
07:56

いよいよ進学！通学路も徒歩にバスの
組み合わせで「高校生」って感じ。
帰り路も遊べそう！

ゆかり(Yu_curry)ちゃん
（15歳）

（45 歳） （33 歳）

病院の検査、何時までかかるかわからない
けど…。終わり次第のママ友パーティが、
今日の楽しみ。

健康 良子さん
仕事に遊びに全力投球の 30 代です！ウソ
です、どっちかっていうと余暇や遊びに全
力を尽くしてます！

地元大好きの私としては、
とっても重要なデートの
日がやってきたのだ。

「今日は地元の大自然に
行くよ」って彼女は言っ
てたけど…大自然て！？

恋路 遥
さん

真実 一路
くん（27歳）（29 歳）

4月から、東京の本社へ勤務。
バスと新幹線でこれまで通り自宅から
通えるなんて、小山って便利な街だなあ。

自宅を出る 自宅を出る

土塔二公民館西
から乗車

06:38　

小山駅東口
で下車

小山駅東口で下車

06:46

07:13 小山駅で新幹線に乗車

東京駅から新幹線に乗車

職場に到着

18:08

18:50

20:30

20:37

06:30　

東京駅に到着

小山駅に到着

20:50

退社
08:10
17:45

自宅を出る

つくし保育園入口
から乗車

小山駅西口から乗車

09:17

新市民病院で下車09:57

新市民病院から乗車12:00

小山駅西口で下車12:20

09:30

13:30

自宅に到着

09:10

13:42

自宅に到着
土塔二公民館西から徒歩
小山駅東口から乗車

18:19 小山駅着

17:54 宇都宮駅にて JR 線乗車

高校着

07:51 宇都宮駅着、高校へ

07:25 小山駅にて JR 宇都宮線に乗り継ぎ

07:05

06:57 土塔二公民館西
から乗車

06:45

帰宅準備

08:15

17:30

自宅を出る

小山駅西口にて
集合・乗車

10:45

いちごの里に到着11:11

小山駅西口にて下車、解散15:00

自宅に到着

10:30

15:15

自宅を出る

間々田駅西口
に到着

10:20

間々田駅西口
にて待ち合わせて乗車

10:25

ラムサール渡良瀬遊水地駅で下車10:50

17:05

自宅に到着

10:10

17:33

東京の自宅を出る
 JR 間々田駅
に到着

10:02
08:53

間々田駅西口で下車

東京の自宅に到着18:38

17:24 JR 間々田駅でお別れ

連日 上京さん

通勤に 通学に 通院に 余暇に 観光に あなたは？

移動時間ですばやくニュースをチェック

念のため、早め出発。新鮮な冷気が心地よい 軽く寝坊したけどダッシュすれば余裕っしょ

このバスで 3年間通うのかー。カワイイじゃん

いちごの里、
ネットで予約しといたよー

幸運のコウノトリが見られるかもしれないわよ

ひかるくんだ！隣はお嫁さん候補かな？

もし見れたら、二人の未来に願かけをするよ

あ、あそこの鳥！？

シッ！体験コースに集中してるんだから

交換したら、まるで婚約ブレスレットだね

どうしたの？急にあらたまって

急がないけど、返事ちょうだい

びっくりしたけど、よろしくお願いします

なんとか子どもを送り出して、
予定のバスで一安心

マイ時刻表によれば、12：00 のおーバスに
間に合いそう

ママ友のみんなに集合時間を連絡…っと

着いたー。感じのいい通学路だった

⑥ 大谷中央線

⑥ 大谷中央線

小山駅西口で下車

09:35 小山駅西口から乗車

つくし保育園入口から徒歩13:35

スカイベリーのいちご狩り11:30

いちごの里で食事

アンジェフレーゼでデザート

12:00

14:00

自宅

路線名（路線番号）・
バス停名

:

⑬ 渡良瀬ライン

⑬ 渡良瀬ライン

（48 歳）

新幹線、並んでるな…早め移動で正解だった

小山から東京への通勤組、けっこう多い印象。

Café FUJINUMA 本店
住所：中央町 2-8-16
電話：0285-37-8704

スローライフリゾート いちごの里
住所：大川島 408
電話：0285-33-1070（代表）

わー！雨降ってきた。バス通学で良かった！

ん？父親からじゃん

駅前をぶらぶら。お腹空いてきた

お母さん夜勤だし、ご飯一緒に食べない？

早起きのあたしが全員叩き起こしたよ

ばあちゃん、みんな向かってる？

おかえりー。どうだった？

ただいま。美味しかった…じゃなかった、
大丈夫だったわ！

12 時半以降、おーバスで集合されたし

えー、お父さんと？

それは見逃せないわ、行く

おやま和牛ドライカレーあるぞ

:

時刻

自宅:
時刻

よし、栃ナビで見たカフェに寄ってみよう！

クラフトビールでお疲れさま

⑤ 土塔平成通り線

都内通勤を始める小山在住者 高校生活に希望いっぱいのカレー好き マイ時刻表を持ち歩くバスの使い手

有給 遊さん

小山とおもてなしが大好きな

② 間々田線

時刻表は本号の次ページをご覧ください。

路線名（路線番号）と
バス停名は Bloom! 1 号
をご覧いただくか、
右のQRコードを
読み取ってください

●

●

14:41 いちごの里から乗車

コウノトリ渡良瀬遊水地駅にて乗車14:06

14:52 間々田二丁目で下車

16:55 間々田二丁目にて乗車

検査も終わって一安心

今日は自分にご褒美、ご褒美

ママ友とフラッフィーパンケーキ

ここ、けっこう乗り継ぎがいいのよね

小山 -東京間も、歳の差も超えた遠距離恋愛

お前、バイキングだからって張り切るねえ

いちご一会だからね！

ばあちゃん、どこが一番たのしかった？

お前のおもてなしかねえ

あんなに食べたのにまだ食べるのかい？

別腹だからね！

…と言いつつ景色をチェックしてしまう

徒歩で

え、ウソ？今日？いま！？

あああ、プロポーズ
OKしてしまったあわわ… ひ…ひかるくんのおかげ…？

おーバスでどこに、何をしに行きますか？
れんじつ 　　　じょうきょう けんこう 　　　　よしこ ゆうきゅう 　　あそぶ こいじ　 　　はるか しんじつ　 　　いちろう

Yu_curry

Asobu

Asobu

Yu_curry

⑨市民病院線 

⑨市民病院線 

① 羽川線

① 羽川線

⑧道の駅線

⑧道の駅線

健康良子

ハルカ

ばあば

ばあば

間々田ひも店
住所：間々田 1315-2  電話：0285-45-0343

フラッフィーパンケーキ 小山ロブレ
住所：中央町 3-7-1 2 階（TSUTAYA 小山ロブレ店内）  電話：0285-37-9700

なんとなく記念写真

 ■応募方法
  １．本欄におーバスを使った行動プランを記入
  ２．行動プランを撮影し、写真を 
oyama.bloom@gmail.com へご送付ください
■ 応募締め切り：2020 年 3 月 31 日（火）必着
■ ご応募に関する問い合わせ：小山市役所　
都市計画課 TEL 0285-22-9293

事実・架空を問いません。書き込んだあなたの
行動プランをお送りください。抽選で 5 名様
に、小山の名産品をプレゼントします！

「あなたの行動プラン」
大募集！！

左の皆さんを参考に、
おーバスの利用イメージを書き込んで
みましょう。

おーバスのある１日。
おーバスは、私たちの生活に寄りそう「足」。通勤に、通学に、通院に、余暇に、観光に。老若男女の暮らし
の中に、小さな車体は今日も活躍しています。今号では、小山に暮らすさまざまな人々の、ある 1日を
覗いてみましょう。あなたのおーバスの乗り方に、参考になる物語があるかもしれません。

連日上京

連日上京

どこに？

何をしに？

◆他県のお友達や親戚、恋人を誘っての小山観光には、ぜひ、おーバスを。　
路線図と時刻表をみて、行程を組んでみましょう。気分は旅行代理店！　
です。小山の良さを、手ずから再発見できるかもしれませんね。

◆観光先で、参加者が漏れなく気兼ねなくお酒を楽しめるのも、バス移動　
ならではのポイント。

◆おーバスなら、クルマ移動のような駐車場の心配はいりません。運転手は
だれ？という心配もいりません。景色も移動時間も、全員が平等に楽しめ
ます。

◆マーカー１本でできる「マイ時刻表」なら、通院がさらに
便利に。時刻表と作り方は、次の見開きへ！

◆新市民病院には現在４路線が乗り入れており、乗り換え
で市内のどこからでも行けます。また市内多くの病院が、
路線沿いに位置しています。

◆市民の皆様の足を目指して、小山市民人口の 95.9％を　
カバーしているおーバス。現在、運行時間帯の延長、増便
など、さらなる便利さを前向きに検討中です。

◆東西南北、メジャーな余暇スポットから隠れた名店まで。
おーバスは小山の全域を走っています。例えば野球の応
援で小山運動公園に。ピクニックで小山総合公園に。

◆イオン小山店、ハーヴェストウォーク、道の駅思川に行く
には、デマンドバスを利用できるエリアもあります（６～
７ページで詳しくご紹介しています）。

◆バスに揺られて、四季折々の小山の景色をゆったり車窓
から眺めるだけで、余暇の風情が楽しめますね。

◆東京や宇都宮等への通勤にも、ご自宅から市内のお勤め先
へも、おーバスが活躍中。クルマ通勤と違って、（上の連日
さんのように）帰宅前においしいお酒も楽しめますよ！

◆8ページにあるように、バスはコスパ抜群です。新発売の
おーバス全線パス noroca なら、通常定期券の最大７割引。
休日は通勤路線以外にもどんどん活用できますね。

◆日常の歩数が自然と増えるバス通勤。週１でも、クルマ通
勤をバスのエコ・ダイエット通勤に変えてみませんか？

◆おーバス通学なら、本を読んだり、仮眠をとったり、友達
とおしゃべりしたり。いろいろな時間を過ごせます。

◆雨の日や風の日の自転車通学は大変。路面は滑るし、学生
服や鞄、セットした髪が濡れてしまいます。そんな時は、
バス！雨の日は、バスが安全・安心です。

◆親御さんへ：他の乗客に囲まれての通学は、「社会性」を
身につける貴重な体験。バス通学なら送迎不要、noroca は
お財布に優しくて、１石３鳥ですね。

通勤・ここがポイント！ 通学・ここがポイント！ 通院・ここがポイント！ 余暇・ここがポイント！ 観光・ここがポイント！
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