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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。

11月  16日
12月  7日・21日

11月  17日
12月  1日・15日

11月  4日・18日
12月  2日・16日

11月  5日・19日
12月   3日・17日

11月  6日・20日
12月  4日・18日

11月 9日・23日
12月 14日

11月 10日・24日
12月 8日・22日

11月 11日・25日
12月 9日・23日

11月 12日・26日
12月 10日・24日

11月 13日・27日
12月 11日・25日

1111月・月・1212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／
　・月形刑務所
　・（公財）矯正協会
　　刑務作業協力事業部
■問い合わせ／
　月形刑務所作業部門 
　（樺戸郡月形町1011）

PRISON
※平成30年度全国刑務所作業製品審査会
　「法務大臣賞を受賞」

11,000円以上の家具は

全 国
無料配達!

前掛け▶

◀カッティング
　ボード

▲くるみダイニングセット

※掲載商品は一例です。※掲載商品は一例です。

小型鉄板▶

◀木製丸皿

▲
バーベキューコンロ

▼

刑務作業製品展示即売会
万全の感染予

防対策をし、

2年ぶりの開催
決定! 千歳地区即売会開催!!

ちとせモール
11月12日●金 　　  13日●土 　　  14日●日  

■場所

■期間 

千歳市勇舞8-1-1
13:00
～18:00

10:00
～18:00

9:00
～17:00

メルスィ

EMS 機器による

50分

体型を変えたい方、体脂肪を落としたい方にオススメです！

千歳店千歳店 千歳市勇舞4-10-14千歳市勇舞4-10-14
https://www.merci-esthe.nethttps://www.merci-esthe.net

駐車場あり
【営業時間】火～土曜  10:00～18:00、第2・4・5日曜 10:00～17:00
【定休日】毎週月曜、第1・3日曜、祝日
【営業時間】火～土曜  10:00～18:00、第2・4・5日曜 10:00～17:00
【定休日】毎週月曜、第1・3日曜、祝日

TEL 0123-22-5811TEL 0123-22-5811完全予約制

各3,980円税 込

4,980円税 込

各4,980円が税 込

メルスィ

インナーマッスルを鍛えてメリハリボディ
に！

お好きな箇所を2箇所選べて 4,980円税 込

4,980円税 込
メルスィの脱毛器は痛みが少い※

皮膚冷却装置付。お肌を冷却しながら同
時に脱毛

！

※痛みには個人差があります。

セルフ脱毛

セルフ痩身

両ひじ上、両ひじ下、胸、お腹、両ひざ上、両ひざ下、手指甲、足指甲

メルスィが贈る　セルフエステ◯得

セルライト撃退マッサージ

インスタフォローで

痩身手技のトレーナーが認めた実力のあるスタッフによる
オールハンドマッサージだからこそ、機械ではアプローチ
できない見逃し脂肪にも根こそぎ潰します。

期待できる

効 果
・セルライト脂肪分解
・インナーマッスルを鍛える
・体温上昇

上半身または下半身

フォーローはこちらから▶

セルフ痩身・脱毛、
セルラト撃退マッサージ


	07

