平成29年度浜松市ウォームシェアスポット 一覧

（民間施設）
区

区分

中区

店舗名称
インド料理ラクシュミ

飲食店

定休日

090-9276-6901

-

営業時間

特典

・昼
【平日】11:00～14:00
【土日】法事ご予約の方のみ
・夜
17:00～22:00（一般）

城北1-26-18

053-476-2002

水曜

異豆珈琲店

中央1-18-2

053-488-4888

第1,3水曜、木曜

7:00～18:00

松作商店

肴町314-26

053-452-7219

日曜・祝日

9:00～18:30

株式会社遠鉄ストア鴨江店

鴨江2-43-1

053-456-0753

-

9:30～20:00

株式会社遠鉄ストア高林店

高林1-5-20

053-416-4111

-

9:30～21:30

佐鳴台4-16-10

053-448-9251

-

9:30～21:30

株式会社遠鉄ストア
フードワン泉店

泉4-12-1

053-412-7211

-

9:30～21:00

株式会社遠鉄ストア
フードワン南浅田店

南浅田2-13-1

053-444-5511

-

9:30～21:00

株式会社遠鉄ストア富塚店

富塚町209-120

053-455-0505

-

9:30～21:30

砂山町6-1

053-457-4111

不定休

遠鉄百貨店

砂山町320-2

053-457-5211

-

はんの貫永堂

田町315-32

053-453-5947

不定休

㈲カスミヤ

田町224-21

053-452-2504

水曜

9:30～19:30

プレステージ

早出町1200-16

053-461-4410

水曜

9:00～19:00
日祝は ～18：00

ホリデー車検高丘
株式会社カーポイント

高丘西2-1-5

053-482-7888

日曜・祭日・日曜営業日の
次の火曜日（第一、三の
日曜は除く）

9:00～18:00

BOOKアマノ高丘店

高丘北2-12-10

053-439-7223

-

月～土曜 9:00～22:30
日曜祝日 9:30～22:30

BOOKアマノアクト北店

中央3-1-23

053-450-5511

-

月～土曜 9:00～22:30
日曜祝日 9:30～22:30

ハンドバッグの笠井屋

田町315-34

053-453-3967

水曜、12/30-1/2

10:30～19:30

バッグショップナカノ

鍛冶町15
ZAZACITY浜松西館1F

053-452-5049

ZAZACITY浜松西館
に準ずる

10:00～20:00

きものリサイクル忠右衛門

中央3-6-28

053-454-3660

水曜

10:00～18:00

かねた忠右衛門 佐鳴台店

佐鳴台4-9-13

053-454-0939

火、水曜

10:00～17:00

ケイコレクション本店

板屋町102-17

053-452-5623

水曜

10:00～18:00

グランドホテル浜松

東伊場1-3-1

053-452-2112

-

24時間

浜松鴨江郵便局

鴨江町15

053-452-9817

土・日曜、祝日

郵便窓口 9:00～17:00

浜松元目郵便局

元目町120-8

053-471-9837

土・日曜、祝日

郵便窓口 9:00～17:00

浜松砂山郵便局

砂山町356-16

053-452-9833

土・日曜、祝日

郵便窓口 9:00～17:00

浜松秋葉坂下郵便局

三組町45-4

053-453-4236

土・日曜、祝日

郵便窓口 9:00～17:00

浜松海老塚郵便局

上浅田2-3-7

053-452-9819

土・日曜、祝日

郵便窓口 9:00～17:00

浜松浅田郵便局

西浅田2-6-23

053-441-4925

土・日曜、祝日

郵便窓口 9:00～17:00

浜松馬込郵便局

中央1-18-1

053-452-9916

土・日曜、祝日

郵便窓口 9:00～17:00

浜松中沢郵便局

中沢町17-17

053-471-9831

土・日曜、祝日

郵便窓口 9:00～17:00

浜松アクトシティ内郵便局

板屋町111-2

053-451-0023

土・日曜、祝日

郵便窓口 9:00～17:00

浜松北寺島郵便局

北寺島町209-1

053-452-9816

土・日曜、祝日

郵便窓口 9:00～17:00

百貨店・ 浜松駅ビル メイワン
ショッピング
センター

ホテル等

上島2-1-1

電話番号

寿司割烹 絆

食品販売 株式会社遠鉄ストア佐鳴台店

専門店

住所

・地下～6F 10:00～20:00
・7F 11:00～22:00
・8F 10:00～21:00
10:00～19:30
平日 9:30～19:00
日祭 10:30～18:00

郵便局

お店で眠っているバッグや鞄のリフォーム
をしてみませんか。

リメイク素材から着用向き着物までお値打
ち品多数ございます。ご不用のお着物の
ご処分・買取もいたします。

平成29年度浜松市ウォームシェアスポット 一覧

（民間施設）
区

区分

中区

店舗名称

住所

電話番号

定休日

営業時間

浜松竜禅寺郵便局

竜禅寺町803-3

053-452-9913

土・日曜、祝日

郵便窓口 9:00～17:00

浜松連尺郵便局

連尺町309-14

053-452-9835

土・日曜、祝日

郵便窓口 9:00～17:00
平日 10:00～24:00
土日祝日 8:00～24:00
入館最終受付 23:00

郵便局

温浴業

東区

湯風景しおり

高林1-13-13

053-478-0126

年中無休
（※設備点検のため年間
数日お休みさせていただく
場合がございます）

株式会社遠鉄ストア笠井店

笠井町1197-22

053-435-6611

-

9:30～21:00

西ヶ崎542-1

053-433-7811

-

9:30～21:00

天王町1982-1

053-466-0311

-

9:30～21:00

天王町字諏訪1981-3

053-468-1600

-

9:00～23:00

コメダ珈琲店 浜松原島店

原島町359-2

053-467-2860

-

7:00～23:00

フルーツShomeido(正明堂)

植松町70-14

053-461-6994

水曜

10:00～18:00

浜松グランドボウル

半田山5-36-1

053-420-2191

-

10:00～24:00

浜松毎日ボウル

有玉南町1867

053-472-8201

年中無休

10:00～0:00

静岡ダイハツ販売株式会社
（柳通り店）

西塚町101-1

053-460-8111

火曜

9:30～19:00

BOOKアマノ有玉店

有玉北町768

053-434-9373

-

月～土曜 9:00～22:30
日曜祝日 9:30～22:30

ピザ ガーリック

神ヶ谷町8865-1

053-482-0052

日曜

11:30～15:00
17:30～22:00

株式会社遠鉄ストア桜台店

桜台3-28-1

053-414-1711

-

9:30～20:30

株式会社遠鉄ストア大人見店

大人見町3367-1

053-485-7311

-

9:30～20:30

大平台3-20-1

053-484-0611

-

9:30～21:00

株式会社遠鉄ストア篠原店

篠原町14000

053-440-4111

-

9:30～21:00

スローフード・グレック

坪井町4603

053-448-8101

日・月曜

10:00～19:00

浜名湖ロイヤルホテル

雄踏町山崎4396-1

053-592-2222

-

24時間営業

イオンモール浜松志都呂店

志都呂2-37-1

053-415-1100

-

9:00～22:00
（フロアや店舗により営業
時間が異なります)

イオン浜松西店

入野町6244-1

053-449-2611

-

1階食品売場 7:00～24:00
その他売り場 9:00～22:00

東京インテリア家具 浜松店

志都呂1-47-1

053-555-0111

-

10:30～19:30

静岡ダイハツ販売株式会社
（入野店）

入野町9755-3

053-448-7103

火曜

9:30～19:00

BOOKアマノ入野店

入野町6491-3

053-445-2323

-

月～土曜 9:00～22:30
日曜祝日 9:30～22:30

株式会社遠鉄ストア立野店

立野町543

053-426-1185

-

9:30～20:00

株式会社遠鉄ストア新橋店

新橋町398

053-449-4111

-

9:30～21:00

株式会社かなめ創建

西伝寺町201

053-463-5050

水曜

9:00～18:00

SBSマイホームセンター
浜松展示場

青屋町400

053-464-6167

第1・3火曜
毎週水曜

10:00～17:00

静岡ダイハツ販売株式会社
（寺脇店）

寺脇町693

053-441-3225

火曜

9:30～19:00

新橋町398

053-440-1211

期間中は無し

9:30～19:00

カフェレストラン＆スイーツ
クロッシュ

初生町1208-1

053-523-7035

水曜
（火曜はランチのみ営業）

11:30～21:30

こくりこ

都田町7713-90

053-428-1678

火曜

10:00～21:00

Studio&Caffe CIRCE（チルチェ）

初生町596-1 アビタシオン
イースト1F南

053-437-0270

毎週火曜・祝日

8:00～20:00

細江町中川1900-1

053-523-2811

-

9:30～20:00

食品販売 株式会社遠鉄ストア西ヶ崎店

株式会社遠鉄ストア天王店
ショッピング
イオンモール浜松市野店
センター
飲食店

専門店

西区

飲食店

食品販売 株式会社遠鉄ストア大平台店

ホテル等

ショッピング
センター

専門店

南区

特典

平日 10:00～24:00
土日祝日 8:00～24:00
入館最終受付 23:00

学割、大人割、団体割好評です！

食品販売

住宅展示場

専門店

ホームセン
ジャンボエンチョー 浜松南店
ター

北区
飲食店

食品販売 株式会社遠鉄ストア祝田店

毎月第一土曜日は『チルチェ土曜朝市』を
開催。地元生産者さんのこだわり旬食材
を販売いたします。

平成29年度浜松市ウォームシェアスポット 一覧

（民間施設）
区

区分

北区

店舗名称

住所

電話番号

定休日

営業時間

株式会社遠鉄ストア三ヶ日店

三ヶ日町三ヶ日110

053-524-4511

-

9:30～21:00

株式会社遠鉄ストア初生店

初生町1212

053-439-5011

-

9:30～21:30

靴のマルケイ

三方原町527

053-436-0087

-

7:00～19:00

静岡ダイハツ販売株式会社
（初生店）

初生町1283

053-436-5724

火曜

9:30～19:00

BOOKアマノ三方原店

三方原町1950-1

053-420-1711

-

月～土曜 9:00～22:30
日曜祝日 9:30～22:30

株式会社遠鉄ストア
フードワンきらりタウン店

染地台5-7-28

053-584-0811

-

9:30～20:00

株式会社遠鉄ストア浜北店

中瀬16-1

053-580-0311

-

9:30～21:30

サンストリート浜北

平口2861

053-585-8333

-

10:00～21:00

プレ葉ウォーク浜北

貴布祢1200

053-584-6611

-

10:00～21:30

ジャンボエンチョー
きらりタウン浜北店

染地台5-7-8

053-586-2211

1/1
棚卸日（年2回）

9:30～19:00

静岡ダイハツ販売株式会社
（浜北インター店）

中瀬1724-1

053-588-5959

火曜

9:30～19:00

SHOP ONPU♪

貴布祢676-4

053-545-6585

水曜＆第2、4土曜

月～金曜 11:00～17:00
土・日曜 13:00～18:00

次郎尾八新田6-2

053-922-2311

-

9:30～21:00

川島米穀店

二俣町二俣446

053-925-2057

日曜・祝日

9:00～18:00

ヒラサワ

水窪町奥領家3260-1

053-987-1008

日曜

9:00～18:30

特典

食品販売

専門店

浜北区
食品販売

ショッピング
センター

ホーム
センター

専門店

天竜区 食品販売 株式会社遠鉄ストア天竜店

専門店

暮らしの快適品、多数品揃えしておりま
す。

平成29年度浜松市ウォームシェアスポット 一覧

（公共施設）
区

区分

中区

施設名称

住所

TEL

休館日

開館時間

開放場所

9:00～17:00

ロビー部分のみ。

地域情報センター

中央1-12-7

053-456-5000 年末年始

浜松市男女共同参画・
文化芸術活動推進センター
あいホール

幸3-3-1

053-412-0350

年末年始（12/28～1/3）
保守点検日

9:00～21:30

鴨江町1

053-458-5360

年末年始（12/29～1/3）
メンテナンス休館（2/20）

9:00～21:30

旧浜松銀行協会
木下惠介記念館

栄町3-1

月曜日（祝日により開館し
た場合は、次の日が休
053-457-3450
館。）
年末年始（12/29～1/3）

浜松科学館

北寺島町256-3

053-454-0178

月曜日、祝日の翌日
年末年始(12/29～1/3)

9:30～17:00

成子町140-8

053-452-3131

火曜日（祝日に当たるとき
は、その翌日）

9:00～21:30

文化施設 浜松市鴨江アートセンター

福祉施設 浜松市福祉交流センター

消防庁舎 消防局・中消防署合同庁舎

有料施設（大人100円、高校生以
下無料、70歳以上無料）

9:00～17:00

下池川町19-1

053-475-7524 土日、祝日、年末年始

9:00～17:00

北星児童館

花川町1977

053-436-0302

日曜日、祝日
12/29から翌年1/3まで

9:00～17:00

子どもの
ための 江西児童館
施設

春日町41-1

053-441-2588

日曜日、祝日
12/29から翌年1/3まで

9:00～17:00

浜松こども館

鍛冶町100-1

053-450-9111

年末年始（12/29～1/1）
※臨時休館あり

平日 10:00～17:00
土･日･祝 10:00～18:00

浜松市市民協働センター

中央1-13-3

053-457-2616

年末年始（12/29～1/1）

9:00～21:30

東部協働センター

相生町23-1

053-462-1092

年末年始

8:30～17:15

西部協働センター

広沢1-21-1

053-452-0734

12/29から1/3

8:30～17:15

北部協働センター

葵東1-15-1

053-436-5931

12/29から1/3

8:30～17:15

エントランスホールのみ開
放。インフルエンザ等が大
流行した場合は、危機管理
上開館しない場合がありま
す。

有料施設（大人200円、小・中・高
校生100円、就学前児童無料（保
護者同伴））

市民協働スペースのご利
用は一時間まで。

協働
センター
県居協働センター

東伊場2-7-2

053-445-1415

12/29から1/3

8:30～17:15

富塚協働センター

富塚町1740-1

053-472-7682

12/29から1/3

8:30～17:15

佐鳴台協働センター

佐鳴台2-24-1

053-447-4190

12/29から1/3

8:30～17:15

曳馬協働センター

曳馬3-10-18

053-464-2517

12/29から1/3

8:30～17:15

053-456-0234

第4木曜日、年末年始
（12/29～1/3）

月～金曜日
9:00～19:00
土･日･休日
9:00～18:00

053-458-2180

第4木曜日、年末年始
（12/29～1/3）

月～金曜日
10:00～20:00
土･日･休日
10:00～18:00

中央図書館

松城町214-21

中央図書館駅前分室

旭町12-1
（遠鉄百貨店新
館9F）

図書館

※施設の通常使用を妨げない範囲でのご利用をお願いいたします。

備考

駐車場が少ないため公共交通機
関等を利用ください。
施設利用状況等により、利用でき
ないこともあります。

通常利用スペースを開放
（※図書館利用のマナーに
基いた上での開放としま
す。）

平成29年度浜松市ウォームシェアスポット 一覧

（公共施設）
区

区分

中区

施設名称
南図書館

西図書館

住所

TEL

休館日

開館時間

海老塚2-25-17

月曜日（休日の場合は開
053-452-1655 館）、第4木曜日
年末年始（12/29～1/3）

火～木･土･日･休日
9:00～17:30
金曜日(休日を除く)
9:00～19:00

西伊場町52-17

月曜日（休日の場合は開
053-456-3379 館）、第3木曜日、
年末年始（12/29～1/3）

火～木・土･日･休日
9:00～18:00
金曜日(休日を除く)
9:00～19:00

月曜日（休日の場合は開
053-436-6646 館）、第4木曜日、
年末年始（12/29～1/3）

火～木･土･日･休日
9:00～17:30
金曜日(休日を除く)
9:00～19:00

図書館
北図書館

東区

区役所

月～金曜日
9:00～19:00
土･日･休日
9:00～18:00

城北図書館

和地山2-37-2

053-474-1725

第4木曜日、
年末年始（12/29～1/3）

東区役所

流通元町20-3

053-424-0115

土・日・祝日、年末年始

8:30～17:15

笠井協働センター

笠井町861

053-433-3224

12/29～1/3

8:30～17:15

蒲協働センター

子安町309-1

053-464-2190

12/29～1/3

8:30～17:15

協働
センター 積志協働センター

備考

通常利用スペースを開放
（※図書館利用のマナーに
基いた上での開放としま
す。）

・貸館等により開放できない部分
もございます。
・協働センターのマナーに基づい
た利用をお願いします。

積志町1825

053-433-3715

12/29～1/3

8:30～17:15

天竜協働センター

薬新町99

053-421-0379

12/29～1/3

8:30～17:15

長上協働センター

市野町2620-1

053-421-3595

12/29～1/3

8:30～17:15

子安町309-1

月曜日（休日の場合は開
053-464-2081
館）、第3木曜日、
年末年始（12/29～1/3）

火～木･土･日･休日
9:00～17:30
金曜日(休日を除く)
9:00～19:00

積志町1819

火曜日（休日の場合は開
053-435-0744
館）、第4木曜日、
年末年始（12/29～1/3）

月･水･木･土･日･休日
9:00～18:00
金曜日(休日を除く)
9:00～19:00

流通元町図書館

流通元町20-2

月曜日（休日の場合は開
053-422-0202
館）、第4木曜日、
年末年始（12/29～1/3）

火～木・土･日･休日
9:00～18:00
金曜日(休日を除く)
9:00～19:00

区役所

西区役所

雄踏1-31-1

053-597-1111

住宅
展示場

浜松市エコハウスモデル住
宅

大平台3-21-18

月・火・水・木曜日（祝日に
より開館した場合は、次の
053-485-2021
開館日が休館。）、
年末年始（12/28～1/5）

9:30～16:30

「暖房を止めてきました」という方
にお茶サービス

舘山寺町195

053-487-0511

12/29から12/31日

12月～2月
10:00～16:30
3月
9:00～17:00

有料施設
10月～2月（大人500円お買物券
500円付、小・中学生無料）
3月（大人600円～1000円、小･中
学生300円～500円）

雄踏町宇布見
5427

053-596-1100

12/29から1/3

9:00～21:30

東図書館

図書館

西区

葵東1-15-1

開放場所

植物園

積志図書館

はままつフラワーパーク

文化施設 浜松市雄踏文化センター

※施設の通常使用を妨げない範囲でのご利用をお願いいたします。

土・日・祝日、年末年始

8:30～17:15

通常利用スペースを開放
（※図書館利用のマナーに
基いた上での開放としま
す。）

館内で自由に利用できるひざ掛
けを用意します

区役所
１階市民ホールを解放

平成29年度浜松市ウォームシェアスポット 一覧

（公共施設）
区

区分

施設名称

住所

TEL

休館日

開館時間

開放場所

備考
開催期間：3/31まで
開催時間：9：30～15：30
工場見学無料 ※駐車場無料

西区

環境啓発 浜松市西部清掃工場管理棟
篠原町26098-1
施設
「えこはま」

月曜日（祝日の場合は開
053-440-0150 館）、
年末年始（12/29～1/3）

9:00～16:00

古橋廣之進記念
篠原町23982-1
浜松市総合水泳場（ＴｏＢｉＯ）

毎月第1/曜日
053-489-5463 年末年始（12/31日～1/2
日）

9:00～21:00
日曜日9:00～19:30

水泳場

舞阪協働センター

舞阪町舞阪
2701-9

053-592-2111

年末年始

8:30～21:30

神久呂協働センター

神原町922

053-485-5001

12/29から1/3

8:30～17:15

入野協働センター

入野町9858

053-449-2396

12/29から1/3

8:30～17:15

伊左地町45

053-486-0034

12/29から1/3

8:30～17:15

和地協働センター

和地町6578

053-486-0253

12/29から1/3

8:30～17:15

庄内協働センター

庄内町14-5

053-487-3303

12/29から1/3

8:30～17:15

篠原協働センター

篠原町20399-1

053-448-7859

12/29から1/3

8:30～17:15

雄踏図書館

雄踏町宇布見
8287

月曜日（休日の場合は開
053-596-5522 館）、第3木曜日、年末年
始（12/29～1/3）

はまゆう図書館

大人見町1750394

053-482-1127

舞阪図書館

舞阪町舞阪
2668-56

月曜日（休日の場合は開
053-592-7000 館）、第4木曜日、年末年
始（12/29～1/3）

南区役所

江之島町600-1

053-425-1120

土・日・祝日、年末年始

8:30～17:15

南陽協働センター

下江町462

053-426-3714

12/29～1/3

8:30～17:15

新津協働センター

新橋町910

053-448-2449

12/29～1/3

8:30～17:15

協働
センター 白脇協働センター

寺脇町241

053-441-8088

12/29～1/3

8:30～17:15

五島協働センター

福島町242-1

053-425-9147

12/29～1/3

8:30～17:15

可美協働センター

増楽町1723-1

053-440-0007

12/29～1/3

8:30～17:15

南陽図書館

下江町462

月曜日（休日の場合は開
053-426-1000 館）、第3木曜日、年末年
始（12/29～1/3）

火～木･土･日･休日
9:00～17:30
金曜日(休日を除く)
9:00～19:00

可新図書館

月曜日（休日の場合は開
小沢渡町1142-1 053-449-1001 館）、第4木曜日、年末年
始（12/29～1/3）

火～木､土･日･休日
9:00～18:00
金曜日(休日を除く)
9:00～19:00

協働
伊佐見協働センター
センター

図書館

南区

区役所

第4木曜日、年末年始
（12/29～1/3）

図書館

※施設の通常使用を妨げない範囲でのご利用をお願いいたします。

受付にて「エアコンを止め
てきました」という方には、
啓発グッズ（２Rもったいな
い実践メモ帳）を進呈しま
す。（お一人様1点）

ご来館の際は、１F 受付にて入館
手続きをお願い致します。
「えこはま」２F情報展示スペース
の机・椅子をご利用ください。
スペースに限りがありますので譲
り合ってご利用いただくようお願
い致します。
お飲物などは、１F自動販売機前
にてお願いいたします。
有料施設（利用料の詳細は施設
にお問い合わせください）

火～木､土･日･休日
9:00～18:00
金曜日(休日を除く)
9:00～19:00

通常利用スペースを開放
（※図書館利用のマナーに
基いた上での開放としま
す。）

月～金曜日
9:00～19:00
土･日･休日
9:00～18:00

通常利用スペースを開放
（※図書館利用のマナーに
基いた上での開放としま
す。）

火～木､土･日･休日
9:00～18:00
金曜日(休日を除く)
9:00～19:00

通常利用スペースを開放
（※図書館利用のマナーに
基いた上での開放としま
す。）

通常利用スペースを開放
（※図書館利用のマナーに
基いた上での開放としま
す。）

平成29年度浜松市ウォームシェアスポット 一覧

（公共施設）
区
北区

区分

施設名称

住所

TEL

休館日

文化施設 地域遺産センター

引佐町井伊谷
616-5

・12/29～1/3
・1/15～26（臨時休館）
053-542-3660
※1/27以降は月曜休館
（祝日の場合翌日休館）

9:00～17:00

福祉施設 三ヶ日総合福祉センター

三ヶ日町宇志
803

053-524-1514 土・日曜、祝日、年末年始

8:30～17:15

宿泊施設 国民宿舎 奥浜名湖

細江町気賀
1023-1

053-522-1115

10:00～15:00

引佐図書館

引佐町井伊谷
610-2

月曜日（休日の場合は開
053-542-2118
館）、第4木曜日、
年末年始（12/29～1/3）

細江図書館

細江町気賀
4579-1

053-527-0185

三ヶ日図書館

三ヶ日町宇志
799-1

月曜日（休日の場合は開
053-528-0151
館）、第4木曜日、
年末年始（12/29～1/3）

火～木､土･日･休日
9:00～18:00
金曜日(休日を除く)
9:00～19:00

都田図書館

都田町8751-2

月曜日（休日の場合は開
053-428-0011
館）、第4木曜日、
年末年始（12/29～1/3）

月～木､土･日･休日
9:00～18:00
金曜日(休日を除く)
9:00～19:00

浜北区役所

貴布祢3000

053-585-1146

高薗775-1

053-586-8800 土、日、祝日 12/29～1/3

8:30～17:15

053-588-2740

毎週月曜日（祝日の場合
は翌日）、12/29～1/3

9:00～17:15

宮口3171

053-582-3011

12/29～1/3

8:30～17:15

中瀬3501-1

053-588-2245

12/29～1/3

8:30～17:15

寺島2946

053-585-0510

12/29～1/3

8:30～17:15

1/15～17

第3木曜日、年末年始
（12/29～1/3）

図書館

浜北区

区役所

福祉施設 発達医療総合福祉センター

研修
浜北地域活動・研修センター 於呂2829-1
センター

麁玉協働センター
協働
中瀬協働センター
センター

北浜南部協働センター

天竜区

開館時間

土・日・祝日、年末年始

図書館

浜北図書館

貴布祢3000

原則として第2月曜日、年
053-586-8200
末年始（12/29～1/3）

区役所

天竜区役所

二俣町二俣481

053-922-0016

子どもの
ための 天竜児童館
施設
春野協働センター
協働
センター 佐久間協働センター

図書館

土・日・祝日、年末年始
（12/29～1/3）

月～木､土･日･休日
9:00～18:00
金曜日(休日を除く)
9:00～19:00

月～金曜日
9:00～19:00
土･日･休日
9:00～18:00

図書室のみ

施設利用状況等により利用でき
ないことがあります。
通常利用スペースを開放
（※図書館利用のマナーに
基いた上での開放としま
す。）

8:30～17:15

春野町宮川
1467-2

053-983-0001 土・日曜、祝日、年末年始

8:30～17:15

佐久間町中部
18-11

053-966-0001

8:30～17:15

龍山協働センター

龍山町大嶺570053-966-2111 土・日曜、祝日、年末年始
1

8:30～17:15

天竜図書館

二俣町二俣184053-926-1244
32

9:00～17:45

春野図書館

春野町宮川
1327-1

月曜日（祝日の場合は開
館し翌火曜日を休館）、祝
053-989-1119
日の翌日、第4木曜日、年
末年始（12/29～1/3）

水窪図書館

水窪町奥領家
3274-1

月曜日（祝日の場合は開
館し、翌火曜日を休館）、
053-982-0013
第4木曜日、年末年始
（12/29～1/3）

佐久間図書館

佐久間町佐久間
053-965-1682
2431-3

龍山図書館

龍山町瀬尻982053-968-0331 土・日曜、祝日、年末年始
2

※施設の通常使用を妨げない範囲でのご利用をお願いいたします。

通常利用スペースを開放
（※図書館利用のマナーに
基いた上での開放としま
す。）

8:30～17:15

9:00～17:00

第4木曜日、年末年始
（12/29～1/3）、3月4日

備考

火～木､土･日･休日
9:00～18:00
金曜日(休日を除く)
9:00～19:00

二俣町鹿島530日曜日、祝日、12/29から
053-926-1532
1
翌年1/3まで

土・日・祝日・年末年始

開放場所

火～日曜日･休日
9:00～17:30

火～日曜日･休日
9:00～17:30

火～金曜日
月曜日（祝日の場合は翌
10:00～18:00
火曜日も休館）、祝日、
土･日･休日(祝日は休
2/23
館) 9:30～17:30
月曜日～金曜日
9:00～17:00

通常利用スペースを開放
（※図書館利用のマナーに
基いた上での開放としま
す。）

特集コーナーにて、ウォームシェ
ア期間の12/3～1/31「ホット ＨＯ
ＴＴＯ ＨＯＴ！！」テーマの資料を
紹介、展示します。

