
平成３１年度下期　綿打小学校スクールバス運行予定時刻表

利用地区{上・溜・権・萩} ◇ 北 便 ◇ 利用地区{下田中}{上江田の一部・花香塚}     ◆ 南 便 ◆
　　　登校便 下校便着 　　　登校便 下校便着

曜 登校便 学校発 下校便着 曜 登校便 学校発 下校便着
月 萩集落センター 7:35 15:10 上中南 　       15:18 月 15:10 下田中会館　　　  15:18

↓権右衛門 7:40 利用学年 ↓溜池会館　　　15:23 下田中会館発→ 7:25 →7:33 利用学年 上江田会館　　　　15:26
↓上中会館 7:43 1～3年 ↓上中会館      15:26 学校着 1～3年 花香塚会館　　　　15:34
↓溜池会館 7:46 ↓権右衛門      15:29 上江田会館発→ 7:41 →7:49
　上中南 7:51 →7:59 萩集落センター  15:34 花香塚会館発→ 7:57 →8:05

16:00 上中南 　　 　  16:08 16:00 下田中会館　　　　16:08
↓溜池会館　　　16:13 上江田会館　　　　16:16

利用学年 ↓上中会館      16:16 利用学年 花香塚会館　　　　16:24
4～6年 ↓権右衛門      16:19 4～6年

萩集落センター  16:24
火 萩集落センター 7:35 15:10 上中南          15:18 火 15:10 下田中会館　　　  15:18

↓権右衛門 7:40 ↓溜池会館　　　15:23 上江田会館　　　　15:26
↓上中会館 7:43 利用学年 ↓上中会館      15:26 下田中会館発→ 7:25 →7:33 利用学年 花香塚会館　　　　15:34
↓溜池会館 7:46 1～4年 ↓権右衛門      15:29 1～4年
　上中南 7:51 →7:59 萩集落センター  15:34 学校着

16:00 上中南 　　 　  16:08 上江田会館発→ 7:41 →7:49 16:00 下田中会館　　　　16:08
↓溜池会館　　　16:13 花香塚会館発→ 7:57 →8:05 上江田会館　　　　16:16

利用学年 ↓上中会館      16:16 利用学年 花香塚会館　　　　16:24
5～6年 ↓権右衛門      16:19 5～6年

萩集落センター  16:24
水 萩集落センター 7:35 15:10 上中南          15:18 水 15:10 下田中会館　　　  15:18

↓権右衛門 7:40 ↓溜池会館　　　15:23 上江田会館　　　　15:26
↓上中会館 7:43 利用学年 ↓上中会館      15:26 下田中会館発→ 7:25 →7:33 利用学年 花香塚会館　　　　15:34
↓溜池会館 7:46 1年 ↓権右衛門      15:29 1年
　上中南 7:51 →7:59 萩集落センター  15:34 学校着

16:00 上中南 　　 　  16:08 上江田会館発→ 7:41 →7:49 16:00 下田中会館　　　　16:08
↓溜池会館　　　16:13 花香塚会館発→ 7:57 →8:05

利用学年 ↓上中会館      16:16 16:16 上江田会館　　　　16:24
2～6年 ↓権右衛門      16:19 利用学年 花香塚会館　　　　16:32

萩集落センター  16:24 2～6年
木 萩集落センター 7:35 15:10 上中南          15:18 木 15:10 下田中会館　　　  15:18

↓権右衛門 7:40 ↓溜池会館　　　15:23 上江田会館　　　　15:26
↓上中会館 7:43 利用学年 ↓上中会館      15:26 下田中会館発→ 7:25 →7:33 利用学年 花香塚会館　　　　15:34
↓溜池会館 7:46 1～2年 ↓権右衛門      15:29 1～2年
　上中南 7:51 →7:59 萩集落センター  15:34 学校着

16:00 上中南 　　 　  16:08 上江田会館発→ 7:41 →7:49 16:00 下田中会館　　　　16:08
↓溜池会館　　　16:13 花香塚会館発→ 7:57 →8:05 上江田会館　　　　16:16

利用学年 ↓上中会館      16:16 利用学年 花香塚会館　　　　16:24
3～6年 ↓権右衛門      16:19 3～6年

萩集落センター  16:24
金 萩集落センター 7:35 15:10 上中南          15:18 金 15:10 下田中会館　　　  15:18

↓権右衛門 7:40 ↓溜池会館　　　15:23 上江田会館　　　　15:26
↓上中会館 7:43 利用学年 ↓上中会館      15:26 下田中会館発→ 7:25 →7:33 利用学年 花香塚会館　　　　15:34
↓溜池会館 7:46 1～3年 ↓権右衛門      15:29 1～3年
　上中南 7:51 →7:59 萩集落センター  15:34 学校着

16:00 上中南 　　 　  16:08 上江田会館発→ 7:41 →7:49 16:00 下田中会館　　　　16:08
↓溜池会館　　　16:13 花香塚会館発→ 7:57 →8:05 上江田会館　　　　16:16

利用学年 ↓上中会館      16:16 利用学年 花香塚会館　　　　16:24
4～6年 ↓権右衛門      16:19 4～6年

萩集落センター  16:24

※申し合わせ事項 南登下校便のみ、一年ごとに交替

※学校行事や学年行事、クラブや委員会の日、放課後教室などにより、バス利用時間が変更になる場合があります。
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