
草加神社バス停 9:37 ふれあいの里 11:00 ふれあいの里 13:20 ふれあいの里 16:10
セブンイレブン
氷川町西店前 9:39 上町バス停 11:02 上町バス停 13:22 上町バス停 16:12
ヒロセ家具前
（反対側） 9:42 徳性寺バス停 11:03 徳性寺バス停 13:23 徳性寺バス停 16:13

草加スカイハイツ前 9:45 中柳島バス停 11:06 中柳島バス停 13:26 中柳島バス停 16:17

中柳島バス停 9:46 草加スカイハイツ前
(反対側） 11:07 草加スカイハイツ前 13:27 草加スカイハイツ前 16:19

徳性寺バス停 9:49 ヒロセ家具前 11:09 ヒロセ家具前 13:29 ヒロセ家具前 16:21

上町バス停 9:50 ● 白石せんべい前 11:13 ● 白石せんべい前 13:33 白石せんべい前 16:27

ふれあいの里 9:55 ● 草加神社バス停
（反対側） 11:15 ● 草加神社バス停

（反対側） 13:35 草加神社バス停
（反対側） 16:30

ヒロセ家具前
（反対側） 11:25 ふれあいの里 14:00

草加スカイハイツ前 11:27

中柳島バス停 11:28

徳性寺バス停 11:31

上町バス停 11:32

ふれあいの里 11:35

谷塚駅東口
(マツモトキヨシ前) 10:30 ふれあいの里 15:20
ローソン
谷塚町店前 10:35 上町バス停 15:22
谷塚中学校前
(反対側) 10:39 徳性寺バス停 15:23

徳性寺バス停 10:42 谷塚中学校前 15:26

上町バス停 10:43 ローソン
谷塚町店前 15:30

ふれあいの里 10:45 谷塚駅東口
(マツモトキヨシ前) 15:35

注）バスを利用できるのは、草加市在住の６０歳以上の方及び障がい者の方で、センターを利用される場合に限ります。！

※災害発生、大雪、台風等により、やむを得ず運休する場合があります。センターへお問い合わせください。

　また、交通状況により、時間が前後すること、停留所がずれることがあります。

　　　　　　　草加市高年者福祉センターふれあいの里　　☎ ０４８－９２０－６２２２　　　　平成２９年　６月改定

15:10

草加便(ふれあいの里　　　　　草加神社バス停）

　　　　買い物や、外出を目的とした利用はご遠慮ください。　　※（反対側）の記載があるバス停は反対車線側でお待ちください。

【午後便】【午前便】

●印は、乗り降りが一緒の
停留場所となります。

谷塚便（谷塚駅東口　　　　　　ふれあいの里）

【午前便】 【午後便】

すこやかクラブ　

ふれあいの里 14:10

すこやかクラブ集合地

●印は、乗り降りが一緒
の停留場所となります。

すこやかクラブ　

9:00ふれあいの里

すこやかクラブ集合地

                              ふれあいの里大型バス運行表
                  　　   　 （月・火・木・金コース）

※水・土・日・祝コースは

裏面をご覧下さい

8:30

※令和２年１０月１９日から当面の間



市内循環便（新栄団地入口前　　　　　ふれあいの里）

新栄団地入口前
（二ッ橋バス停） 8:30 ふれあいの里 15:30 獨協大学前(草加松原)

駅西口　(東武ストア前） 16:05

新栄中入口バス停 8:32 上町バス停 15:32 ココス草加松原店前
バス停 16:08

長栄南バス停 8:34 セイコーマート   草加
マルエー店前 9:06 徳性寺バス停 15:33 堀川産業前 16:12

稲荷コーポ前 8:38 草加神社バス停 9:10 中柳島バス停 15:36 北谷二丁目バス停 16:14
原町３丁目バス停（手
前） 8:40 セブンイレブン

氷川町西店前 9:13 草加スカイハイツ前 15:38 北谷橋バス停 16:16

北谷橋バス停 8:45 ヒロセ家具前
（反対側） 9:16 ヒロセ家具前 15:41 原町３丁目バス停 16:19

北谷二丁目バス停 8:47 草加スカイハイツ前 9:18 白石せんべい前 15:47 稲荷コーポ前 16:21

堀川産業前 8:50 中柳島バス停 9:19 草加神社バス停  (反
対側） 15:50 長栄南バス停 16:26

ココス草加松原店前
バス停 8:55 徳性寺バス停 9:22 セイコーマート草加   マル

エー店前 (反対側） 15:55 新栄中入口バス停 16:28
獨協大学前(草加松原)
駅西口　(東武ストア前） 9:00 上町バス停 9:23 新栄団地入口前

（二ッ橋バス停） 16:30

ふれあいの里 9:30

NTT草加局 10:02 ローソン谷塚町店前 10:20 ふれあいの里 14:20 谷塚駅東口
(マツモトキヨシ前) 14:40

ヨークマート前 10:06 谷塚中学校前
(反対側) 10:24 上町バス停 14:22 しまむら瀬崎店前 14:44

吉町集会所前 10:08 徳性寺前バス停 10:28 徳性寺前バス停 14:24 吉町どんぐり公園前 14:46
しまむら瀬崎店前 10:10 上町バス停 10:29 谷塚中学校前 14:26 ヨークマート前 14:48
谷塚駅東口
（マツモトキヨシ前) 10:15 ふれあいの里 10:35 ローソン谷塚町店前 14:32 NTT草加局

(反対側第２庁舎前) 14:53

ふれあいの里 10:50 セイコーマート草加
マルエー店前(反対側) 11:08 ふれあいの里 13:20

上町バス停 10:52 獨協大学前(草加松原)
駅西口　(東武ストア前） 11:15 上町バス停 13:22

徳性寺バス停 10:53 ココス草加松原店前
バス停 11:18 徳性寺バス停 13:23

中柳島バス停 10:56 ヒロセ家具前　　（反
対側） 11:25 中柳島バス停 13:26

草加スカイハイツ前
（反対側） 10:57 草加スカイハイツ前 11:27 草加スカイハイツ前 13:27
ヒロセ家具前 11:00 中柳島バス停 11:28 ヒロセ家具前 13:29
白石せんべい前 11:03 徳性寺バス停 11:31 白石せんべい前 13:33
草加神社バス停 11:05 上町バス停 11:32 草加神社バス停 （反

対側） 13:35
ふれあいの里 11:35 セイコーマート草加   マル

エー店前(反対側) 13:38
獨協大学前(草加松原)
駅西口　(東武ストア前） 13:45
ココス草加松原店前
バス停 13:48

※　日曜日のみ市立病院前に停車し、であいの
森行きバスに乗り換えることができます。

  ※ 市立病院前
(日曜日のみ停車します。  水・
土・祝日の停車はありませ
ん。）

9:05

  ※ 市立病院前
(日曜日のみ停車します。  水・
土・祝日の停車はありませ
ん。）

注） バスを利用できるのは、草加市在住の６０歳以上の方及び障がい者の方で、センターを利用される場合に限ります。

【午後便】

草加、松原団地便（ふれあいの里　　　　 草加神社バス停、獨協大学前(草加松原)駅西口）

【循環便】

【午前便】

草加市高年者福祉センターふれあいの里　　☎ ０４８－９２０－６２２２　　　　平成２９年６月改定

※災害発生、大雪、台風等により、やむを得ず運休する場合があります。センターへお問い合わせください。

　また、交通状況により、時間が前後すること、停留所がずれることがあります。

【午後便】

【午前便】 【午後便】

　買い物や、外出を目的とした利用はご遠慮ください。　　※（反対側）の記載があるバス停は反対車線側でお待ちください。

16:00

  月・火・木・金コースは

　　裏面をご覧下さい

　　　　　　　　　　　　ふれあいの里大型バス運行表
　　　　　　　　　　　　（水・土・日・祝コース）

草加、谷塚便（ふれあいの里　　　　NTT草加局、谷塚駅東口）

※令和２年１０月１９日から当面の間


