
講座・教室 曜日 時間 乗り場 行き 帰り 帰り② 片道料金

永草地域 ※１ 13:00 15:30 350～450円

茗ヶ原地域 11:00 15:30 600円

赤水方面 ※２ 13:15 16:30 200～450円

鍋釣地域 ※３ 12:00 15:00 200～250円

深葉地域 12:00 15:00 800円

赤水方面 ※２ 13:15 16:30 200～450円

鍋釣地域 ※３ 12:00 15:00 200～250円

永草地域 ※１ 9:00 15:30 11:00 350～450円

赤水方面 ※２ 8:00 12:15 200～450円

鍋釣地域 ※３ 9:00 15:00 11:00 200～250円

永草地域 ※１ 13:00 15:30 350～450円

赤水方面 ※２ 13:15 16:30 200～450円

鍋釣地域 ※３ 12:00 15:00 200～250円

永草地域 ※１ 13:00 15:30 350～450円

赤水方面 ※２ 13:15 16:30 200～450円

鍋釣地域 ※３ 12:00 15:00 200～250円

深葉地域 8:15 11:40 800円

赤水方面 ※２ 8:00 12:15 200～450円

鍋釣地域 ※３ 9:00 15:00 11:00 200～250円

深葉地域 12:00 15:00 800円

赤水方面 ※２ 13:15 16:30 200～450円

鍋釣地域 ※３ 12:00 15:00 200～250円

深葉地域 8:15 11:40 800円

赤水方面 ※２ 8:00 12:15 200～450円

鍋釣地域 ※３ 9:00 15:00 11:00 200～250円

永草地域 ※１ 9:00 15:30 11:00 350～450円

茗ヶ原地域 8:30 12:00 600円

赤水方面 ※２ 8:00 12:15 200～450円

鍋釣地域 ※３ 9:00 15:00 11:00 200～250円

　　  ＜阿蘇教室＞　行き先：阿蘇保健福祉センター・農村環境改善センター（内牧方面）

13：30

～

15：00

将棋教室
第1・3

水曜日

13：30

～

15：30

　　　予約先電話番号　永草・深葉・茗ヶ原地域 ☎080-6477-8064 ／ 赤水方面・鍋釣地域 ☎090-4350-7826

※ 1　永草地域

・永草区　350円

・枳区　400円

・鬢搔集会所　450円

※２　赤水方面

・内牧5区・折戸　200円

・狩尾２・３区　250円

・跡ヶ瀬・的石　350円

・赤水・車帰　450円

※３　鍋釣線地域

・南宮原・湯浦・西湯浦 250円

・西小園区　200円

ノルディック

ウォーキング講座

毎週

月曜日

夏・秋各５回

14：00

～

16：00

10：00

～

11：30

健康麻雀教室
第２・４

火曜日

13：30

～

15：30

第1・3

木曜日

エクササイズ

体操教室(内牧)

男の料理講座
第１・３

水曜日

  ※黄色の便（第１便）は前日予約が必要です。<8：30～18：30受付>　それ以外の便は運行30分前までに予約。

　　令和３年度 生きがい講座・教室対応
　  乗合タクシー時刻表

書道教室
第２・4

金曜日

9：30

～

11：30

絵手紙教室
第２・4

木曜日

9：30

～

11：30

着物リメイク

教室

第２・4

木曜日

13：30

～

15：30

9：30

～

11：30

園芸講座
月４回

水曜日

会場へ

直行‼!

１日を有効に過ごす

ワンポイント！

「開催時間より早く着い

ちゃう。」「帰りの便ま

で時間があるなぁ。」

そんな方は、阿蘇保健福

祉センターの温泉（11時

～営業、月曜休み、阿蘇

市の65歳以上無料）に

入ったり、ロビーでごは

んを食べたり、図書館や

郵便局、みやはらなど近

くに時間をつぶせる場所

が色々あります！

各講座・教室の開催時間に近い便を載せていますので、参考にされてください。

乗合タクシーの使い方と各地域の乗り場は裏面掲載。



＜使い方＞

＜乗り場＞

　鍋釣線地域 市道鍋釣線沿線（花原川から南宮原集落入り口まで）で利用者が指定する安全な場所

　深葉地域 深葉地域内で利用者が指定する安全な場所（利用者の自宅や公民館等）

　茗ヶ原地域 茗ヶ原地域内で利用者が指定する場所（利用者の自宅や公民館等）

　永草地域 地区

永草区

枳区

　赤水方面 次の場所のいずれかで乗り降りができます。

■地図の「赤線の道路の沿線」で利用者が指定する安全な場所（停留所の看板なし）

■地図の「①～⑪」の場所（停留所の看板あり）

【乗降場所一覧】

乗り場

①下り山水源公園（内牧５区）、②上の小屋西下（狩尾２区）、③小野・萱原（狩尾２区）、

④下田代（狩尾２区）、⑤阿蘇西跡ケ瀬コミュニケーションセンター（跡ヶ瀬区）、⑥宮山バ

ス停（赤水区）、⑦赤水東住宅（赤水区）、⑧赤水グラウンド（赤水区）、⑨赤水西住宅（赤

水区）、⑩赤水駅（赤水区）、⑪阿蘇マッサージ療院駐車場（赤水区）

永草踏切前、永草公民館、永草下組、永草四つ角、松山（消火栓設置場所）、

上ノ原、永草入口（防火水槽前）

市の川駅前、枳集落入り口、下枳、枳天満宮、岩倉、鬢搔集会所

　　

　　　①予約の電話をする（住所、名前、乗車日・時間、行き先、乗車場所などを伝える）

　　　②運行時間前に、予約時に伝えた場所でタクシーを待つ

　　　③タクシーに乗る　１.「名前・行き先」を伝える　２.料金を払う（前払い）

　乗合タクシーの使い方と乗り場

【 問い合わせ先 】

阿蘇市地域包括支援センター 宮岡

☏・お知らせ端末 0967-32-5122

【タクシーの予約】

表ページの電話番号に連絡をお願い

します。お知らせ端末からも予約可能

です。



講座・教室 曜日 時間 乗り場 行き 帰り 帰り② 片道料金

古神地域 13:00 15:30 500円

坂梨地域 13:00 16:00 350円

手野地域 13:30 17:50 150円

中通地域 13:30 17:50 150円

手野地域 9:00 17:50 12:40 150円

中通地域 9:00 17:50 12:40 150円

荻の草地域 9:00 15:00 800円

※黄色の便（第１便）は前日予約が必要です。<8：30～18：30受付>　それ以外の便は運行30分前までに予約。

講座・教室 曜日 時間 乗り場 行き 帰り 帰り② 片道料金

古神地域 ※１ 9:00 11:30 300～400円

坂梨地域 8:30 12:00 200円

手野地域 9:00 12:40 250円

中通地域 ※２ 9:00 12:40 200～250円

手野地域 13:30 17:50 250円

中通地域 ※２ 13:30 17:50 200～250円

荻の草地域 12:40 15:00 800円

※黄色の便（第１便）は前日予約が必要です。<8：30～18：30受付>　それ以外の便は運行30分前までに予約。

高齢者センター送迎バス

 ※１  古神１区　400円

 　　  古神３区　300円

 ※２　中通集落内　200円

 古城７区、片隅区　250円

※古神地域の対象区は、古神１区および古神３区です。

詩吟教室
第２・４

金曜日

11：00

～

13：00

無料送迎

温泉利用が条件です

Aコース 9時送迎開始

（古城・坂梨・宮地方面）

滞在 10：00～13：00

Bコース 10時送迎開始

（宮地・塩塚・中通方面）

滞在 11：00～14：00

　　令和３年度 生きがい講座・教室対応
　  乗合タクシー時刻表

木彫教室
第１・３

火曜日

13：30

～

15：30

　　＜一の宮教室＞　行き先：一の宮高齢者センター（古城ヶ鼻区域）

　　予約先電話番号　☎　０９０－８７６４－５１５１

　　＜一の宮教室＞　行き先：一の宮就業改善センター（宮地方面）

　　予約先電話番号　☎　０９０－８７６４－５１５１　

エクササイズ

体操教室(一の宮)

第１・３

火曜日

10：00

～

11：30

リンパ体操講座

(一の宮)

第１

金曜日

13：30

～

15：00

１日を有効に過ごすワンポイント！

「開催時間より早く着いちゃう、帰りの便まで時間があるなぁ。」
そんな方は、一の宮高齢者センターの温泉（10時～営業、第1・3火曜日休館）に入ったり、
ロビーで ごはんを食べたり、卓球をしたり、外の芝生広場でも気持ちよく過ごせます！

プチ情報！

毎週月曜日と金曜日のお昼前11：15～11：30頃は、
内牧の渡辺パン屋さんの移動販売が来ています。
教室の時間と重なりますが、楽しみの一つに是非！

図書館もすぐ隣に

会場へ

直行‼!

各講座・教室の開催時間に近い便を載せていますので、参考にされてください。

乗合タクシーの使い方と各地域の乗り場は裏面掲載。



＜使い方＞

＜乗り場＞

　古神地域 古神1区・古神3区地域内で利用者が指定する安全な場所（利用者の自宅等）

　三野地域 三野地域の「県道内牧坂梨線沿線」で利用者が指定する安全な場所

　手野地域 手野地域の「県道内牧坂梨線沿線」で利用者が指定する安全な場所

　荻の草地域 荻の草地域内で利用者が指定する安全な場所（利用者の自宅や公民館等）

　中通地域 地区

古城７区

片隅区

中通集落内

　坂梨地域 次の場所のいずれかで乗り降りができます。

■運行区域図の「赤線の道路の沿線」で利用者が指定する安全な場所（停留所の看板なし）

■運行区域図の「●」の場所（停留所の看板あり）

乗り場

古城７区の「県道内牧坂梨線沿線」で利用者が指定する安全が確保できる場所

片隅区の「片隅当の木線（旧県道）沿線」で利用者が指定する安全が確保できる

場所

岩下酒店前（原口区）、山部酒店前（上井手区）、大阿蘇キャンパーズクラブ前

（下井手区）、中通公民館前（中原区）、西井手公民館前（西井手区）、上西河原

三叉路（上西河原区）、下西河原公民館前（下西河原区）、東下原公民館前（上東

下原区）、真光寺前（下東下原区）、園田商店前（西下原区）

（注）赤線で示す道路・・・県道内牧坂梨線、市道坂梨本線、市道古閑福岡線

　乗合タクシーの使い方と乗り場
　　

　　　①予約の電話をする（住所、名前、乗車日・時間、行き先、乗車場所などを伝える）

　　　②運行時間前に、予約時に伝えた場所でタクシーを待つ

　　　③タクシーに乗る　１.「名前・行き先」を伝える　２.料金を払う（前払い）

【 問い合わせ先 】

阿蘇市地域包括支援センター 宮岡

☏・お知らせ端末 0967-32-5122

【タクシーの予約】

表ページの電話番号に連絡をお願い

します。お知らせ端末からも予約可能

です。


