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E-mail 投稿のみ受付です。①ペットの画像（640× 480ピクセル以上、縦向き、1メールに1点の
み添付）②ペットの名前（ひらがな・カタカナで）③投稿者の住所（町名まで、枝番不要）④投稿者
の名前（ペンネーム可）を明記のうえ、下記メールアドレスまでお送りください。※応募多数のため
掲載の時期、可否については一切お答えできません。※多頭飼いの集合写真歓迎。
※過去 1ヵ月以内に掲載された投稿者のご応募はお控えください。 　pet@chanto.biz

モコちゃん タマキちゃんこてつちゃん ココちゃん&はるちゃん ももちゃん ももじろうちゃん
千歳市弥生
モコママさん

千歳市清水町
ポポエルさん

千歳市みどり台北
のんたんママさん

恵庭市恵み野
カメ子さん

恵庭市中島町
ぽんぷさん

恵庭市北柏木町
てつさん

ここちゃん

アグリちゃん&愛助ちゃん

うーさんちゃん

ルードちゃん＆タイガちゃん

まるちゃん

もかちゃん＆マークちゃん

ふうたちゃん

まりりんちゃん

モコちゃん

ナナちゃん

うたまるちゃん

きなこちゃん&いちごちゃん

恵庭市恵み野
恋々ママさん

恵庭市駒場町
すずさん

千歳市栄町
あかほさん

恵庭市恵み野東
ルーちゃんのママさん

恵庭市恵み野東
あんみつさん

千歳市青葉
まりんさん

千歳市桜木
ふうちゃんママさん

千歳市春日町
レイチェルさん

千歳市勇舞
モコさんパパさん

恵庭市桜町
ちゃこさん

千歳市勇舞
林家捏造さん

恵庭市住吉町
マッスルさん
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あけぼの公園 日の出 3丁目 10:20〜10:50
旭ヶ丘 3丁目 8-19 前 旭ヶ丘 3丁目 11:10〜11:40
桜木町内会館 桜木 1丁目 14:20〜14:50

北桜コミュニティセンター 北斗 5丁目 15:10〜15:50

蘭越生活館 新星 1丁目 10:20〜10:50
支笏湖支所・保育所 支笏湖温泉 11:20〜11:40
支笏湖小学校 支笏湖温泉 12:45〜13:30
支笏湖支所 支笏湖温泉 13:40〜14:10

支笏湖ビジターセンター 支笏湖温泉 14:15〜14:40

千歳第二小学校 清流 1丁目 10:05〜10:40
駒里保育所 駒里 945 11:10〜11:30
駒里小中学校 駒里 945 12:30〜13:10
旧こまマート 駒里 2219 13:20〜13:50

千歳科学技術大学 美々 758 14:00〜15:00

北コミュニティセンター 釜加 362-3 10:30〜10:50
長都 2号公園 長都駅前 4丁目 11:10〜11:50
ほくよう児童館 勇舞 3丁目 14:20〜15:00
長都 5号公園 北陽 3丁目 15:10〜15:50

ハスカップ公園 豊里 2丁目 10:20〜10:50
あずさ 2号公園 あずさ 3丁目 11:10〜11:40
向陽台公園駐車場 福住 1丁目 13:40〜14:10
いずみさわ児童館 柏陽 2丁目 14:20〜14:50
向陽台公共駐車場 白樺 2丁目 15:00〜15:30

ブッくんが止まるところ 住所 時間ブッくんが止まるところ 住所 時間
泉郷集会所（公民館泉郷分館） 泉郷 289-17 11:10〜11:50
中央コミュニティセンター 中央 539 12:00〜12:20

稲穂町内会館 稲穂 1丁目 14:30〜15:00
鉄東コミュニティセンター 青葉 5丁目 15:20〜15:50

カタツムリ公園 清流 5丁目 10:20〜11:00
東千歳中学校 幌加 731 12:15〜12:45
東小学校 東丘 824 12:50〜13:20
東部支所 東丘 824 13:30〜14:00

暢寿園 富丘 2丁目 10:30〜11:20
北新コミュニティセンター 新富 2丁目 13:40〜14:10
ひばりヶ丘 3号公園 北光 3丁目 14:30〜15:00

富丘コミュニティセンター 富丘 4丁目 15:10〜15:40

ゆうしんかん みどり台北 2丁目 10:20〜11:00
ちとせっこセンター 花園 4丁目 13:20〜14:10

寿町内会館 寿 1丁目 14:30〜15:00
祝梅コミュニティセンター 弥生 2丁目 15:10〜15:40

しなの公園 信濃 2丁目 10:10〜10:40
しなの児童館 富士 2丁目 10:50〜11:20
富士 1号公園 富士 4丁目 11:30〜12:00
若草町内会館 若草 3丁目 14:20〜14:50
向陽台公共駐車場 白樺 2丁目 15:00〜15:30

毎月第 1・3 週目にブッくんが来る地域 毎月第 2・4 週目にブッくんが来る地域

千歳市立図書館
千歳市真町 2196 番地の 1　　☎︎ 0123-26-2131

【指定管理者】（株）山三ふじや

◦�借りたい本と千歳市立図書館利用カードをカウンターへ
お持ちください。図書館で借りている本と合わせて 20冊
まで借りることができます。返却期限は
次の巡回日までです。
◦�利用カードを持っていない方でもその場
でカードをお作りし、本が借りられます。

12月
１月  5日・19日

12月
１月  6日・20日

12月 17日
１月  7日・21日

12月 18日
１月 15日

12月 19日
１月 16日

12月 22日
１月 12日・26日

12月 23日
１月 13日・27日

12月 24日
１月 14日・28日

12月 25日
１月  8日・22日

12月 26日
１月  9日・23日

1212月・月・11月月
ブッくんブッくんがが
来来るる日日

火曜日 火曜日

水曜日 水曜日

木曜日 木曜日

金曜日
金曜日

土曜日 土曜日
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問合せ

利用方法


