
2023年度 キッズ送迎バス運行表 
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木
曜
日 

 

金
曜
日 

乗車時間 降車時間 乗車時間 降車時間

〔15：29〕 鶴羽根神社 〔17：56〕 〔15:27〕 祇園新橋北駅南 〔17:58〕

〔15：30〕 広島東照宮 〔17：55〕 〔15:30〕 西原駅総合警備前 〔18:00〕

〔15:38〕 不動院ＢＳ ［17:57］

〔15：32〕 光が丘山根公園 〔17：52〕

〔15:39〕 牛田新町2丁目ＢＳ 〔17:56〕

〔15：33〕 わかくさ保育園 〔17：50〕 〔15:40〕 牛田新町１丁目ＢＳ 〔17:54〕

〔15:41〕 東区ＳＣ前ＢＳ 〔17:52〕

〔15：36〕 若草第一公園 〔17：49〕

〔15:45〕 牛田旭町ＢＳ 〔17:47〕

〔15：37〕 広島駅新幹線口 〔17：48〕 〔15:48〕 牛田本町ＢＳ 〔17:44〕

〔15:50〕 白島九軒町ＢＳ 〔17:42〕

〔15：42〕 ロイヤルホスト前 〔17：40〕

〔15:51〕 白島町 〔17:41〕

〔15：45〕 ローソン広島橋本町店 〔17：38〕 〔15:52〕 広島はくしま病院前ＢＳ 〔17:39〕

〔15：50〕 YMCA 〔17：30〕 〔15:55〕 ＹＭＣＡ 〔17:36〕

金曜日（幼小体操・幼小サッカー・幼小バレエ・金-2）

2便・1号車 2便・2号車

西原コース光町・幟町コース 乗車時間 降車時間 乗車時間 降車時間

〔16：33〕 早稲田団地3丁目BS 〔18：56〕 〔16:28〕 吉島西BS 〔19：01:〕

（ﾒﾝｽﾞｼｮｯﾌﾟｱｵｷ）

〔16：34〕 早稲田第五公園 〔18：59〕

〔16：30:〕 舟入南BS 〔18:58〕

〔16：35〕 官舎17号前 〔19：00〕

〔16:31〕 舟入小学校BS 〔18:56〕

〔16：35〕 早稲田第二公園 〔19：01〕

〔16:32〕 舟入川口町BS 〔18:55〕

〔16：38〕 女学院大前BS 〔18：54〕

〔16:33〕 舟入幸町 〔18:54〕

〔16：39〕 牛田東1丁目BS 〔18：53〕

〔16:35〕 舟入本町 〔18:53〕

〔16：40〕 牛田南BS 〔18：51〕

〔16:39〕 舟入町電停 〔18:51〕

〔16：42〕 牛田本町1丁目 〔18：50〕

〔16:46〕 堺町（むさし前） 〔18:46〕

〔16：47〕 牛田旭町BS 〔18：47〕

〔16:47〕 十日市BC 〔18:43〕

〔16：49〕 牛田本町BS 〔18：44〕

〔16:48〕 広瀬町BC 〔18:42〕

〔16：50〕 牛田大橋 〔18：43〕

〔16:55〕 ＹＭＣＡ 〔18:36〕

〔16：52〕 白島九軒町BS 〔18：42〕

〔16：53〕 白島町BS 〔18：41〕

〔16：54〕 広島はくしま病院前ＢＳ 〔18：40〕

〔17：00〕 YMCA 〔18：36〕

金曜日（小体操・小サッカー・小バレエ・金-3）

3便・1号車 3便・2号車

舟入コース牛田コース

乗車時間 降車時間 乗車時間 降車時間

〔16：33〕 早稲田団地3丁目BS 〔18：56〕 〔16:27〕 天満町BS 〔19：08〕

〔16：34〕 早稲田第五公園 〔18：59〕 〔16：28〕 中広2丁目 〔19:07〕

〔16：34〕 官舎17号前 〔19：00〕 〔16:30〕 横川駅前BS 〔19:03〕

〔16：35〕 早稲田第二公園 〔19：01〕 - 横川3丁目 〔19:02〕

〔16：38〕 女学院大前BS 〔18：54〕 〔16:34〕 楠木町BS 〔19:00〕

〔16：38〕 牛田東2丁目BS 〔18：53〕 〔16:39〕 白島北町BS 〔18:55〕

〔16：39〕 牛田東1丁目BS 〔18：53〕 〔16:41〕 アストラムライン牛田駅下 〔18:52〕

〔16：40〕 牛田南BS 〔18：51〕 〔16:42〕 牛田新町1丁目BS 〔18:53〕

〔16：42〕 牛田本町1丁目BS 〔18：50〕 〔16:45〕 東区SC入口BS -

〔16:49〕 牛田本町BS 〔18:44〕 〔16:45〕 東区SC前BS 〔18:50〕

〔16:49〕 牛田大橋 〔18:43〕 〔16:46〕 牛田本町6丁目 〔18:48〕

〔16:52〕 白島九軒町BS 〔18:42〕 〔16:47〕 牛田旭町BS 〔18:47〕

〔16:53〕 白島町BS 〔18:41〕 〔17:00〕 YMCA 〔18:36〕

〔16:54〕 広島はくしま病院前BS 〔18:39〕

〔17:00〕 YMCA 〔18:36〕

木曜日（小体操・小空手・木-3）

3便・1号車 3便・2号車

天満町コース牛田コース乗車時間 降車時間 乗車時間 降車時間

〔15：30〕 早稲田団地3丁目BS 〔17：56〕 〔15:27〕 祇園新橋北駅南 〔17:58〕

〔15：32〕 早稲田第五公園 〔18：00〕 〔15:30〕 西原駅総合警備前 〔18:00〕

〔15：33〕 官舎17号前 〔18：00〕 〔15:38〕 不動院ＢＳ ［17:57］

〔15：33〕 早稲田第二公園 〔18：02〕 〔15:39〕 牛田新町2丁目ＢＳ 〔17:56〕

〔15：35〕 女学院大前BS 〔17：54〕 〔15:40〕 牛田新町１丁目ＢＳ 〔17:54〕

〔15：35〕 牛田東2丁目BS 〔17：54〕 〔15:41〕 東区SC入口BS 〔17:52〕

〔15：36〕 牛田東1丁目BS 〔17：53〕 〔15:41〕 東区ＳＣ前ＢＳ 〔17:52〕

〔15：38〕 牛田南BS 〔17：51〕 〔15:42〕 牛田本町6丁目 〔17:51〕

〔15：40〕 牛田本町1丁目BS 〔17：50〕 〔15:45〕 牛田旭町ＢＳ 〔17:47〕

〔15:48〕 牛田本町ＢＳ 〔17:44〕 〔15:55〕 YMCA 〔17:36〕

〔15:48〕 牛田大橋 〔17:44〕

〔15:50〕 白島九軒町BS 〔17:42〕

〔15:51〕 白島町BS 〔17:41〕

〔15:52〕 広島はくしま病院前BS 〔17:39〕

〔15:55〕 YMCA 〔17:36〕

木曜日（幼小体操・幼小空手・木-2）

2便・1号車 2便・2号車

西原コース牛田コース


