
臨時臨時臨時臨時 65656565 系統系統系統系統の運行の運行の運行の運行のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    
いつも市バスをご利用いただきありがとうございます。 

秋彼岸秋彼岸秋彼岸秋彼岸期間中期間中期間中期間中【【【【９９９９ 月月月月 ２１２１２１２１ 日（日（日（日（ 金金金金 ）～）～）～）～     ９９９９ 月月月月 ２５２５２５２５ 日（日（日（日（ 火火火火 ））））】】】】    

臨時６５系統臨時６５系統臨時６５系統臨時６５系統    神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき    ((((鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と    

するするするする))))を運行いたしますを運行いたしますを運行いたしますを運行いたしますので、よろしくご利用願います。 

なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。     
    

神戸市交通局

9999////21212121    

25252525    

（ 平 日 ）（ 平 日 ）（ 平 日 ）（ 平 日 ）     

10101010 時時時時 02020202 分分分分     10101010 時時時時 32323232 分分分分     11111111 時時時時 10101010 分分分分     11111111 時時時時 30303030 分分分分     

11111111 時時時時 50505050 分分分分     12121212 時時時時 30303030 分分分分             

9/229/229/229/22    

（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）     

9999 時時時時 45454545 分分分分     10101010 時時時時 02020202 分分分分     10101010 時時時時 22222222 分分分分     10101010 時時時時 42424242 分分分分     

11111111 時時時時 00000000 分分分分     11111111 時時時時 20202020 分分分分     11111111 時時時時 40404040 分分分分     12121212 時時時時 00000000 分分分分     

12121212 時時時時 20202020 分分分分     12121212 時時時時 40404040 分分分分     13131313 時時時時 00000000 分分分分         

9/239/239/239/23    

        24242424    

（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）     

9999 時時時時 45454545 分分分分     10101010 時時時時 02020202 分分分分     10101010 時時時時 17171717 分分分分     10101010 時時時時 32323232 分分分分     

10101010 時時時時 45454545 分分分分     11111111 時時時時 00000000 分分分分     11111111 時時時時 15151515 分分分分     11111111 時時時時 30303030 分分分分     

11111111 時時時時 45454545 分分分分     12121212 時時時時 00000000 分分分分     12121212 時時時時 15151515 分分分分     12121212 時時時時 30303030 分分分分     

12121212 時時時時 45454545 分分分分     13131313 時時時時 00000000 分分分分     13131313 時時時時 15151515 分分分分     13131313 時時時時 30303030 分分分分     

停留所名： 鵯越墓園 



臨時臨時臨時臨時 65656565 系統系統系統系統の運行の運行の運行の運行のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    
いつも市バスをご利用いただきありがとうございます。 

秋彼岸秋彼岸秋彼岸秋彼岸期間中期間中期間中期間中【【【【９９９９ 月月月月 ２１２１２１２１ 日（日（日（日（ 金金金金 ）～）～）～）～     ９９９９ 月月月月 ２５２５２５２５ 日（日（日（日（ 火火火火 ））））】】】】    

臨時６５系統臨時６５系統臨時６５系統臨時６５系統    神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき    ((((鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と    

するするするする))))を運行いたしますを運行いたしますを運行いたしますを運行いたしますので、よろしくご利用願います。 

なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。     
    

神戸市交通局

9999////21212121    

25252525    

（ 平 日 ）（ 平 日 ）（ 平 日 ）（ 平 日 ）     

10101010 時時時時 04040404 分分分分     10101010 時時時時 34343434 分分分分     11111111 時時時時 12121212 分分分分     11111111 時時時時 32323232 分分分分     

11111111 時時時時 52525252 分分分分     12121212 時時時時 32323232 分分分分             

9/229/229/229/22    

（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）     

9999 時時時時 47474747 分分分分     10101010 時時時時 04040404 分分分分     10101010 時時時時 24242424 分分分分     10101010 時時時時 44444444 分分分分     

11111111 時時時時 02020202 分分分分     11111111 時時時時 22222222 分分分分     11111111 時時時時 42424242 分分分分     12121212 時時時時 02020202 分分分分     

12121212 時時時時 22222222 分分分分     12121212 時時時時 42424242 分分分分     13131313 時時時時 02020202 分分分分         

9/239/239/239/23    

        24242424    

（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）     

9999 時時時時 47474747 分分分分     10101010 時時時時 04040404 分分分分     10101010 時時時時 19191919 分分分分     10101010 時時時時 34343434 分分分分     

10101010 時時時時 47474747 分分分分     11111111 時時時時 02020202 分分分分     11111111 時時時時 17171717 分分分分     11111111 時時時時 32323232 分分分分     

11111111 時時時時 47474747 分分分分     12121212 時時時時 02020202 分分分分     12121212 時時時時 17171717 分分分分     12121212 時時時時 32323232 分分分分     

12121212 時時時時 47474747 分分分分     13131313 時時時時 02020202 分分分分     13131313 時時時時 17171717 分分分分     13131313 時時時時 32323232 分分分分     

停留所名： 鵯越駅前 



臨時臨時臨時臨時 65656565 系統系統系統系統の運行の運行の運行の運行のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    
いつも市バスをご利用いただきありがとうございます。 

秋彼岸秋彼岸秋彼岸秋彼岸期間中期間中期間中期間中【【【【９９９９ 月月月月 ２１２１２１２１ 日（日（日（日（ 金金金金 ）～）～）～）～     ９９９９ 月月月月 ２５２５２５２５ 日（日（日（日（ 火火火火 ））））】】】】    

臨時６５系統臨時６５系統臨時６５系統臨時６５系統    神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき    ((((鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と    

するするするする))))を運行いたしますを運行いたしますを運行いたしますを運行いたしますので、よろしくご利用願います。 

なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。     
    

神戸市交通局

9999////21212121    

25252525    

（ 平 日 ）（ 平 日 ）（ 平 日 ）（ 平 日 ）     

10101010 時時時時 05050505 分分分分     10101010 時時時時 35353535 分分分分     11111111 時時時時 13131313 分分分分     11111111 時時時時 33333333 分分分分     

11111111 時時時時 53535353 分分分分     12121212 時時時時 33333333 分分分分             

9/229/229/229/22    

（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）     

9999 時時時時 48484848 分分分分     10101010 時時時時 05050505 分分分分     10101010 時時時時 25252525 分分分分     10101010 時時時時 45454545 分分分分     

11111111 時時時時 03030303 分分分分     11111111 時時時時 23232323 分分分分     11111111 時時時時 43434343 分分分分     12121212 時時時時 03030303 分分分分     

12121212 時時時時 23232323 分分分分     12121212 時時時時 43434343 分分分分     13131313 時時時時 03030303 分分分分         

9/239/239/239/23    

        24242424    

（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）     

9999 時時時時 48484848 分分分分     10101010 時時時時 05050505 分分分分     10101010 時時時時 20202020 分分分分     10101010 時時時時 35353535 分分分分     

10101010 時時時時 48484848 分分分分     11111111 時時時時 03030303 分分分分     11111111 時時時時 18181818 分分分分     11111111 時時時時 33333333 分分分分     

11111111 時時時時 48484848 分分分分     12121212 時時時時 03030303 分分分分     12121212 時時時時 18181818 分分分分     12121212 時時時時 33333333 分分分分     

12121212 時時時時 48484848 分分分分     13131313 時時時時 03030303 分分分分     13131313 時時時時 18181818 分分分分     13131313 時時時時 33333333 分分分分     

停留所名： 滝山町 



臨時臨時臨時臨時 65656565 系統系統系統系統の運行の運行の運行の運行のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    
いつも市バスをご利用いただきありがとうございます。 

秋彼岸秋彼岸秋彼岸秋彼岸期間中期間中期間中期間中【【【【９９９９ 月月月月 ２１２１２１２１ 日（日（日（日（ 金金金金 ）～）～）～）～     ９９９９ 月月月月 ２５２５２５２５ 日（日（日（日（ 火火火火 ））））】】】】    

臨時６５系統臨時６５系統臨時６５系統臨時６５系統    神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき    ((((鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と    

するするするする))))を運行いたしますを運行いたしますを運行いたしますを運行いたしますので、よろしくご利用願います。 

なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。     
    

神戸市交通局

9999////21212121    

25252525    

（ 平 日 ）（ 平 日 ）（ 平 日 ）（ 平 日 ）     

10101010 時時時時 08080808 分分分分     10101010 時時時時 38383838 分分分分     11111111 時時時時 16161616 分分分分     11111111 時時時時 36363636 分分分分     

11111111 時時時時 56565656 分分分分     12121212 時時時時 36363636 分分分分             

9/229/229/229/22    

（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）     

9999 時時時時 51515151 分分分分     10101010 時時時時 08080808 分分分分     10101010 時時時時 28282828 分分分分     10101010 時時時時 48484848 分分分分     

11111111 時時時時 06060606 分分分分     11111111 時時時時 26262626 分分分分     11111111 時時時時 46464646 分分分分     12121212 時時時時 06060606 分分分分     

12121212 時時時時 26262626 分分分分     12121212 時時時時 46464646 分分分分     13131313 時時時時 06060606 分分分分         

9/239/239/239/23    

        24242424    

（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）     

9999 時時時時 51515151 分分分分     10101010 時時時時 08080808 分分分分     10101010 時時時時 23232323 分分分分     10101010 時時時時 38383838 分分分分     

10101010 時時時時 51515151 分分分分     11111111 時時時時 06060606 分分分分     11111111 時時時時 21212121 分分分分     11111111 時時時時 36363636 分分分分     

11111111 時時時時 51515151 分分分分     12121212 時時時時 06060606 分分分分     12121212 時時時時 21212121 分分分分     12121212 時時時時 36363636 分分分分     

12121212 時時時時 51515151 分分分分     13131313 時時時時 06060606 分分分分     13131313 時時時時 21212121 分分分分     13131313 時時時時 36363636 分分分分     

停留所名： 菊水町１０ 



臨時臨時臨時臨時 65656565 系統系統系統系統の運行の運行の運行の運行のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    
いつも市バスをご利用いただきありがとうございます。 

秋彼岸秋彼岸秋彼岸秋彼岸期間中期間中期間中期間中【【【【９９９９ 月月月月 ２１２１２１２１ 日（日（日（日（ 金金金金 ）～）～）～）～     ９９９９ 月月月月 ２５２５２５２５ 日（日（日（日（ 火火火火 ））））】】】】    

臨時６５系統臨時６５系統臨時６５系統臨時６５系統    神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき    ((((鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と    

するするするする))))を運行いたしますを運行いたしますを運行いたしますを運行いたしますので、よろしくご利用願います。 

なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。     
    

神戸市交通局

9999////21212121    

25252525    

（ 平 日 ）（ 平 日 ）（ 平 日 ）（ 平 日 ）     

10101010 時時時時 09090909 分分分分     10101010 時時時時 39393939 分分分分     11111111 時時時時 17171717 分分分分     11111111 時時時時 37373737 分分分分     

11111111 時時時時 57575757 分分分分     12121212 時時時時 37373737 分分分分             

9/229/229/229/22    

（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）     

9999 時時時時 52525252 分分分分     10101010 時時時時 09090909 分分分分     10101010 時時時時 29292929 分分分分     10101010 時時時時 49494949 分分分分     

11111111 時時時時 07070707 分分分分     11111111 時時時時 27272727 分分分分     11111111 時時時時 47474747 分分分分     12121212 時時時時 07070707 分分分分     

12121212 時時時時 27272727 分分分分     12121212 時時時時 47474747 分分分分     13131313 時時時時 07070707 分分分分         

9/239/239/239/23    

        24242424    

（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）     

9999 時時時時 52525252 分分分分     10101010 時時時時 09090909 分分分分     10101010 時時時時 24242424 分分分分     10101010 時時時時 39393939 分分分分     

10101010 時時時時 52525252 分分分分     11111111 時時時時 07070707 分分分分     11111111 時時時時 22222222 分分分分     11111111 時時時時 37373737 分分分分     

11111111 時時時時 52525252 分分分分     12121212 時時時時 07070707 分分分分     12121212 時時時時 22222222 分分分分     12121212 時時時時 37373737 分分分分     

12121212 時時時時 52525252 分分分分     13131313 時時時時 07070707 分分分分     13131313 時時時時 22222222 分分分分     13131313 時時時時 37373737 分分分分     

停留所名： 鵯越町 



臨時臨時臨時臨時 65656565 系統系統系統系統の運行の運行の運行の運行のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    
いつも市バスをご利用いただきありがとうございます。 

秋彼岸秋彼岸秋彼岸秋彼岸期間中期間中期間中期間中【【【【９９９９ 月月月月 ２１２１２１２１ 日（日（日（日（ 金金金金 ）～）～）～）～     ９９９９ 月月月月 ２５２５２５２５ 日（日（日（日（ 火火火火 ））））】】】】    

臨時６５系統臨時６５系統臨時６５系統臨時６５系統    神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき    ((((鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と    

するするするする))))を運行いたしますを運行いたしますを運行いたしますを運行いたしますので、よろしくご利用願います。 

なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。     
    

神戸市交通局

9999////21212121    

25252525    

（ 平 日 ）（ 平 日 ）（ 平 日 ）（ 平 日 ）     

10101010 時時時時 10101010 分分分分     10101010 時時時時 40404040 分分分分     11111111 時時時時 18181818 分分分分     11111111 時時時時 38383838 分分分分     

11111111 時時時時 58585858 分分分分     12121212 時時時時 38383838 分分分分             

9/229/229/229/22    

（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）     

9999 時時時時 53535353 分分分分     10101010 時時時時 10101010 分分分分     10101010 時時時時 30303030 分分分分     10101010 時時時時 50505050 分分分分     

11111111 時時時時 08080808 分分分分     11111111 時時時時 28282828 分分分分     11111111 時時時時 48484848 分分分分     12121212 時時時時 08080808 分分分分     

12121212 時時時時 28282828 分分分分     12121212 時時時時 48484848 分分分分     13131313 時時時時 08080808 分分分分         

9/239/239/239/23    

        24242424    

（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）     

9999 時時時時 53535353 分分分分     10101010 時時時時 10101010 分分分分     10101010 時時時時 25252525 分分分分     10101010 時時時時 40404040 分分分分     

10101010 時時時時 53535353 分分分分     11111111 時時時時 08080808 分分分分     11111111 時時時時 23232323 分分分分     11111111 時時時時 38383838 分分分分     

11111111 時時時時 53535353 分分分分     12121212 時時時時 08080808 分分分分     12121212 時時時時 23232323 分分分分     12121212 時時時時 38383838 分分分分     

12121212 時時時時 53535353 分分分分     13131313 時時時時 08080808 分分分分     13131313 時時時時 23232323 分分分分     13131313 時時時時 38383838 分分分分     

停留所名： 夢野町３ 



臨時臨時臨時臨時 65656565 系統系統系統系統の運行の運行の運行の運行のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    
いつも市バスをご利用いただきありがとうございます。 

秋彼岸秋彼岸秋彼岸秋彼岸期間中期間中期間中期間中【【【【９９９９ 月月月月 ２１２１２１２１ 日（日（日（日（ 金金金金 ）～）～）～）～     ９９９９ 月月月月 ２５２５２５２５ 日（日（日（日（ 火火火火 ））））】】】】    

臨時６５系統臨時６５系統臨時６５系統臨時６５系統    神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき    ((((鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と    

するするするする))))を運行いたしますを運行いたしますを運行いたしますを運行いたしますので、よろしくご利用願います。 

なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。     
    

神戸市交通局

9999////21212121    

25252525    

（ 平 日 ）（ 平 日 ）（ 平 日 ）（ 平 日 ）     

10101010 時時時時 12121212 分分分分     10101010 時時時時 42424242 分分分分     11111111 時時時時 20202020 分分分分     11111111 時時時時 40404040 分分分分     

12121212 時時時時 00000000 分分分分     12121212 時時時時 40404040 分分分分             

9/229/229/229/22    

（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）     

9999 時時時時 55555555 分分分分     10101010 時時時時 12121212 分分分分     10101010 時時時時 32323232 分分分分     10101010 時時時時 52525252 分分分分     

11111111 時時時時 10101010 分分分分     11111111 時時時時 30303030 分分分分     11111111 時時時時 50505050 分分分分     12121212 時時時時 10101010 分分分分     

12121212 時時時時 30303030 分分分分     12121212 時時時時 50505050 分分分分     13131313 時時時時 10101010 分分分分         

9/239/239/239/23    

        24242424    

（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）     

9999 時時時時 55555555 分分分分     10101010 時時時時 12121212 分分分分     10101010 時時時時 27272727 分分分分     10101010 時時時時 42424242 分分分分     

10101010 時時時時 55555555 分分分分     11111111 時時時時 10101010 分分分分     11111111 時時時時 25252525 分分分分     11111111 時時時時 40404040 分分分分     

11111111 時時時時 55555555 分分分分     12121212 時時時時 10101010 分分分分     12121212 時時時時 25252525 分分分分     12121212 時時時時 40404040 分分分分     

12121212 時時時時 55555555 分分分分     13131313 時時時時 10101010 分分分分     13131313 時時時時 25252525 分分分分     13131313 時時時時 40404040 分分分分     

停留所名： 夢野町２ 



臨時臨時臨時臨時 65656565 系統系統系統系統の運行の運行の運行の運行のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    
いつも市バスをご利用いただきありがとうございます。 

秋彼岸秋彼岸秋彼岸秋彼岸期間中期間中期間中期間中【【【【９９９９ 月月月月 ２１２１２１２１ 日（日（日（日（ 金金金金 ）～）～）～）～     ９９９９ 月月月月 ２５２５２５２５ 日（日（日（日（ 火火火火 ））））】】】】    

臨時６５系統臨時６５系統臨時６５系統臨時６５系統    神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき    ((((鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と    

するするするする))))を運行いたしますを運行いたしますを運行いたしますを運行いたしますので、よろしくご利用願います。 

なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。     
    

神戸市交通局

9999////21212121    

25252525    

（ 平 日 ）（ 平 日 ）（ 平 日 ）（ 平 日 ）     

10101010 時時時時 13131313 分分分分     10101010 時時時時 43434343 分分分分     11111111 時時時時 21212121 分分分分     11111111 時時時時 41414141 分分分分     

12121212 時時時時 01010101 分分分分     12121212 時時時時 41414141 分分分分             

9/229/229/229/22    

（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）     

9999 時時時時 56565656 分分分分     10101010 時時時時 13131313 分分分分     10101010 時時時時 33333333 分分分分     10101010 時時時時 53535353 分分分分     

11111111 時時時時 11111111 分分分分     11111111 時時時時 31313131 分分分分     11111111 時時時時 51515151 分分分分     12121212 時時時時 11111111 分分分分     

12121212 時時時時 31313131 分分分分     12121212 時時時時 51515151 分分分分     13131313 時時時時 11111111 分分分分         

9/239/239/239/23    

        24242424    

（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）     

9999 時時時時 56565656 分分分分     10101010 時時時時 13131313 分分分分     10101010 時時時時 28282828 分分分分     10101010 時時時時 43434343 分分分分     

10101010 時時時時 56565656 分分分分     11111111 時時時時 11111111 分分分分     11111111 時時時時 26262626 分分分分     11111111 時時時時 41414141 分分分分     

11111111 時時時時 56565656 分分分分     12121212 時時時時 11111111 分分分分     12121212 時時時時 26262626 分分分分     12121212 時時時時 41414141 分分分分     

12121212 時時時時 56565656 分分分分     13131313 時時時時 11111111 分分分分     13131313 時時時時 26262626 分分分分     13131313 時時時時 41414141 分分分分     

停留所名： 熊野橋 



臨時臨時臨時臨時 65656565 系統系統系統系統の運行の運行の運行の運行のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    
いつも市バスをご利用いただきありがとうございます。 

秋彼岸秋彼岸秋彼岸秋彼岸期間中期間中期間中期間中【【【【９９９９ 月月月月 ２１２１２１２１ 日（日（日（日（ 金金金金 ）～）～）～）～     ９９９９ 月月月月 ２５２５２５２５ 日（日（日（日（ 火火火火 ））））】】】】    

臨時６５系統臨時６５系統臨時６５系統臨時６５系統    神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき    ((((鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と    

するするするする))))を運行いたしますを運行いたしますを運行いたしますを運行いたしますので、よろしくご利用願います。 

なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。     
    

神戸市交通局

9999////21212121    

25252525    

（ 平 日 ）（ 平 日 ）（ 平 日 ）（ 平 日 ）     

10101010 時時時時 14141414 分分分分     10101010 時時時時 44444444 分分分分     11111111 時時時時 22222222 分分分分     11111111 時時時時 42424242 分分分分     

12121212 時時時時 02020202 分分分分     12121212 時時時時 42424242 分分分分             

9/229/229/229/22    

（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）     

9999 時時時時 57575757 分分分分     10101010 時時時時 14141414 分分分分     10101010 時時時時 34343434 分分分分     10101010 時時時時 54545454 分分分分     

11111111 時時時時 12121212 分分分分     11111111 時時時時 32323232 分分分分     11111111 時時時時 52525252 分分分分     12121212 時時時時 12121212 分分分分     

12121212 時時時時 32323232 分分分分     12121212 時時時時 52525252 分分分分     13131313 時時時時 12121212 分分分分         

9/239/239/239/23    

        24242424    

（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）     

9999 時時時時 57575757 分分分分     10101010 時時時時 14141414 分分分分     10101010 時時時時 29292929 分分分分     10101010 時時時時 44444444 分分分分     

10101010 時時時時 57575757 分分分分     11111111 時時時時 12121212 分分分分     11111111 時時時時 27272727 分分分分     11111111 時時時時 42424242 分分分分     

11111111 時時時時 57575757 分分分分     12121212 時時時時 12121212 分分分分     12121212 時時時時 27272727 分分分分     12121212 時時時時 42424242 分分分分     

12121212 時時時時 57575757 分分分分     13131313 時時時時 12121212 分分分分     13131313 時時時時 27272727 分分分分     13131313 時時時時 42424242 分分分分     

停留所名： 東山町 



臨時臨時臨時臨時 65656565 系統系統系統系統の運行の運行の運行の運行のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    
いつも市バスをご利用いただきありがとうございます。 

秋彼岸秋彼岸秋彼岸秋彼岸期間中期間中期間中期間中【【【【９９９９ 月月月月 ２１２１２１２１ 日（日（日（日（ 金金金金 ）～）～）～）～     ９９９９ 月月月月 ２５２５２５２５ 日（日（日（日（ 火火火火 ））））】】】】    

臨時６５系統臨時６５系統臨時６５系統臨時６５系統    神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき    ((((鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と    

するするするする))))を運行いたしますを運行いたしますを運行いたしますを運行いたしますので、よろしくご利用願います。 

なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。     
    

神戸市交通局

9999////21212121    

25252525    

（ 平 日 ）（ 平 日 ）（ 平 日 ）（ 平 日 ）     

10101010 時時時時 15151515 分分分分     10101010 時時時時 45454545 分分分分     11111111 時時時時 23232323 分分分分     11111111 時時時時 43434343 分分分分     

12121212 時時時時 03030303 分分分分     12121212 時時時時 43434343 分分分分             

9/229/229/229/22    

（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）     

9999 時時時時 58585858 分分分分     10101010 時時時時 15151515 分分分分     10101010 時時時時 35353535 分分分分     10101010 時時時時 55555555 分分分分     

11111111 時時時時 13131313 分分分分     11111111 時時時時 33333333 分分分分     11111111 時時時時 53535353 分分分分     12121212 時時時時 13131313 分分分分     

12121212 時時時時 33333333 分分分分     12121212 時時時時 53535353 分分分分     13131313 時時時時 13131313 分分分分         

9/239/239/239/23    

        24242424    

（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）     

9999 時時時時 58585858 分分分分     10101010 時時時時 15151515 分分分分     10101010 時時時時 30303030 分分分分     10101010 時時時時 45454545 分分分分     

10101010 時時時時 58585858 分分分分     11111111 時時時時 13131313 分分分分     11111111 時時時時 28282828 分分分分     11111111 時時時時 43434343 分分分分     

11111111 時時時時 58585858 分分分分     12121212 時時時時 13131313 分分分分     12121212 時時時時 28282828 分分分分     12121212 時時時時 43434343 分分分分     

12121212 時時時時 58585858 分分分分     13131313 時時時時 13131313 分分分分     13131313 時時時時 28282828 分分分分     13131313 時時時時 43434343 分分分分     

停留所名： 湊川公園西口 



臨時臨時臨時臨時 65656565 系統系統系統系統の運行の運行の運行の運行のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    
いつも市バスをご利用いただきありがとうございます。 

秋彼岸秋彼岸秋彼岸秋彼岸期間中期間中期間中期間中【【【【９９９９ 月月月月 ２１２１２１２１ 日（日（日（日（ 金金金金 ）～）～）～）～     ９９９９ 月月月月 ２５２５２５２５ 日（日（日（日（ 火火火火 ））））】】】】    

臨時６５系統臨時６５系統臨時６５系統臨時６５系統    神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき    ((((鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と    

するするするする))))を運行いたしますを運行いたしますを運行いたしますを運行いたしますので、よろしくご利用願います。 

なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。     
    

神戸市交通局

9999////21212121    

25252525    

（ 平 日 ）（ 平 日 ）（ 平 日 ）（ 平 日 ）     

10101010 時時時時 17171717 分分分分     10101010 時時時時 47474747 分分分分     11111111 時時時時 25252525 分分分分     11111111 時時時時 45454545 分分分分     

12121212 時時時時 05050505 分分分分     12121212 時時時時 45454545 分分分分             

9/229/229/229/22    

（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）     

10101010 時時時時 00000000 分分分分     10101010 時時時時 17171717 分分分分     10101010 時時時時 37373737 分分分分     10101010 時時時時 57575757 分分分分     

11111111 時時時時 15151515 分分分分     11111111 時時時時 35353535 分分分分     11111111 時時時時 55555555 分分分分     12121212 時時時時 15151515 分分分分     

12121212 時時時時 35353535 分分分分     12121212 時時時時 55555555 分分分分     13131313 時時時時 15151515 分分分分         

9/239/239/239/23    

        24242424    

（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）     

10101010 時時時時 00000000 分分分分     10101010 時時時時 17171717 分分分分     10101010 時時時時 32323232 分分分分     10101010 時時時時 47474747 分分分分     

11111111 時時時時 00000000 分分分分     11111111 時時時時 15151515 分分分分     11111111 時時時時 30303030 分分分分     11111111 時時時時 45454545 分分分分     

12121212 時時時時 00000000 分分分分     12121212 時時時時 15151515 分分分分     12121212 時時時時 30303030 分分分分     12121212 時時時時 45454545 分分分分     

13131313 時時時時 00000000 分分分分     13131313 時時時時 15151515 分分分分     13131313 時時時時 30303030 分分分分     13131313 時時時時 45454545 分分分分     

停留所名： 新開地 



臨時臨時臨時臨時 65656565 系統系統系統系統の運行の運行の運行の運行のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    
いつも市バスをご利用いただきありがとうございます。 

秋彼岸秋彼岸秋彼岸秋彼岸期間中期間中期間中期間中【【【【９９９９ 月月月月 ２１２１２１２１ 日（日（日（日（ 金金金金 ）～）～）～）～     ９９９９ 月月月月 ２５２５２５２５ 日（日（日（日（ 火火火火 ））））】】】】    

臨時６５系統臨時６５系統臨時６５系統臨時６５系統    神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき    ((((鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と    

するするするする))))を運行いたしますを運行いたしますを運行いたしますを運行いたしますので、よろしくご利用願います。 

なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。     
    

神戸市交通局

9999////21212121    

25252525    

（ 平 日 ）（ 平 日 ）（ 平 日 ）（ 平 日 ）     

10101010 時時時時 18181818 分分分分     10101010 時時時時 48484848 分分分分     11111111 時時時時 26262626 分分分分     11111111 時時時時 46464646 分分分分     

12121212 時時時時 06060606 分分分分     12121212 時時時時 46464646 分分分分             

9/229/229/229/22    

（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）     

10101010 時時時時 01010101 分分分分     10101010 時時時時 18181818 分分分分     10101010 時時時時 38383838 分分分分     10101010 時時時時 58585858 分分分分     

11111111 時時時時 16161616 分分分分     11111111 時時時時 36363636 分分分分     11111111 時時時時 56565656 分分分分     12121212 時時時時 16161616 分分分分     

12121212 時時時時 36363636 分分分分     12121212 時時時時 56565656 分分分分     13131313 時時時時 16161616 分分分分         

9/239/239/239/23    

        24242424    

（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）     

10101010 時時時時 01010101 分分分分     10101010 時時時時 18181818 分分分分     10101010 時時時時 33333333 分分分分     10101010 時時時時 48484848 分分分分     

11111111 時時時時 01010101 分分分分     11111111 時時時時 16161616 分分分分     11111111 時時時時 31313131 分分分分     11111111 時時時時 46464646 分分分分     

12121212 時時時時 01010101 分分分分     12121212 時時時時 16161616 分分分分     12121212 時時時時 31313131 分分分分     12121212 時時時時 46464646 分分分分     

13131313 時時時時 01010101 分分分分     13131313 時時時時 16161616 分分分分     13131313 時時時時 31313131 分分分分     13131313 時時時時 46464646 分分分分     

停留所名： 新開地東口 



臨時臨時臨時臨時 65656565 系統系統系統系統の運行の運行の運行の運行のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    
いつも市バスをご利用いただきありがとうございます。 

秋彼岸秋彼岸秋彼岸秋彼岸期間中期間中期間中期間中【【【【９９９９ 月月月月 ２１２１２１２１ 日（日（日（日（ 金金金金 ）～）～）～）～     ９９９９ 月月月月 ２５２５２５２５ 日（日（日（日（ 火火火火 ））））】】】】    

臨時６５系統臨時６５系統臨時６５系統臨時６５系統    神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき神戸駅前ゆき    ((((鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と鵯越墓園南門上のロータリーを始発と    

するするするする))))を運行いたしますを運行いたしますを運行いたしますを運行いたしますので、よろしくご利用願います。 

なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。なお、当バス停の発車予定時刻は下記のとおりです。     
    

神戸市交通局 

9999////21212121    

25252525    

（ 平 日 ）（ 平 日 ）（ 平 日 ）（ 平 日 ）     

10101010 時時時時 19191919 分分分分     10101010 時時時時 49494949 分分分分     11111111 時時時時 27272727 分分分分     11111111 時時時時 47474747 分分分分     

12121212 時時時時 07070707 分分分分     12121212 時時時時 47474747 分分分分             

9/229/229/229/22    

（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）（ 土 曜 ）     

10101010 時時時時 02020202 分分分分     10101010 時時時時 19191919 分分分分     10101010 時時時時 39393939 分分分分     10101010 時時時時 59595959 分分分分     

11111111 時時時時 17171717 分分分分     11111111 時時時時 37373737 分分分分     11111111 時時時時 57575757 分分分分     12121212 時時時時 17171717 分分分分     

12121212 時時時時 37373737 分分分分     12121212 時時時時 57575757 分分分分     13131313 時時時時 17171717 分分分分         

9/239/239/239/23    

        24242424    

（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）（ 日 曜 ）     

10101010 時時時時 02020202 分分分分     10101010 時時時時 19191919 分分分分     10101010 時時時時 34343434 分分分分     10101010 時時時時 49494949 分分分分     

11111111 時時時時 02020202 分分分分     11111111 時時時時 17171717 分分分分     11111111 時時時時 32323232 分分分分     11111111 時時時時 47474747 分分分分     

12121212 時時時時 02020202 分分分分     12121212 時時時時 17171717 分分分分     12121212 時時時時 32323232 分分分分     12121212 時時時時 47474747 分分分分     

13131313 時時時時 02020202 分分分分     13131313 時時時時 17171717 分分分分     13131313 時時時時 32323232 分分分分     13131313 時時時時 47474747 分分分分     

停留所名： 多聞通５ 


