
　　　　　　　　　　　　　日帰り入浴の方、お気軽に利用下さい。
平成27年4月1日　改正

時　刻 停　車　場　所 時　刻 停　車　場　所
時　刻 停　車　場　所 時　刻 停　車　場　所 時　刻 停　車　場　所 9:00 井尻バス停 9:20 母里交流センター前

9:15 はんのえ(有)前 9:30 社日橋西側たもと 9:15 はんのえ(有)前 9:05 母里交流センター前 9:24 井尻交流センター前
9:18 エディオン安来店前 9:31 天神原バス停 9:17 安来市役所前バス停 9:08 伯太庁舎前 9:28 横屋バス停
9:22 福井　風力発電施設入口 9:32 城谷保育所前 9:21 和田バス停 9:12 未明集落センター前 9:31 峠之内バス停
9:23 別石　バス停 9:35 はんのえ(有)前 9:23 朝田金属工業前 9:15 安田交流センター前 9:35 赤屋交流センター前
9:24 論田　岩田工務店前 9:38 前飯島　原友商店前 9:28 島田作業所前 9:17 長田バス停 9:37 用土バス停
9:28 上荒島公会堂前 9:39 後飯島バス停 9:37 佐久保運動公園入口前 9:20 大塚　下町集会所前 9:39 下十年畑バス停
9:33 東町公会堂前 9:41 今津　新屋前 9:39 千代富橋バス停 9:22 茶屋バス停 9:42 常盤公民館前
9:38 JR荒島駅前 9:43 宮中川踏切前 9:43 沢バス停 9:27 鳥木入口バス停 9:45 草野バス停
9:43 安来市立第3中学校前 9:48 安来第3中学校前 9:47 能義郵便局前 9:30 吉田交流センター前 10:00 湯田山荘着
9:46 西中津公会堂前 9:50 西中津公会堂前 9:48 実松倉庫前 9:34 柿谷公会堂前
9:52 夢ランドしらさぎ 9:54 飯梨バス停 9:55 夢ランドしらさぎ着 9:37 折坂集会所前
9:55 安来市立病院前 10:00 夢ランドしらさぎ着 9:38 沢バス停
9:56 広瀬ショッピングセンター前 9:41 能義郵便局前
9:58 広瀬八幡町　花谷鮮魚店前 9:42 実松倉庫前 時　刻 停　車　場　所

10:05 富田山荘着 9:50 夢ランドしらさぎ着 9:30 奥田原交流センター前
9:37 西谷第一集会所
9:38 西谷交流センター前
9:51 比田消防第２班車庫前

時　刻 停　車　場　所 時　刻 停　車　場　所 時　刻 停　車　場　所 9:52 町集会所前
9:00 井尻バス停 9:00 安来市民体育館前 9:08 植田バス停 9:53 浪花屋前
9:05 母里交流センター前 9:02 西御幸バス停 9:14 安来三中前バス停 時　刻 停　車　場　所 9:55 比田交流センター前
9:08 伯太庁舎前 9:10 新十神　公園通り 9:16 上荒島バス停 9:20 汐彩団地バス停 9:56 比田旧弁天前
9:12 未明集落センター前 9:13 東十神バス停 9:19 ＪＡやすぎ選果場 9:25 新十神　公園通り 9:58 梶バス停
9:15 安田交流センター前 9:15 中国労働金庫前 9:22 別石バス停 9:27 東十神バス停 10:00 湯田山荘着
9:17 長田バス停 9:17 安来郵便局前 9:25 論田バス停 9:28 中国労働金庫前
9:20 大塚　下町集会所前 9:20 安来市役所前バス停 9:28 上荒島公会堂前 9:29 新町スポーツショップまつもと前

9:22 茶屋バス停 9:25 和田バス停 9:33 シルバー人材センター前 9:30 新町バス停
9:27 鳥木入口バス停 9:28 朝田金属工業前 9:35 荒島駅前バス停 9:33 西御幸バス停
9:30 吉田交流センター前バス停 9:32 門生踏切南側 9:37 赤江踏切バス停 9:35 安来市民体育館バス停 時　刻 停　車　場　所
9:34 柿谷公会堂前 9:35 島田作業所前 9:39 後飯島バス停 9:37 城谷保育所前 9:40 金原バス停
9:37 折坂集会所前 9:43 佐久保運動公園入口前 9:41 安来大橋バス停 9:40 天神原バス停 9:41 布部交流センター前
9:38 沢バス停 9:48 赤崎神社前 9:42 八幡町　鎌本製菓前 9:41 社日橋西側たもと 9:43 浜田文具店前
9:41 能義郵便局前 9:50 赤崎橋 9:44 加茂バス停 9:50 夢ランドしらさぎ着 9:46 松崎前バス停
9:42 実松倉庫前 9:52 実松倉庫前 9:46 切川バス停 9:55 安来市立病院前 9:55 駒場バス停
9:50 夢ランドしらさぎ着 10:00 夢ランドしらさぎ着 9:48 東中津バス停 9:56 広瀬ショッピングセンター前 9:57 福留バス停

9:54 夢ランドしらさぎ 9:58 広瀬八幡町　花谷鮮魚店前 10:00 梶バス停
10:02 富田山荘着 10:05 富田山荘着 10:02 湯田山荘着

　※ 夢ランドしらさぎ・富田山荘行きについて

１、 祝祭日は運休します。 ※　湯田山荘行きについて
時　刻 停　車　場　所

２、 お帰りの便は富田山荘１３：２０発 9:15 高木　高木橋 １、月曜日　伯太方面　湯田山荘行の便は１２月１日より３月３１日の間は
夢ランドしらさぎ１３：３０発で逆順で運行します。 9:20 上山佐郵便局前 　　冬季のため運休と致します。

9:25 山佐　恩田商店前
３、 道路事情、交通事情により停車バス時刻が遅れる場合が 9:30 奥谷集会所前 ２、湯田山荘　祝祭日は運休します。お帰りの便は、１３：３０発で逆順で

あります。 9:41 広瀬バスターミナル前 　　運行します。
9:50 富田山荘

10:00 夢ランドしらさぎ着 ３、道路事情、交通事情により停車バス時刻が遅れる場合があります。
裏面あり

問い合わせ　（一財）夢ランドしらさぎ振興事業団　　　ＮＴＴ　　　２８－６３００

     　どじょっこ電話 　８９－４８７０

         夢ランドしらさぎグループ無料送迎福祉バス運行表

夢ランドしらさぎ・富田山荘行き 湯田山荘行き

月 曜 日 火 曜 日 木 曜 日
金 曜 日 月 曜 日

夢ランドしらさぎ・富田山荘行き

福井～荒島方面 飯島～飯梨方面 島田～宇賀荘方面
伯太～吉田方面 伯太方面

火 曜 日
奥田原～西谷方面

月 曜 日 火 曜 日 木 曜 日
伯太～吉田方面 十神～島田方面 福井～荒島～大橋東方面

金 曜 日
十神～切川方面

金 曜 日
布部方面

木 曜 日
高木～奥谷方面


