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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。

10月  5日・19日
11月  2日・16日

10月  6日・20日
11月  3日・17日

10月  7日・21日
11月  4日・18日

10月  1日・15日
11月   5日・19日

10月  2日・16日
11月  6日・20日

10月 12日・26日
11月   9日・23日

10月 13日・27日
11月 10日・24日

10月 14日・28日
11月 11日・25日

10月   8日・22日
11月 12日・26日

10月   9日・23日
11月 13日・27日

1010月・月・1111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

主催 学校法人 鶴岡学園　北海道文教大学 お問合せ TEL.0123-34-0059（企画調整部）

北海道文教大学
公開講座

メ
デ
ィ
ア
と
人
生
講演者

太田　英昭 氏
現 株式会社産経新聞社顧問

日時

会場

定員

申込

令和3年10月20日

100名

メール又はFAXにて、申込をお願いします。

kikakutyosei@do-bunkyodai.ac.jp

事前予約制

メールアドレス

スマートフォンの方はこちらから

北海道文教大学　
鶴岡記念講堂 大ホール

開場/14：00　講演/14：40～16：10

※コロナ禍の中、ソーシャルディスタンスでの
　開催となるため、定員に達し次第締切ります。

(キャンパス正門から入り、すぐ右側の建物)

水

職員駐車場および臨時駐車場（空いているスペースに駐車可）がありますが、数に限りがあるため、可能な限り公共交通機関の利用をお願いいたします。

太田　英昭 氏現 株式会社産経新聞社顧問

Profile

1946年生まれ、北海道千歳市出身。1969年に中央大学
法学部を卒業し、フジテレビジョンに入社。ワイドショー
「おはよう！ナイスデイ」、情報番組「なんてったって好奇
心」、探検シリーズ「グレートジャーニー」、未来予想番組
「アルビン・トフラーのパワーシフト」、”脱ワイドショー”
を掲げた「とくダネ！」、実録「ザ・ノンフィクション」など
数々の番組のプロデューサー等を経て、2013年にフジ・
メディア・ホールディングスの代表取締役社長、2015年6
月産経新聞社代表取締役会長を歴任。2019年6月より顧
問。この４月には、幻冬舎より「フジテレビ プロデューサー
血風録　楽しいだけでもテレビじゃない」を上梓した。

北海道文教大学公開講座　申込書

どちらかにの□に　をつけてください。

ふりがな

ふりがな

氏名

住所

E-mail

氏名

●複数名での参加をご希望される方（代表者含む）はこちらにご記入ください。

役職名

電話
番号

FAX
番号

団体名
法人名

役職名

個人 法人（団体）

申込書
送付先

学校法人 鶴岡学園　北海道文教大学

※法人（団体）でお申込みの方のみ※をご記入ください。

FAX.0123-34-0057（企画調整部）
広告全体を破線に沿って、
切り取り、お使いください。
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