
上ケ池公

〒673-8567
明石市大明石町1丁目6番1号
パピオスあかし4階
TEL：078-918-5800
FAX：078-913-6071

移動図書館の巡回日

2023年

【 3月 / 4月 5月】

■ 本を借りるには（利用者登録・更新）
はじめてのご利用の方やカードの有効期限が切れた方は利用者登録を行ってください。

利用者カードは、あかし市民図書館（本館）、西部図書館と共通で使えます。

すでにお持ちの方は、その利用者カードをお持ちください。

■ 貸出と返却について
移動図書館では、本館・西部館の貸出とは別に、1人15冊まで借りることができます。

返却期限は次の同ステーションの巡回日までです（約1か月）。

次の巡回日に、借りたステーションでお返しください。

返却は移動図書館以外にも本館・西部館、市内返却場所でも承っています。

※本館・西部館で借りた本は、移動図書館では車の積載量が決まっているため

返却できません。

本館・西部館、市内返却場所をご利用ください。

■ 本の予約について
読みたい本を予約することができます。

予約は本館・西部館の予約と合わせて10件までです。

※移動図書館においては、本が用意できた際の連絡は行っておりません。

■ 巡回時間について
各ステーションの巡回時間は、到着後の準備・終了後の撤収時間を含んでいます。

■ 巡回の変更、中止について
原則、午前巡回については午前9時に、午後巡回については午前11時に大雨警報

または暴風警報などが発令されている場合は、巡回を中止する場合があります。

また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、急遽巡回を中止することがあります。

このとき、事前の連絡なく中止となることがあるかもしれませんがご了承ください。

■ 駐車場について
多くのステーションは駐車スペースがないか、有料です。

路上に駐車すると周辺住民の方に迷惑がかかりますので、お車でのご利用はご遠慮く

ださい。



※　新型コロナウイルス感染拡大防止のため下記の予定を中止する事があります。

※　最新の情報はあかし市民図書館(TEL：918-5800、FAX：913-6071)にお問い合わせください。

　　 中止の場合は図書館のホームページ（右のQRコード）でお知らせします。

■移動図書館の巡回日程【2023年3月】

3月 4月 5月 車種 1 2 3 4

27 新小谷公園 金ヶ崎文化センター
コープ大久保
南側駐車場

(月) 14:10-14:50 15:10-15:50 16:10-16:50

17 松陰会館 大蔵院駐車場
コープ西明石
西北側駐車場

(金) 13:00-13:40 15:00-15:30 16:00-16:40

25 松が丘こども食堂 立正学園（カーサ汐彩） 錦ヶ浦キッチン

(土) 13:20-14:10 14:45-15:45 16:00-17:00

8 あさぎり病院前 松が丘小学校 朝霧中学校西門

(水) 13:50-14:30 14:40-15:25 15:35-16:00

20 金ケ崎公園駐車場
県営明石金ヶ崎
鉄筋団地集会所北側

(月) 10:30-11:00 11:10-11:40

20 魚住東コミセン前 明石仁十病院駐車場 土山平成会館

(月) 14:10-14:40 14:55-15:20 15:40-16:10

16 西脇会館前 西明石北町公園 林コミセン前

(木) 13:10-13:50 14:10-14:50 15:10-16:00

15 松江海岸休憩施設
県営貴崎鉄筋住宅
15号棟南広場横

和坂小コミセン前 文化博物館

(水) 13:30-14:10 14:20-15:10 15:20-16:00 16:20-16:50

14
サンライフ明石
西側道路

藤江4号公園 谷八木小コミセン前
刑務所作業製品
展示場駐車場

(火) 13:10-13:50 14:00-14:40 14:55-15:25 15:45-16:15

16
コープ大蔵谷
西側駐車場

朝霧公園内西側

(木) 9:30-10:10 10:20-11:00

10 江井島サービスコーナー 少年自然の家

(金) 14:30-15:10 15:20-15:50

13 サバービアシティ21前
上ケ池公園内北側
花と緑の学習園駐車場

弁財天中公園

(月) 13:20-14:10 14:20-14:50 15:00-16:10

7
県営明石東二見高層住宅
2号棟集会所前

西二見サンゴジュ公園
市営西二見住宅
2号棟集会所前

西部文化会館前

(火) 13:15-13:45 14:00-14:40 14:50-15:30 15:40-16:20

2 高丘東公園内北側 高丘西公園内北側 山手台会館 茜1丁目公園

(木) 13:10-13:50 14:00-14:40 14:50-15:30 15:40-16:30

27 第二恵泉保育園
東二見ガーデンハイツ
北側公園前

市営東二見宮の前住宅
西二見駅前
3丁目公園

(月) 13:20-14:00 14:15-14:45 14:55-15:25 15:35-16:05

28 人丸小学校

(火) 15:30-16:20

9 野々池コミセン前 おおくぼ中之番公園
明石大窪住宅
集会所前

イーストスクエア
Ⅱ番館東側

(木) 13:20-14:00 14:15-14:50 15:00-15:40 15:50-16:40

23 岡の上公民館
サンハイツ土山
集会所前

明石愛老園

(木) 13:20-13:50 14:00-14:40 15:10-16:00

24 金ヶ崎ヒマラヤスギ公園
大久保北中学校
正面玄関前

錦城中学校 天文科学館

(金) 13:00-13:30 13:50-14:30 15:10-15:40 15:50-16:20

3月 4月 5月 車種 1 2 3 4

小

小
※石井病院の巡回につき
ましては2020年9月から当
面の間、中止いたします。

小

大
※明石医療センターの巡回につきましては2021年2月から
当面の間、中止いたします。

大

大

大
※明石仁十病院の巡回につき
ましては2023年3月から当面の

間、中止いたします。

大

大

大

大

大

新
し
い
巡
回
日
程
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い

大

大

大

大

大
※市民病院（玄関前）の巡回につきましては2020年9月
から当面の間、中止いたします。

大

大



※　新型コロナウイルス感染拡大防止のため下記の予定を中止する事があります。

※　最新の情報はあかし市民図書館(TEL：918-5800、FAX：913-6071)にお問い合わせください。

　　 中止の場合は図書館のホームページ（右のQRコード）でお知らせします。

■移動図書館の巡回日程【2023年4月･5月】

4月 5月 車種 1 2 3 4

24 29 新小谷公園 金ヶ崎文化センター
コープ大久保
南側駐車場

(月) (月) 14:10-14:50 15:10-15:50 16:10-16:50

21 26 松陰会館 大蔵院駐車場
コープ西明石
西北側駐車場

(金) (金) 13:00-13:40 15:00-15:30 16:00-16:40

22 27 松が丘こども食堂 立正学園（カーサ汐彩） 錦ヶ浦キッチン

(土) (土) 13:20-14:10 14:45-15:45 16:00-17:00

4 2 あさぎり病院前 松が丘小学校 朝霧中学校西門

(火) (火) 13:50-14:30 14:40-15:25 15:35-16:00

28 22 金ケ崎公園駐車場
県営明石金ヶ崎
鉄筋団地集会所北側

(金) (月) 10:30-11:00 11:10-11:40

28 22 魚住東コミセン前 明石仁十病院駐車場 土山平成会館

(金) (月) 14:10-14:40 14:55-15:20 15:40-16:10

20 18 西脇会館前 西明石北町公園 林コミセン前

(木) (木) 13:10-13:50 14:10-14:50 15:10-16:00

13 17 松江海岸休憩施設
県営貴崎鉄筋住宅
15号棟南広場横

和坂小コミセン前 文化博物館

(木) (水) 13:30-14:10 14:20-15:10 15:20-16:00 16:20-16:50

21 26 藤江4号公園 谷八木小コミセン前
刑務所作業製品
展示場駐車場

(金) (金) 14:00-14:40 14:55-15:25 15:45-16:15

20 18
コープ大蔵谷
西側駐車場

朝霧公園内西側

(木) (木) 9:30-10:10 10:20-11:00

6 11
サンライフ明石
西側道路

江井島サービスコーナー 少年自然の家

(木) (木) 13:10-14:00 14:30-15:10 15:20-15:50

10 15 サバービアシティ21前
上ケ池公園内北側
花と緑の学習園駐車場

明石大窪住宅
集会所前

(月) (月) 13:20-14:10 14:20-15:00 15:20-16:00

19 31
県営明石東二見高層住宅
2号棟集会所前

西二見サンゴジュ公園
市営西二見住宅
2号棟集会所前

西部文化会館前

(水) (水) 13:15-13:45 14:00-14:40 14:50-15:30 15:40-16:20

3 1 高丘東公園内北側 高丘西公園内北側 山手台会館

(月) (月) 13:10-13:50 14:00-14:40 14:50-15:30

17 29 第二恵泉保育園
東二見ガーデンハイツ
北側公園前

市営東二見宮の前住宅
西二見駅前
3丁目公園

(月) (月) 13:20-14:00 14:15-14:45 14:55-15:25 15:35-16:05

25 23 弁財天中公園

(火) (火) 15:10-16:10

11 9 野々池コミセン前 おおくぼ中之番公園 人丸小学校

(火) (火) 13:20-14:00 14:15-14:50 15:30-16:20

27 25
サンハイツ土山
集会所前

明石愛老園 茜1丁目公園

(木) (木) 13:20-14:00 14:30-15:20 15:40-16:30

7 12 岡の上公民館
イーストスクエア
Ⅱ番館東側

(金) (金) 13:20-13:50 15:15-16:15

14 19 金ヶ崎ヒマラヤスギ公園
大久保北中学校
正面玄関前

錦城中学校 天文科学館

(金) (金) 13:00-13:30 13:50-14:30 15:10-15:40 15:50-16:20

4月 5月 車種 1 2 3 4

小

小
※石井病院の巡回につき
ましては2020年9月から当
面の間、中止いたします。

小

大

大

大
※明石仁十病院の巡回につき
ましては2023年3月から当面の

間、中止いたします。

大

大

大

大
※明石医療センターの巡回に
つきましては2021年2月から当
面の間中止いたします。

大

大

大

大

大

大

大
※市民病院（玄関前）の巡回につきましては2020年9月
から当面の間、中止いたします。

大

大

大

※中学校行事のため、4月11日(火)の野々池コミセンの巡回は中止いたします。


