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せ
図書館からのお知ら

☆開館時間が変わりました

平成27年12月23日より、中央図書館の開館時間は以下のとおりに変更となります。

●平日

９時30分～20時00分

平成28年1月15日

No.262

北見市立中央図書館
TEL

（貸出・返却カウンター）

0157-57-4646

●土・日・祝日 ９時30分～18時00分
平日は夜８時までとなり、学校や仕事帰りにも気軽に利用できます。ご来館お待ちしております。

0157-23-2074

（事務室）

FAX

0157-23-9693
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１月の上映会

中央図書館では、毎月子ども向け・大人向けの上映会を予定しています。

●【子ども向け】 1/22(金) 14：00～ 「スノーマンとスノードッグ」
●【大人向け】 1/29(金) 14：00～ 「北見の今昔」
※広報きたみ「北見の歴史あれこれ」の著者・田丸誠さんの解説と共に、北見の昔の風景を鑑賞します。
☆どちらも、多目的視聴覚室で行います。
☆29日(金)は月末整理日のため休館しております。入り口は、西側玄関（地下歩道側）をご利用ください。
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新しい中央図書館では、図書館サービスの充実と情報発信の場を提
供するため、図書館の雑誌購入費をご負担いただく、「雑誌スポンサー
制度」を導入しています。雑誌スポンサーは、ご希望の雑誌最新号の表
面にお名前を、裏面には広告を掲示していただいています。

雑誌スポンサー制度のご紹介

スポンサーの対象は企業・団体・個人で、広告料は雑誌購入料のみと
なります。また広告掲載期間は、お申込みをいただいてからスポンサー
に決定した月の翌月から年度末までとなっております。
スポンサーは随時募集しておりますので、お気軽にお問い合わせくださ
い。

☆現在雑誌スポンサーとなっていただいている
のは、3社です。
●株式会社 メンティス様（週刊文春、週刊新
潮、ベースボールマガジン）

●株式会社 小柳中央堂様（日経ＰＣ２１）
●株式会社 坂井印刷様（北海道じゃらん）

↑雑誌裏面（棚）には、広告を掲載いただけます。
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休館日と開館時間
■中央図書館
休館日：1日から5日・11日・18日・25日・29日
開館時間：火曜～金曜／９時30分～20時
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ここに掲載している以外にも新刊はたくさんあります。お
近くの図書館やホームページなどでご覧下さい。

土・日・祝日／９時30分～18時

■東分館・緑地区分館

※お近くの図書館で予約や受け取りも可能です。詳しく は
カウンターへお問い合わせください。

休館日：1日から6日・11日・12日・18日・25日
開館時間：火曜／13時～17時
水～日曜／９時30分～17時

読み聞かせ・イベント日程

■上ところ分室・相内分室・東相内分室
休館日：1日から6日・11日・12日・18日・25日

＜中央図書館＞

開館時間：火曜～日曜／13時～17時

◆10日(日)11時～／北見お話の会

■端野図書館

◆16日(土)11時～／ころぽっくる

休館日：1日から6日・18日・25日

◆24日(日)11時～／北見お話の会

開館時間：火曜～日曜／10時～17時

＜東分館＞

■常呂図書館

◆21日(木)11時～／シロクマ

休館日：1日から6日・11日・12日・18日・25日

＜留辺蘂図書館＞

開館時間：火～土曜／９時～20時

◆ 9日(土)14時～／あのね

日曜／９時～17時

◆16日(土)14時～／あのね

■留辺蘂図書館

◆23日(土)14時～／あのね

休館日：1日から6日・11日・12日・18日・25日・
29日
開館時間：火曜～日曜／10時～18時

◆30日(土)14時～／あのね
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