
停　車　場　所 行　き↓ 帰　り↑ 停　車　場　所 行　き↓ 帰　り↓ 停　車　場　所 行　き↓ 帰　り↑ 停　車　場　所 行　き↓ 帰　り↑
 宇都鼻（公番前） 　７：１５ 　１１：２５  アトム電気店 　７：５５  １０：０６  Àコープ根占店  ７：３５ 　１０：５５  海潟ローソン 　 ７：２０  １１：２０

 有明郵便局 　７：２２ 　１１：１８  コヤマ工芸社 　７：５６  １０：０７  ネッピー館（塩入団地)  ７：３７ 　１０：５３  中俣バス停 　 ７：２２  １１：１８

 山宮神社 　７：３０ 　１１：１０  寿八丁目郵便局 　７：５７  １０：０８  ローソン根占店  ７：３９ 　１０：５１  元垂水バス停 　 ７：２５  １１：１５

 安楽郵便局 　７：３１ 　１１：０９  寿八丁目公民館 　７：５８  １０：０９  山ノ口バス停  ７：４２ 　１０：４８  城山団地 　 ７：２7  １１：１3

 ファミリーマート大原店 　７：３５ 　１１：０５  笠之原小正門前 　８：０１  １０：１２  坂元歯科医院  ７：４５ 　１０：４５  ジョイフル前バス停 　 ７：２９  １１：１１

 志布志文化会館前 　７：３９ 　１１：０１  笠之原保育園学童 　８：０３  １０：１４  鹿児島銀行大根占支店  ７：４６ 　１０：４４  垂水小学校正門前 　 ７：３１  １１：０９

 志布志郵便局 　７：４１ 　１０：５９  福元薬局(ひなぎく保） 　８：０５  １０：１６  大根占保育園（学童）  ７：５７ 　１０：４３  水之上定住住宅、学童 　 ７：３６  １１：０４

 志布志高校前バス停 　７：４３ 　１０：５７  西笠之原バス停 　８：０６  １０：１７  港団地  ７：５９ 　１０：４１  カトリック幼稚園 　 ７：４０  １１：００

 稚児松バス停 　７：４４ 　１０：５６  セブンイレブン八丁目 　８：０８  １０：１９  鳥浜公民館  ８：０１ 　１０：３９  垂水中学校前 　 ７：４２  １０：５８

 トヨタカローラ志布志店 　７：４６ 　１０：５４  レストランハーモニー 　８：１０  １０：２１  神川バス停（小学校）  ８：０３ 　１０：３７  県営垂水団地１０号棟前 　 ７：４４  １０：５６

 スーパーほりぐち前 　７：４８ 　１０：５２  わかば保育園駐車場 　８：１１  １０：２２  皆倉バス停  ８：０５ 　１０：３５  潮彩町公園 　 ７：４６  １０：５４

 びろうの樹脳神経外科 　７：５０ 　１０：５０  ひまわり公園 　８：１４  １０：２５  坂元バス停  ８：１２ 　１０：２８  並松バス停 　 ７：５２  １０：４８

 正坂バス停 　７：５２ 　１０：４８  ミネサキバイパス 　８：１６  １０：２７  瀬筒バス停  ８：１６ 　１０：２４  新城大浜バス停 　 ７：５８  １０：４２

 あすぱる大崎 　７：５３ 　１０：４７  旭原公民館 　８：１９  １０：３０  大姶良小学校前  ８：１８ 　１０：２２  古江バス停 　 ８：０４  １０：３６

 大崎上町バス停 　７：５６ 　１０：４４  セブンイレブン東原店 　８：２１  １０：３２  和光こども園学童  ８：１９ 　１０：２１  花岡中バス停 　 ８：０８  １０：３２

 大崎郵便局(向い側) 　７：５７ 　１０：４３  旭原郵便局 　８：２３  １０：３４  西村獣医科医院  ８：２０ 　１０：２０  光華保育園学童 　 ８：１０  １０：３０

 ショッピングおの 　７：５９ 　１０：４１  新生社印刷前 　８：２６  １０：３７  中横山バス停  ８：２１ 　１０：１９  体育大学バス停前 　 ８：１２  １０：２８

 ローソン東串良店 　８：０５ 　１０：３５  コート札元台住宅 　８：２７  １０：３８  愛生堂薬局前  ８：２２ 　１０：１８  上野町公民館前 　 ８：１６  １０：２４

 東串良農協前 　８：０９ 　１０：３１  ファミリ庵はいから亭 　８：２８  １０：３９  セブンプラザ大姶良店  ８：２４ 　１０：１６  野里小学校前 　 ８：１８  １０：２２

 東串良バス停 　８：１２ 　１０：２８  月精自動車前 　８：２９  １０：４０  下堀バス停  ８：２５ 　１０：１５  セブンイレブン今坂店 　 ８：２０  １０：２０

 鹿児島銀行串良店 　８：１３ 　１０：２７  寿北学童クラブ前 　８：３０  １０：４１  田崎住宅前バス停  ８：２６ 　１０：１４   さくら保育園前 　 ８：２３  １０：１７

 串良小学校前 　８：１４ 　１０：２６   ピーターパン前 　８：３２  １０：４３  田崎市営団地バス停  ８：２９ 　１０：１１   ミネサキ西原店 　 ８：２４  １０：１６

 平和公園入口バス停 　８：２０ 　１０：２０  サツマ理容(敬心学童） 　８：３５  １０：０５  工業高校前バス停  ８：３１ 　１０：０９ 　桜ヶ丘団地バス停 　 ８：２７  １０：１３

 十三塚団地前バス停 　８：２４ 　１０：１６  泉ヶ丘簡易郵便局 　８：３６  １０：０４  ドラッグもり川西店  ８：３３ 　１０：０７   自衛隊官舎Ｅ棟前 　 ８：３０  １０：１０

 上小原小学校 　８：２５ 　１０：１５  新川神社交差点 　８：３８  １０：０２  田崎小学校前  ８：３５ 　１０：０５   平和住宅前バス停 　 ８：３２  １０：０８

 メルヘン 着８：４０ 発１０：００  メルヘン 着８：４０ 発１０：００  メルヘン  着８：４０ 発１０：００   メルヘン 着８：４０ 発１０：００

★バスをご利用の方へ★

　・申込用紙に必要事項を記入捺印の上受付にてお申込ください。（お電話でのご予約はご遠慮ください）

・交通事情により、時間が前後する場合があります。 　・短期教室期間中に休まれた場合はジュニアコースにて振替練習ができます。
・車道には絶対に出ないようにお願い致します。 　・振替練習は4月末までにご利用下さい。

　・団体コース・会員兄弟は会員に含まれません。

スヌーピー号

☆2021年　春休み短期水泳教室 送迎バス時刻表☆
有明・志布志・大崎・串良　方面 寿・笠之原・旭原　方 面 根占・大根占・大姶良・田崎　方面 海潟・垂水・野里・西原　方面

★お申込時のお願い★
・バス到着の5分前には、バス停でお待ちください。

・帰りの時間は早くなる場合がございます。予めご了承ください。
※その他ご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。

ミッキー号 ドナルド号 プーさん号


