東２条北５丁目
01654②3956 e-mail nayoro@nayoro-star.jp
URL http://www.nayoro-star.jp
開 水〜日 13：00〜19：00 休 月・火、祭日 入館料 無料

木原天文台

12月に見られる天体
■月面 １日〜７日
■天王星 今月中

■星雲・星団

10日〜23日

プラネタリウム館のご案内

クリスマスお楽しみビデオ上映会
■と き 12月22日（金）14:50から30分間
■ところ プラネタリウム館
■内 容 ディズニーアニメ「ロバと少年」
※直接、プラネタリウム館までお越しください。
※当日の入館料は無料で、通常の投映は中止となります。
増光したスワン彗星
2006年10月25日
木原天文台にて撮影

「冬の星座と物語」
■投影日 水曜日〜日曜日15 : 00から
■休館日 毎週月曜日・火曜日、月末日、祭日
■年末年始休館日 12月30日（土）
〜１月６日（土）
■入館料 ○一般100円 ○小学生〜高校生50円 ○幼児無料
※減免 ： 学校、幼稚園、保育所、福祉施設等は、市内
免除・市外半額になります。（事前に申請が必要です
ので、お問い合わせください。）
■連絡先
プラネタリウム館（大通南２丁目） 01654②4751

文化センター

西13条南４丁目
01654②2218 FAX 01654②2356
開 9:00〜22:00 休 月末・年末年始

Ｂ＆Ｇ
「体験クルーズ」の参加者を募集します
平成18年度「Ｂ＆Ｇ体験クルーズ」
■期
間 平成19年３月26日(月)〜３月31日(土)
＜５泊６日＞
■行
先 小笠原諸島 父島
■募集人数 ３人（名寄地区２人 風連地区１人）
■対
象 市内在住の小学４年生〜中学３年生の男女
■参加費用 市で負担（一部自己負担あり）
■募集期限 12月11日（月）
■応募方法 名寄地区は市民文化センター窓口、風連地
区は福祉センター窓口で備え付けの申込書
に必要事項を記入し、応募動機書(作文・原
稿用紙１〜２枚)を添えて提出してください。
※参加にあたり､条件があります。
※応募者多数の場合は、作文の内容を考慮した選考・面
接により参加者を決定いたします。
■問い合わせ 生涯学習課スポーツ振興係
【名寄地区】市民文化センター 01654②2218
【風連地区】風連福祉センター 01655③2531

冬休み子ども料理教室にご参加を
■と き 12月26日（火） 9:30〜13:00
■ところ 市民文化センター調理実習室
■対 象 市内の小中学生
■内 容 具だくさんサンドウィッチなど
■参加費 500円
■申込期間 12月１日（金）〜12日（火）

各種スキー大会のお知らせ
■なよろスペシャルジャンプ２連戦
ところ ピヤシリシャンツェ
【第１戦】第37回ピヤシリジャンプ大会兼第44回北海道
新聞社杯ジャンプ大会
と き 12月16日（土） 9:30競技開始
【第２戦】第22回吉田杯ジャンプ大会
と き 12月17日（日） 9:30競技開始
■第24回全日本コンバインド大会
【１日目】と き 12月23日（土） 9:30競技開始
ところ ピヤシリシャンツェ
【２日目】と き 12月24日（日）10:00競技開始
ところ なよろ健康の森
■全日本スキー連盟Ｂ級公認
第12回全日本クロスカントリー名寄大会
と き 12月23日（土）10:00競技開始
ところ なよろ健康の森
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まなびの部屋
博物館

北国博物館 緑丘222
・FAX 01654③2575
e-mail ny-kitahaku@city.nayoro.lg.jp
開 9:00〜17:00
風連分館
風連町南町85
・FAX 01655③2531

■細氷現象展〜厳冬の輝き〜
厳しい寒さの中でしか発生しないダイヤモンドダ
スト（細氷）。名寄の冬の代名詞として知られるよ
うになったサンピラー現象もその１つです。細氷現
象「PHOTO」研究会創立メンバーの宗片広亘さんが、
サンピラーのほか、ムーンピラーやライトピラーなど、
細氷現象を写した写真約30点を展示します。
と き 12月２日（土）〜24日（日）
ところ 北国博物館ギャラリーホール（無料）

■冬休み石器作り教室
と き
ところ
対 象
講 師
定 員

12月27日（水） 9:00〜12:00
北国博物館ギャラリーホール
小学５年生〜高校生
西村巌さん
20人
※定員になり次第締切
費 用 180円
持ち物 ゴーグルと軍手
申込期間 12月５日（火）〜19日
（火）
申し込み 北国博物館

図書館

と き
ところ

平成19年１月11日（木）〜12日（金）
北海道大学雨竜研究林
（送迎バス運行します）
対 象 小学４年生〜６年生
定 員 25人程度
※応募者多数の場合は抽選
内 容 ①冬の森を調べよう②イグルーを造ろう
③森の宝さがし④アイスクリーム作り
⑤雪原パーティー
費 用 3,500円（宿泊費、食費、保険料、プログ
ラム費など）
申込期間 12月18日（月）まで
申込方法 電話、郵便またはファックスにて、
名前・読み仮名、性別、学校・学年、
住所、電話番号、保護者名をご連絡く
ださい。
申し込み 北国博物館
共
催 北海道大学北方生物圏フィールド科学
センター・幌加内町教育委員会

名寄本館 大通南２
01654②4751 FAX 01654②4897
開 火・金 9:30〜17:00 水・木 9:30〜20:00 ※17:00以降は１階のみ
土・日 9:30〜16:00
休 月・月末・祝・年末年始
風連分館 風連町南町84-1
01655③2871 FAX 01655③2380
開 月〜金 9:30〜17:00 土 9:30〜16:00 休 日・月末・祝・年末年始

●「図書館電算システム」の稼働に伴い、12月１日から、
図書の貸出方法が利用者カード登録による貸出となりまし
た。図書の借用・返却の際は、利用者カードが必要となり
ますので、必ず持参してください。なお、４月以降に登録
された方は、来館時にお渡しいたします。
●ふゆのおたのしみ会
と き 12月22日
（金） ①10:30〜11:15（０〜３歳向き）
②15:30〜16:30（３歳以上向き）
定 員 ①20人 ②50人
※定員になり次第締切
ところ 名寄本館２階
参加料 無料
持ち物 ハサミとのり ※②の部のみ
申込期間 12月５日（火）〜20日（水）
申込方法 名寄本館カウンターまたは電話
申し込み 名寄本館

【風連分館の行事】
※風連分館改修工事のため、行事は風連福祉センターで開
催します。
●カンガルーのポケット
12月20日(水) 10:00から
・対象者 就学前のお子さんと保護者
・内 容 クリスマスケーキ作り

平成18年12月号

月・年末年始

■森のたんけん隊2007冬

【名寄本館の行事】
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休

自動車文庫「やまゆり号」12月の巡回日程
《 名 寄 地 区 》
５日（火）第１老人クラブ前
錦町公園前
麻生公園前
ライラック公園
６日（水）ハルニレ公園前
浅江島公園築山前
７日（木）道営サンピラー・マーガレットヴィラ
白樺団地内
南が丘団地内
８日
（金）新大橋会館前
西10南１自衛隊官舎前
12日
（火）東三条郵便局前
名農教員住宅前
緑丘第１団地
13日
（水）北体育館前
新北斗団地集会所
14日
（木）智恵文支所前

14:50〜15:05
15:15〜15:35
15:45〜16:05
16:15〜16:35
15:25〜15:45
15:50〜16:30
15:20〜15:45
15:55〜16:10
16:15〜16:30
15:30〜15:45
15:50〜16:30
15:05〜15:30
15:40〜16:00
16:10〜16:30
15:15〜15:35
15:50〜16:10
11:00〜11:20

《 風 連 地 区 》
８日（金）東風連地区
12日
（火）下多寄地区
14日
（木）日進・旭地区
20日
（水）市街地地区

10:00〜
9:45〜
12:45〜
10:00〜

