
 ( 小倉・岡本・須玖・下白水南・泉・弥永団地・柳瀬方面 )

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

昇町交番前バス停

伯玄ガーデン ：２９ ：３４ ：４４ ：２４ ：１９ ：２９ ：３４

アーサーマンション ：３２ ：３７ ：４７ ：２７ ：２２ ：３２ ：３７

ロマネスクマンション ：３２ ：３７ ：４７ ：２７ ：２２ ：３２ ：３７

奴国の丘歴史資料館 ：３３ ：３８ ：４８ ：２８ ：２３ ：３３ ：３８

岡本１丁目バス停● ：３４ ：３９ ：４９ ：２９ ：２４ ：３４ ：３９

須玖南１丁目バス停● ：３５ ：４０ ：５０ ：３０ ：２５ ：３５ ：４０

須玖バス停 ：３７ ：４２ ：５２ ：３２ ：２７ ：３７ ：４２

パークホームズ前 ：３９ ：４４ ：５４ ：３４ ：２９ ：３９ ：４４

須玖南５丁目バス停● ：４０ ：４５ ：５５ ：３５ ：３０ ：４０ ：４５

すくすくプラザ ：４３ ：４８ ：５８ ：３８ ：３３ ：４３ ：４８

弥生１丁目バス停● ：４４ ：４９ ：５９ ：３９ ：３４ ：４４ ：４９

弥生公民館前バス停● ：４５ ：５０ １７ ：００ ：４０ ：３５ ：４５ ：５０

須玖南親水公園バス停● ：４６ ：５１ ：０１ ：４１ ：３６ ：４６ ：５１

竹之本[スカイハイツ前] ：４８ ：５３ ：０３ ：４３ ：３８ ：４８ ：５３

北スポーツセンターバス停● ：４８ ：５３ ：０３ ：４３ ：３８ ：４８ ：５３

もりの木幼稚園前 ：５０ ：５５ ：０５ ：４５ ：４０ ：５０ ：５５

川久保公園 ：５０ ：５５ ：０５ ：４５ ：４０ ：５０ ：５５

白水第２公園 ：５１ ：５６ ：０６ ：４６ ：４１ ：５１ ：５６

ルネサンス２１ ：５２ ：５７ ：０７ ：４７ ：４２ ：５２ ：５７

南川酒店前 ：５４ ：５９ ：０９ ：４９ ：４４ ：５４ ：５９

泉バス停 ：５５ １６ ：００ ：１０ ：５０ ：４５ ：５５ １６ ：００

和田整形外科向かい側 ：５５ ：００ ：１０ ：５０ ：４５ ：５５ ：００

弥永団地[降車専用]バス停 ：５６ ：０１ ：１１ ：５１ ：４６ ：５６ ：０１

弥永団地２６棟 ：５６ ：０１ ：１１ ：５１ ：４６ ：５６ ：０１

弥永団地１１棟 ：５８ ：０３ ：１３ ：５３ ：４８ ：５８ ：０３

コインランドリー柳瀬２丁目 ：５９ ：０４ ：１４ ：５４ ：４９ ：５９ ：０４

ビバール悠愛 １５ ：００ ：０５ ：１５ ：５５ ：５０ １５ ：００ ：０５

白浜内科 ：０２ ：０７ ：１７ ：５７ ：５２ ：０２ ：０７

柳瀬2丁目交差点 ：０３ ：０８ ：１８ ：５８ ：５３ ：０３ ：０８

ミヤタオート駐車場 ：０３ ：０８ ：１８ ：５８ ：５３ ：０３ ：０８

弥永団地７６棟 ：０４ ：０９ ：１９ ：５９ ：５４ ：０４ ：０９

おおもり整形外科 ：０４ ：０９ ：１９ ：５９ ：５４ ：０４ ：０９

ルミエール藤 ：０５ ：１０ ：２０ １０ ：００ ：５５ ：０５ ：１０

小田コーポ ：０５ ：１０ ：２０ ：００ ：５５ ：０５ ：１０

ダイヤパレス ：０６ ：１１ ：２１ ：０１ ：５６ ：０６ ：１１

プール到着 １５ ：１１ １６ ：１６ １７ ：２６ １０ ：０６ １４ ：０１ １５ ：１１ １６ ：１６

2020. 9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

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

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

き ん き ん キ リ ン さ ん バ ス 通 過 予 定 時 刻 表

停 車 地
月 ～ 金 曜 日 土 曜 日


