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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

公立千歳科学技術大学 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
東小学校 東丘 824 12:30～13:00

東千歳中学校 幌加 731 13:05～13:35
東部支所 東丘 824 13:40～14:10

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　　TEL 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  4日・18日
5月  2日・16日

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 11日・25日
5月  9日・23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・5月
ブッくんが

来る日

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

【 住 所 】恵庭市恵み野西5丁目10-2
【 問 合 せ 】TEL0123-37-2181 　FAX 0123-39-6173
【指定管理者】株式会社図書館流通センター

恵庭市立図書館
からのお知らせ4月

  図書宅配サービスを利用してみませんか?
恵庭市立図書館では、高齢や障がい等の理由で来館が困難な方から一
般の方までご利用いただける「図書宅配サービス」を行っています。
図書館まで足を運ぶことなく、読みたい本をいつでもご自宅で受け取
ることができます。
※恵庭市が配布している高齢者健康増進助成券を使用することができますのでご活
用ください。

【利用できる方】 恵庭市在住の方
　　　　　　　　※事前に図書館利用者登録が必要となります。
【利用できる資料】恵庭市立図書館が所蔵する図書・雑誌
　　　　　　　　　※ 大型本や雑誌最新号など利用できない資料もございます。
【貸出冊数】5冊（専用バッグに入る大きさ）
【貸出期間】3週間
【利用料金】 片道300円※詳しくは図書館本館までお問合せ下さい。

■ 推薦図書展示「この本読んだ？ 2023」

時間／4月8日（土）～5月7日（日）
会場／恵庭市立図書館、恵庭分館、島松分館

4月8日（土）～5月7日（日）

【子ども読書の日記念事業】

■ 子ども映画会
時間／4月30日（日）14時～
会場／恵庭市立図書館（本館）視聴覚室
定員／50名
内容／ アニメ「おさるの ジョージ」※申込不要

4月30日（日）

■ 親子のためのパペットシアター
時間／5月7日（日）11時～12時
会場／恵庭市立図書館（本館）視聴覚室
定員／50名
内容／人形劇団あっぷるぱい「王さまと９人のきょうだい」
　　  人形劇団オセロ「ばけくらべ」　※入場券の事前配布を行います。
配布開始日／４月１５日（土）９時３０分～
配布場所／図書館本館、恵庭分館、島松分館窓口
※当日入場券をお持ちでない場合、定員により入場をお断りする場合があります。

5月7日（日）

 図書館ギャラリーの使用申込受付
時間／4月11日（火）9時30分
会場／会場：恵庭市立図書館（本館）2階 視聴覚室
対象／市内に居住または通勤・通学する個人、市内に所在する団体
使用期間／7月～9月のうち連続した2週間

令和５年７月～９月のギャラリー使用予約の受付を開始します。
（なお７月３０日～８月１３日の期間は使用できません。）
予約申込が同一期間に重複した場合は、抽選で決定します。抽選は
当日９時4５分までに来場された方を対象に実施します。それ以降の
申し込みは、使用可能な期間に限り、カウンターにて随時受付しま
す。詳しくは、本館までお問い合わせください。

4月11日（火）

  大人のためのお話会
時間／4月12日(水)11時～11時40分
会場／ 恵庭市立図書館（本館）視聴覚室
定員／30名
対象／ 一般
「青空のたね」さんによる大人が対象のお話会です。絵本や民話の朗
読や、脳トレなどを行います。

4月１2日（水）

  原語で絵本を読もうBALLOONおはなし会
時間／4月12日(水)16時～16時40分
会場／恵庭市立図書館（本館）会議室
定員／30名
市内在住の外国人が原語で絵本の読み聞かせをします。※申込不要

4月１2日（水）


