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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。
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問合せ

利用方法

ウィルちゃん＆はやてちゃん ハッピーちゃんかえでちゃん おじょうちゃん タロちゃん＆ハナちゃん トレスちゃん
千歳市幸福　あおさん 千歳市住吉　フックさん千歳市北斗　コギ好きさん 恵庭市大町　おかあさんさん 千歳市清流　さくさくさん 千歳市清流　トレママさん

◆�身近なことですが、モノの整理整
頓をしたい。
（千歳市新富　K・Kさん♀　34歳、主婦）

◆�恵庭、千歳を開拓すること（行動範
囲を拡げる）。
（千歳市末広　F・Tさん♀　42歳、看護師）

◆�ミシンを練習していろんなものが
作れるようになりたい。
（千歳市寿　A・Kさん♀　30歳、公務員）

◆�亡き父が以前登頂した恵庭岳に自
分も登頂する事！

（恵庭市有明町　M・Aさん♂　44歳、会社員）

◆�年明けに孫ができるので育児を精
一杯協力したい。
（千歳市北陽　H・Nさん♀　46歳、パート）

◆�部屋の中の使わない物、洋服、鞄な
ど全部捨ててスッキリしたい！
（恵庭市中島町　H・Kさん♀　59歳、主婦）

◆�ヘアカラー。今までしたことのない
色に挑戦したいです。
（千歳市真々地　T・Hさん♀　39歳、主婦）

◆新たな職場に慣れること。
（恵庭市柏木町　Y・Dさん♂　48歳、公務員）

◆千歳の食べ歩き。
（千歳市勇舞　H・Sさん♂　47歳、航空自衛隊）

◆�着物や浴衣の着付けを自分でやっ
てみたいです。
（千歳市新富　S・Kさん♀　37歳、無職）

◆一眼レフカメラ
（千歳市清水町　M・Wさん♀　46歳、パート）

◆�北海道出身の妻に任せきりの雪道
での運転を自分もできるように挑
戦したい。
（恵庭市桜町　A・Sさん♂　42歳、公務員）

まずは初孫おめでとうございます。

お若いおばあちゃんですね。

大丈夫! 日々の行動が道しるべにな

ります（偉そうでゴメンなさい）

被写体は何ですか。最近のミラー 

レス一眼は高性能でおすすめです。

急の付く操作、急ブレーキ・急ハンドル・

急発進をせず、車間距離を取りましょう。

ちゃんとのタウンニュースに掲載されてい

る教室が色々あります。ご参考になれば。

身の回りの事は気づいているのに

なかなかできないですよね。

ものづくりは楽しいですよね。

仲間もできるし。

恵庭岳ですか!眺めが良いですよ。

登ってないけど（笑）

捨てる前に整理すべき物のリスト

を作っておくと良い、という話を聞

いたことがあります。

わたくしは増毛（悲）

今はなかなか出来ませんからね。

生活情報紙ちゃんとの出番ですね♪

新年を迎えて
新しく挑戦したい事は何ですか?

ちゃんと　de　チャット


