
３月２９日～４月７日（９日間）

出発地点 野田事務所 スポット場所 建部事務所 スポット場所 野田事務所 スポット場所 楢津東交差点 スポット場所 野田事務所

8:00 出発式（建部事務所） 西崎→高柳西町 楢津→みどり団地 みどり団地 西崎→大安寺南

建部地域 大安寺→野殿西町 ハイツ鳥越前 吉備津→惣爪 野殿東→大安寺東 大安寺東公園

9:00 出発式(野田事務所） 尾上→花尻三町 加茂→立田→原古才 下伊福→三門

野田→西古松西 白石→東花尻 ハローズ花尻 太閤が丘→平山 Ａコープ高松 岩井→関西→谷万成 番神池公園

10:00 西古松→下中野 マルナカ下中野 マルナカ建部 平野北→西花尻 ９：４０～ 小山→門前 １０：００～ 矢板本町→今岡

今村→辰巳 １０：２０～ １０：００～ 川入→納所→中撫川 上土田→足守 藤田千年冶邸前 楢津→首部→富原

11:00 今→野田 庭瀬→撫川 庭瀬城址 大井→日近→下高田 横井上→ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ ダイキ前

北長瀬→中仙道 ニシナ 平野南→延友 真星→福谷 津高台 １１：００～

12:00 田中→今保 昼休憩 昼休憩 昼休憩

昼休憩 昼休憩 吉備中央町

13:00 久米→今保→田中 賀陽地域 きびプラザ 田益→桃園→横井上 新池横の住宅

西崎→大安寺 御津地域 宇甘西 平田→辰巳→中仙道 平田公園 栢谷→菅野→田原

14:00 花尻三町→東花尻 ハローズ花尻 ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ 今→今村 馬屋上→日応寺

西花尻→中撫川 １４：００～ 下中野→西古松 岡山モール 道の駅賀陽 冨吉→佐山 佐山

15:00 撫川→平野南 野田→新屋敷 １４：３０～ １４：３０～ 芳賀団地 芳賀中央公園

平野北 トマト銀行北 大元駅前→東島田町 下芳賀→大窪 １５：００～

16:00 東野山→野殿西町 ハピーズ大安寺 大供表町→春日町 ｻﾆｰﾊｲﾑ岡山 賀陽庁舎 辛川市場→尾上

高柳→下伊福本町 １６：２０～ 岡町→奥田本町 矢板西町→楢津 中川橋住宅街

17:00 岩井→関西→三門 岩井上 菅野→吉宗 富田→青江 ハローズ十日市 吉備津神社→吉備津 吉備津神社

津倉町→富町 栢谷→横井上 津高台 旭本町→岡南町 立田→平山

18:00 駅元町→奉還町 駅西口 マスカット→津高台 天瀬→内山下 県道７２で横井上 門前→福崎→高塚

イオン→天満屋 津島本町→津島福居 出石町→番町 ハピータウン東 マスカット→津高台 新庄上→新庄下 造り山公会堂

19:00 出石町→野田屋町 アリスの広場 津島京町→谷万成 津島モール 南方→北方 津島西坂→岡大 津寺→加茂→惣爪

錦町→島田町 伊島→京山 津島東→学南町 岡山駅西口 伊島→伊福町 中撫川→庭瀬 ボブソン横

20:00

備考

後援会検討資料

２日

中部

２９日

（金）

３０日 ３１日 １日

（火）

概　要

街
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面
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市街部
建部出発式

建部御津地域
吉備地域他

西部

吉備中央町賀陽地域

※小学校区毎に、くまなく街宣を行い、太字のところでは必ずス
ポット演説を行いますのでご参集くださいますようお願いします。
細字のスポット場所でも演説を行う予定ですが、交通事情等の具
合で省略する場合がありますのであらかじめご了承下さい。

大塚愛 街宣コース 予定表 前半



３月２９日～４月７日（９日間）

イベント案内

　　　３日（水）１７：００～

　　　ビックカメラ前

　　　合同フェス

出発地点 野田事務所 スポット場所 建部事務所 スポット場所 下中野北交差点 スポット場所 中原橋交差点 スポット場所

8:00 野田→大元上町 建部地域 下中野→今 牟佐→玉柏 環境事務所前 　　　５日（金）１９：００～

上中野→西古松 大元駅 問屋町→辰巳 問屋町 玉柏→原 　　　建部中学校（予定）

9:00 新屋敷→島田町 平田→田中→西長瀬 宿本町→三野 　　　個人演説会

大供本町→富田 ザゴールド横 久米→今保 北方→大和町→南方 長泉寺

10:00 神田町→十日市 みつの里 花尻三町→白石 ききょう公園 学南町→津島福居 ９：５０～ 　　　６日（土）１９：３０～

旭本町→奥田南町 ザ・ビッグ 御津地域 １０：００～ 平野→西花尻 ハローズ庭瀬 津島福居→津島西坂 津島モール 　　　野田事務所

11:00 奥田本町→旭町 １０：５０～ 中撫川→庭瀬 １０：５０～ 万成→谷万成 １０：５０～ 　　　マイク納め

内山下→丸の内 内山下 昼休憩 平野南→撫川 ｾﾝｽﾌﾙﾀｳﾝ横 伊島町→京山 池田動物園

12:00 番町→野田屋町 北保育園 昼休憩 昼休憩

昼休憩 吉備中央町加茂川地域 １２：４０～

13:00 きびプラザ→広面 きびプラザ 納所→吉備津→惣爪 納所公民館 津高

イオン地下道 イオン地下道 上野→上加茂 加茂→原古才→三手 マスカット→横井上 ダイキ横

14:00 奉還町→津倉町 １３：３０～ 下加茂→加茂市場 小山→長野 マルナカ小山 田益→富原→楢津

下伊福→島田本町 細田→上田 馬屋下→今岡 １４：００～ みどり団地→大窪 マルナカ一宮

15:00 高柳西町→西崎 円城→湯武 道の駅加茂川円城 芳賀→佐山 芳賀団地 辛川市場→一宮 １４：３０～

万成東西→谷万成 万成集会所 案田→豊岡 １５：００～ 田益→富原 花尻→平野北

16:00 津島南→津島福居 粟井谷→杉谷 横井上→栢谷→吉宗 津高郵便局裏 庭瀬→平野南 百十四銀行裏

清心町→伊福町 笹目→豊野 野々口→国が原 今保→田中→西長瀬

17:00 鬼木大塚合同フェス 合同フェス きびプラザ 宇垣→金川→草生 ハピーズ 中仙道→問屋町 問屋町

１７：００～ 東山内→西山内 竹枝→中田→宮地 今→今村

18:00 広瀬町→中井町 ビックカメラ前 粟井→大井 建部町一巡 下中野→西古松 ドンキ裏

北方→法界院 足守→下足守 個人演説会 西古松西→西之町 ｻｰﾊﾟｽｼﾃｨ西古松

19:00 原→玉柏→牧山 自衛隊前 下土田→福崎 福渡一巡 建部中学校 緑道公園→錦町

中牧→野々口→宇垣 門前→小山 １９：００～ 事務所にてマイク納め マイク納め

20:00 １９：３０～

備考 個人演説会 マイク納め

建部中学校 野田事務所 お問い合わせ先

１９：００～ １９：３０～ 大塚愛・鬼木のぞみ事務所

０８６－２４４－７７２１

後援会検討資料

６日

（土）

東部

東部→市街

北部重点

吉備中央町加茂川地域

市街部

市街→北部
市街部

概　要

街

宣

方

面

３日

（水）

４日

（木）

５日

（金）

※小学校区毎に、くまなく街宣を行い、太字のところでは必ずス
ポット演説を行いますのでご参集くださいますようお願いします。
細字のスポット場所でも演説を行う予定ですが、交通事情等の具
合で省略する場合がありますのであらかじめご了承下さい。

大塚愛 街宣コース 予定表 後半


