
 毎週　月曜日 《久瀬コース》  毎週　金曜日　 《谷汲コース》
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 毎週　水曜日 《春日Ａコース》 ～
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～  毎週　土曜日 《春日Ｂコース》
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 毎週　木曜日 《藤橋・坂内コース》 ・火曜、日曜は運休させていただきます。

・時間は目安とし、前後する場合はご容赦ください。

～ ・レジ袋は有料（３円）となります。

～ ・移動販売手数料は１品１０円です。
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～ その他のお問い合わせは・・・

～

～

～ 　揖斐郡大野町中之元1125　ＴＥＬ：0585-36-1177

揖斐川町・ＪＡいび川移動販売車巡回日程表　令和４年9月～次回改定まで

地区 予定時間 販売場所 地区 予定時間 販売場所

大洞公民館前

三　倉 9:50 10:05 三倉特産品加工文化伝承施設前 深坂① 9:30 9:40 深根地区活性化支援センター

乙　原 9:30 9:45 公正公民館前 大　洞 9:10

外津汲 10:10 10:30 外津汲区駐車場

上名礼① 10:35

深坂② 9:45

9:25

西津汲 11:05 11:30 竹中吉男様　宅前

9:55

中名礼 10:15 10:30

10:50

東津汲① 10:40 11:00 増元かつ子様　宅前

上名礼② 10:55 11:10 名礼北公民館前

中名礼公民館

日　坂① 11:50 12:00 日坂中村バス停付近

有　鳥 11:45 12:00 有鳥生活改善センター前

木曽屋 11:20

日　坂② 12:05 12:15 日坂上村バス停付近

上名礼南公民館前

12:25 下神原公民館前

東津汲② 12:30 12:45 ＪＡ久瀬支店駐車場

上神原 12:30 12:50 上神原集会場前

下神原 12:10

樫　原 13:30 13:40 樫原集会場前

11:35 木曽屋公民館前

岐　礼 14:55

14:15 結城公民館前

小津① 14:00 14:20 一色入口付近

府　内 14:25 14:45 府内公民館前

15:15 岐礼多目的集会施設前

小津③ 14:50 15:10 上瀬古集会所付近 結　城 14:00

小津② 14:25 14:45 小津公民館前

伊　野 15:20 15:40 伊野消防車庫前

小宮神 9:35 10:05 加藤建設様　事務所付近

滝 9:20

地区 予定時間 販売場所

地区 予定時間中　山 10:50 11:10 観音寺　前

9:35 滝集会場前

川　合 10:10 10:40 地蔵堂　前広場

樫 9:40 9:55 樫区　駐車場

販売場所

寺本尾西① 13:15 13:30 山晃様　倉庫前

香　六 11:15

10:30 寂静寺　前

古　屋 11:30 11:50 古屋多目的集会所　前

下ケ流① 10:40 11:05 下ケ流ふれあい館前

11:45 小寺一成様　宅前

寺本尾西② 13:35 13:50 竹内勉様　宅前広場

寺本尾西③ 14:00 14:20 尾西除雪車　車庫前

上ケ流 10:10

下ケ流② 11:55 12:15 下瀬古バス停付近市　瀬 15:00 15:20 種本集会所「沙羅」付近

安　土 15:30 15:45 安土橋付近

中　瀬 14:30 14:50 中瀬バス停付近

地区 予定時間 販売場所

東横山① 9:40 9:55 旧ＪＡ藤橋出張所前

・運行中止する場合は、町広報無線にてご案内します。

商品のご予約・お取り寄せ・ご相談は・・

11:45 消防車庫前

東横山② 10:00 10:15 上平住宅口

西横山① 10:20 10:40 善龍寺付近

西横山②

川上② 15:00 15:20 薬師堂前

諸　家 12:25 12:45 諸家三叉路付近

ＪＡいび川よってみーな大野
広瀬北 14:00 14:25 坂内ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

深坂西村公民館

深坂③ 10:00 10:10 肥田公民館

川上① 14:35 14:55 ＪＡ川上取次所前

坂本西① 11:50 12:00 坂西集会場前

（受付時間：平日9時～15時）坂本西② 12:05 12:15 上野橋付近

専用ダイヤル

080-3398-9267

10:45 11:05 消防車庫前

坂本東 11:25


