

沖縄 中央 9月15日 10：00（同） 那覇分教会（同）



　大阪　 三島 9月15日
12:00 JR吹田駅

（同）
中之島公園

新淀川 9月15日 9:45（同） 社会福祉法人博愛社（同）

豊能 9月15日 11:00（同） 櫻井谷分教会（同）

福島 9月15日 10:00（同） 淀川河川敷（福花分教会）

東淀川 9月15日 10:00（同） 豊里大橋付近の河川敷（同）

淀川 9月15日 10:00（同）
天神橋筋六丁目周辺

（野里分教会）

中央天浪 9月15日 14:00（同）
中央区 髙知大教会信者修練所

（同）

中央西 9月15日 13:45（同） 靭公園（飾大分教会）

城東 9月15日
10:00 森ノ宮駅

（同）
森ノ宮駅から仁喜福分教会

（大阪府赤十字血液センター）

東成 9月15日
10:00 森ノ宮駅

（同）
森ノ宮駅から仁喜福分教会

（大阪府赤十字血液センター）

旭都 9月15日 10:00（同） 城北公園（京橋商店街）

京阪 9月21日 10:00（同） 浪富分教会（同）

北河内

河枚 9月15日 10:00（同） 近鉄瓢箪山駅周辺（同）

中河内 9月15日
10:00

阿部野橋駅中央改札口前
（同）

あべの献血ルームKiZooNa
（同）

生野北 9月15日
7:30 大浪華分教会

（同）
今里駅前 周辺（同）

生野南 9月15日 10:00（同）
あべの献血ルームKiZooNa

（同）

平野 9月15日
10:00

阿部野橋駅中央改札口前
（同）

あべの献血ルームKiZooNa
（同）

布施北 9月15日 9:00（同）
八戸の里公園

（布施駅前 商店街）

布施南 9月17日 9:00（同）
八戸の里公園

（布施駅前 商店街）

東住吉 9月15日 12:50（同） 西永居分教会（同）

南河内 9月15日 10:45（同） 芦照分教会（同）

阪南 9月15日 10:50（同）
近鉄古市駅周辺

（近隣教会の清掃）

阿倍野 9月15日 10:00（同）
あべの献血ルームKiZooNa

（同）

松原 9月15日 10:45（同） 西除川公園（圓都分教会）

堺北 9月15日 11:00（同）
南海高野線堺東駅周辺
（天理教根如分教会）

堺南 9月15日 13:00（同） 大仙公園

和泉

岸和田 9月29日 10:00（同） JR阪和線下松駅周辺

泉陽 9月15日
14:00 南海本線樽井駅

（同）
泉南マーブルビーチ

西成 9月15日 10:00（同） 大阪メトロ 南海天下茶屋駅周辺

住吉 9月15日 10:00（同） 住吉大社


