
( 白水ヶ丘・天神山・星見ヶ丘・紅葉ヶ丘・大谷・昇町方面 )

１５ ：２０ １６ ：３０ １７ ：４０ １０ ：２０ １４ ：１０ １５ ：２０ １６ ：３０

プール出発 １４ ：２０ １５ ：２５ １６ ：３５ ９ ：１５ １３ ：１０ １４ ：２０ １５ ：２５

［降車用］さくら技研

［降車用］辰美住建

あいあい保育園 １４ ：２６ １５ ：３１ １６ ：４１ ９ ：２１ １３ ：１６ １４ ：２６ １５ ：３１

天神山小学校正門 ：２８ ：３３ ：４３ ：２３ ：１８ ：２８ ：３３

桜美ヒルズ ：２９ ：３４ ：４４ ：２４ ：１９ ：２９ ：３４

白水池２丁目やよいバス停 ：３０ ：３５ ：４５ ：２５ ：２０ ：３０ ：３５

白水大池公園ちびっこ広場前 ：３０ ：３５ ：４５ ：２５ ：２０ ：３０ ：３５

餃子舗博多はんげつ ：３２ ：３７ ：４７ ：２７ ：２２ ：３２ ：３７

松ヶ丘団地バス停 ：３３ ：３８ ：４８ ：２８ ：２３ ：３３ ：３８

ナギの木苑 ：３４ ：３９ ：４９ ：２９ ：２４ ：３４ ：３９

さいつこどもクリニック ：３６ ：４１ ：５１ ：３１ ：２６ ：３６ ：４１

大丸池公園 ：３７ ：４２ ：５２ ：３２ ：２７ ：３７ ：４２

星見ヶ丘第３公園 ：３８ ：４３ ：５３ ：３３ ：２８ ：３８ ：４３

しまむら前 ：４０ ：４５ ：５５ ：３５ ：３０ ：４０ ：４５

北原商店 ：４３ ：４８ ：５８ ：３８ ：３３ ：４３ ：４８

塚原台第２公園 ：４４ ：４９ ：５９ ：３９ ：３４ ：４４ ：４９

大土居公民館 ：４５ ：５０ １７ ：００ ：４０ ：３５ ：４５ ：５０

太陽ハウジング ：４５ ：５０ ：００ ：４０ ：３５ ：４５ ：５０

ダイソー大土居店 ：４７ ：５２ ：０２ ：４２ ：３７ ：４７ ：５２

山田商店 ：４８ ：５３ ：０３ ：４３ ：３８ ：４８ ：５３

かすが文具館ウラ ：４９ ：５４ ：０４ ：４４ ：３９ ：４９ ：５４

紅葉ヶ丘第４公園 ：５０ ：５５ ：０５ ：４５ ：４０ ：５０ ：５５

中山歯科 ：５１ ：５６ ：０６ ：４６ ：４１ ：５１ ：５６

春日６丁目やよいバス停 ：５２ ：５７ ：０７ ：４７ ：４２ ：５２ ：５７

春日８丁目やよいバス停 ：５３ ：５８ ：０８ ：４８ ：４３ ：５３ ：５８

ちくし台５丁目やよいバス停 ：５３ ：５８ ：０８ ：４８ ：４３ ：５３ ：５８

紅葉ヶ丘東公園 ：５４ ：５９ ：０９ ：４９ ：４４ ：５４ ：５９

ちくし台１丁目やよいバス停 ：５４ ：５９ ：０９ ：４９ ：４４ ：５４ ：５９

くすの木幼稚園向かい側 ：５５ １６ ：００ ：１０ ：５０ ：４５ ：５５ １６ ：００

春日市図書館 ：５７ ：０２ ：１２ ：５２ ：４７ ：５７ ：０２

やよいバスセンター ：５７ ：０２ ：１２ ：５２ ：４７ ：５７ ：０２

文化センター前やよいバス停 ：５７ ：０２ ：１２ ：５２ ：４７ ：５７ ：０２

大谷小学校東門 ：５８ ：０３ ：１３ ：５３ ：４８ ：５８ ：０３

モントーレ ：５９ ：０４ ：１４ ：５４ ：４９ ：５９ ：０４

コモドヒル １５ ：００ ：０５ ：１５ ：５５ ：５０ １５ ：００ ：０５

サングレード ：０２ ：０７ ：１７ ：５７ ：５２ ：０２ ：０７

昇町公民館 ：０２ ：０７ ：１７ ：５７ ：５２ ：０２ ：０７

スターアート ：０３ ：０８ ：１８ ：５８ ：５３ ：０３ ：０８

愛香園［点滅信号先］ ：０４ ：０９ ：１９ ：５９ ：５４ ：０４ ：０９

トミナガコーポレーション ：０５ ：１０ ：２０ ：００ ：５５ ：０５ ：１０

フタバ図書店 ：０５ ：１０ ：２０ ：００ ：５５ ：０５ ：１０

有田歯科医院 ：０６ ：１１ ：２１ １０ ：０１ ：５６ ：０６ ：１１

プール到着 １５ ：１０ １６ ：１５ １７ ：２５ １０ ：０５ １４ ：００ １５ ：１０ １６ ：１５

2021.1改正

※※●…コミュニティバス【やよい】のバス停です。

※※５分前にバス停にてお待ち下さい。

※※交通事情で遅れることがありますので、御了承下さい。 西日本スイミングクラブ  春日校  

※※渋滞回避のためやむを得ずルートカットする場合（特に土曜・祝日）があります。 ☎ ０９２(５７２)５８８１

わ ん わ ん イ ヌ さ ん バ ス 通 過 予 定 時 刻 表

停 車 地
月 ～ 金 曜 日 土 曜 日

定時運行のため、欠席・バス不要の場合は【れんらくアプリ】での連絡が必要です

お 帰 り の 際 ご 利 用 で き ま す お 帰 り の 際 ご 利 用 で き ま す

お 帰 り の 際 ご 利 用 で き ま す お 帰 り の 際 ご 利 用 で き ま す


