まちに図書館がやってくる！
移動図書館グリーン号巡回予定表（令和2年4月1日～9月30日）
●この表は、
グリーン号が駐車する場所を、
町名の50音順にならべています。
お近くの駐車場所をご利用ください。
●くわしい駐車場所については、
久留米市公式ホームページからごらんいた
だけます。
●下記巡回場所のうち「黒丸数字」は裏面に詳細地図があります。
町

名

駐車場所と駐車時間

巡 回 予定 月 / 日

町

名

駐車場所と駐車時間

巡回 予定月 /日

あ 荒木町

①荒木小学校
4/16 5/20 6/17 7/15 8/18 9/15
午後３：１０～４：１０ （木） （水） （水） （水） （火） （火）

う 梅満町

②鳥飼小学校
4/14 5/15 6/12 7/10 8/11 9/10
午後３：２０～４：１０ （火） （金） （金） （金） （火） （木）

大石町

❸出島市営住宅西側 4/14 5/15 6/12 7/10 8/11 9/10
午後２：３０～３：００ （火） （金） （金） （金） （火） （木）

大橋町

❹大橋公園
4/10 5/14 6/11 7/9 8/7 9/9
午後３：３０～４：１０ （金） （木） （木） （木） （金） （水）

24 聖マリア病院タワー棟北側 4/8 5/12 6/9 7/7 8/5 9/4
午後２：４０～３：２０ （水） （火） （火） （火） （水） （金）

⑤二軒茶屋公民館
4/24 5/27 6/24 7/22 8/25 9/23
午前１０：５０～１１
：２０ （金） （水） （水） （水） （火） （水）

25ジ ョ イ フ ル 西 側
4/9 5/13 6/10 7/8 8/6 9/8
な 長 門 石 午前１０：１０～１０：４０ （木） （水） （水） （水） （木） （火）

お

⑥野添公民館
か 上 津 町 午前１０：１０～１０：４０ 4/16 5/20 6/17 7/15 8/18 9/15
（木） （水） （水） （水） （火） （火）

北野町

き
京

町

高良内町

こ
国分町

小森野
白山町

城島町

峰

4/8 4/22 5/12 5/26 6/9 6/23
23市営住宅向野公園 （水） （水） （火） （火） （火） （火）

つ 津福本町

に 西

町

午後３：４０～４：２０ 7/7 7/21 8/5 8/21 9/4 9/18

（火） （火） （水） （金） （金） （金）

26晴 明 保 育 園 前
4/10 5/14 6/11 7/9 8/7 9/9
午前１０：００～１０：３０ （金） （木） （木） （木） （金） （水）
27藤 光 公 園 西 側

の 野 伏 間 午前１０：５０～１１：２０ 4/10 5/14 6/11 7/9 8/7 9/9
（金） （木） （木） （木） （金） （水）

⑧金島小学校
4/3 5/7 6/4 7/2 7/31 9/2
午 後３：１０～４：１０ （金） （木） （木） （木） （金） （水）

ふ 藤 山 町 午前１１：００～１１：２０ 4/16 5/20 6/17 7/15 8/18 9/15
（木） （水） （水） （水） （火） （火）

㉘ゆ の そ 苑

❾JR久留米水天宮口（西口） 4/15 5/19 6/16 7/14 8/12 9/11
午前１０：３０～１１
：００ （水） （火） （火） （火） （水） （金）

御井町

29 サニー駐車場西側 4/2 5/1 6/3 7/1 7/30 9/1 9/30
午 後２：３０～３：１０ （木） （金） （水） （水） （木） （火）（水）

10JR久留米水天宮口（西口） 4/2 5/1 6/3 7/1 7/30 9/1 9/30
午後３：５０～４：２０ （木） （金） （水） （水） （木） （火）（水）

三潴町

㉚西 牟 田 小 学 校
4/7 5/8 6/5 7/3 8/4 9/3
（火）
（金） （金） （金） （火） （木）
午後１２：５０～１：４０

11 自衛隊内野官舎6棟東側 4/17 5/21 6/18 7/16 8/19 9/16
午後２：４０～３：１０ （金） （木） （木） （木） （水） （水）
⑫高良内小学校
4/28 5/29 6/26 7/28 8/26 9/25
午 後３：１０～４：１０ （火） （金） （金） （火） （水） （金）

み 南

13角久保宿舎
4/24 5/27 6/24 7/22 8/25 9/23
午前１０：００～１０：３０ （金） （水） （水） （水） （火） （水）

⑮ 小森野コミュニティセンター 4/21 5/22 6/19 7/17 8/20 9/17
午 後３：２０～４：１０ （火） （金） （金） （金） （木） （木）
16 隣保館前児童遊園東側 4/9 5/13 6/10 7/8 8/6 9/8
午前１１
：００～１１
：２０ （木） （水） （水） （水） （木） （火）

⑱下田小学校
4/14 5/15 6/12 7/10 8/11 9/10
午前１０：15～10：50 （火） （金） （金） （金） （火） （木）

20 市営高良団地No.7 南側 4/28 5/29 6/26 7/28 8/26 9/25
午後２：２０～２：５０ （火） （金） （金） （火） （水） （金）

町

宮ノ陣

14日吉神社境内
4/15 5/19 6/16 7/14 8/12 9/11
午後２：４０～３：１０ （水） （火） （火） （火） （水） （金）

⑲青 木 小 学 校
4/8 5/12 6/9 7/7 8/5 9/4
午前１０：２０～１０：５０ （水） （火） （火） （火） （水） （金）

せ 青

㉒柴刈小学校
4/2 5/1 6/3 7/1 7/30 9/1 9/30
午前１０：２０～１１：0０ （木） （金） （水） （水） （木） （火）（水）

⑦上津市民センター 4/3 5/7 6/4 7/2 7/31 9/2
午前１１：００～１１：２０ （金） （木） （木） （木） （金） （水）

⑰浮島小学校
4/17 5/21 6/18 7/16 8/19 9/16
午前１０：２０～１0：5０ （金） （木） （木） （木） （水） （水）

し

た 田主丸

安武町

や

31 二丁目市営花園No.11東側 4/3 5/7 6/4 7/2 7/31 9/2
午前１０：１０～１０：４５ （金） （木） （木） （木） （金） （水）
32 二丁目市営花園No.11東側 4/17 5/21 6/18 7/16 8/19 9/16
午後３：４０～４：２０ （金） （木） （木） （木） （水） （水）
33 アルカディアパーク南側 4/21 5/22 6/19 7/17 8/20 9/17
午前１０：５０～１１
：２０ （火） （金） （金） （金） （木） （木）
34 宮 ノ 陣 小 学 校
4/28 5/29 6/26 7/28 8/26 9/25
午前１０：１５～１０：５０ （火） （金） （金） （火） （水） （金）

4/9 4/24 5/13 5/27 6/10 6/24
（木） （金） （水） （水） （水） （水）

35安 武 小 学 校
午後３：２０～４：１０ 7/8 7/22 8/6 8/25 9/8 9/23

（水） （水） （木） （火） （火） （水）
山

川

36 山 川 小 学 校
4/22 5/26 6/23 7/21 8/28 9/18
午後12：５５～１：５５ （水） （火） （火） （火） （金） （金）

交通の事情などにより、
駐車時間が前後する
場合があります。
また台風や豪雨豪雪などの場合は、
巡回を中止することがあります。

㉑青峰小学校
4/15 5/19 6/16 7/14 8/12 9/11
午後３：３０～４：１０ （水） （火） （火） （火） （水） （金）

グリーン号についてのおたずねは、
中央図書館までお問合せください。

久留米市立中央図書館
久留米市野中町970－1
TEL 0942－38－7116 FAX 0942－38－7183

※移動図書館グリーン号の訪問日程・巡回場所につきましては、久留米市公式ホームページでもご確認いただけます。

「久留米市移動図書館グリーン号巡回予定」で、検索

