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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

支笏湖支所 支笏湖温泉 12:45～13:20
支笏湖小学校 支笏湖温泉 13:30～14:10

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
旧駒里保育所 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。

4月  5日・19日
5月  3日・17日

4月  6日・20日
5月  4日・18日

4月  7日・21日
5月  5日・19日

4月  1日・15日
5月   6日・20日

4月  2日・16日
5月  7日・21日

4月 12日・26日
5月 10日・24日

4月 13日・27日
5月 11日・25日

4月 14日・28日
5月 12日・26日

4月 8日・22日
5月 13日・27日

4月 9日・23日
5月 14日・28日

44月・月・55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

新千歳空港シアター
所 新千歳空港国内線ターミナルビル　4F　
℡ 46-4150　 時 9時～ 22時　 料 一般
1800円、大学生1400円、高校生以下
1000円、幼児（3歳～）1000円、シニア
（60歳以上）1100円　 P 駐車場3時間無
料（エンターテインメント施設利用で）

劇 場 情 報

©2021 Universal Studios. All Rights Reserved.
監督：ガース・ジェニングス
声の出演： 内村光良、斎藤司（トレンディエンジェル）、坂本真綾
配給：東和ピクチャーズ

夏休みのある日、小さなロケットの中から宇宙人
パピが現れる。しかし、パピを追って地球にやっ
てきた宇宙戦艦が、攻撃を仕掛けてくる。責任を
感じたパピは、反乱軍に立ち向かおうとするが
……。

上映中 SING／シング：ネクストステージ（吹替版）

バスター・ムーンが再建に成功した「ニュー・ムー
ン・シアター」は地元で人気となり、連日満席の
活気にあふれていた。しかし、彼には、さらなる
夢があった。

©2021 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved TM & © DC
監督：マット・リーヴス
出演：ロバート・パティンソン、ゾーイ・クラヴィッツ、ポール・ダノ、コリン・ファレル
配給：ワーナー・ブラザース映画

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2021
監督：山口晋
声の出演： 水田わさび、大原めぐみ、かかず ゆみ、木村 昴、関 智一
配給：東宝

次々と仕掛けられる【なぞなぞ】を解き明かそう
とする探偵・ブルース・ウェインだったが、リド
ラーによりブルースの《嘘》が暴かれ、狂気に満
ちた姿に変貌していく…！

THE BATMAN－ザ・バットマン－（字幕版）

予告なく、上映作品が変更になる場合がございますのでご了承ください。

上映中

上映中 映画ドラえもん　のび太の宇宙小戦争
（リトルスターウォーズ）2021

千歳市からのお知らせ

プラン策定の趣旨

千歳市の特性を生かした魅力ある観光地づくりを進め
るため、現状の課題や、今後の観光振興の基本的な方
向性・具体的な施策を示し、観光関連事業者等と連携
しながら地域経済の活性化に資する観光振興に取り組
むための指針として策定します。

パブリックコメント
実施の目的

市民参加手続きの一つとして、市民の多様な意見をう
かがうことでプランの内容をより良くすることを目的
として行います。

意見募集期間 令和４年４月７日（木）まで
※郵送の場合は、令和４年４月６日（水）の消印まで有効

閲覧資料配置場所

ホームページ（https://www.city.chitose.lg.jp/docs/9449.
html）のほか、市役所本庁舎１階、総合福祉センター、
北ガス文化ホール、図書館、公民館、市民活動交流セン
ター（ミナクール）、北新コミセン、北信濃コミセン、
富丘コミセン、鉄東コミセン、泉沢向陽台コミセン、祝
梅コミセン、北桜コミセン、花園コミセン、北コミセン、
中央コミセン、向陽台支所、東部支所、支笏湖支所に配
置しています。

応募資格 千歳市内に在住、在勤または在学の方

意見の提出方法

○ 「意見書」用紙に、住所、氏名、電話番号、ご意見等を
もれなく記載してください。（法人の場合は、その名称）
○ 電子メール、ファクス、郵送、意見箱への書面の
投函、担当窓口への持参のいずれかの方法とします。
○  記載事項もれや、電話・口頭でのご意見は、
提出意見として取り扱わない場合があります。

意見の提出先・
問合せ（担当）　

〒066-8686
千歳市東雲町2丁目34番地
千歳市　観光スポーツ部観光課　観光企画係
☎ 0123-24-0377（直通）
FAX  0123-22-8851
Eメール kanko@city.chitose.lg.jp

千歳市観光振興プラン千歳市観光振興プラン
パブリックコメント（市民意見公募）


