
木原天文台

■夏休み子ども写生会にご参加を
夏休みに家族で写生をしてみませんか？
・と き ８月９日（土）１０：００～１４：００
・ところ 名寄市民文化センター入り口ホール集合

会場は浅江島公園（雨天時は市民文化センター）
※申し込み不要。当日直接集合場所へお越しく
ださい。

・対 象 幼児、小学生、中学生、高校生およびその家族
・参加料 無料
・主 催 名寄市子ども会育成連合会
・共 催 市教育委員会、名寄市公民館
・展 示 市民文化センター展示ホール

８月１０日（日）～８月１８日（月）
※最終日は午前中まで展示します

・表彰式 ８月１８日（月）１３：３０
市民文化センター展示ホール
参加者全員（保護者を除く）には参加記念品、
入賞者には賞状を贈呈します。

・問い合わせ 市民文化センター

■市民納涼盆踊り大会
・と き ８月１６日（土）～１７日（日）

※雨天の場合は18日（月）まで順延
18：30～19：30 ちびっ子あつまれ！子ども盆踊り
19：30～20：30 市民と仮装の北海盆踊り

・ところ 南広場（西2南9）
※大会当日、決行の場合は、１７：３０に花火
を打ち上げます。

《仮装盆踊りに参加しよう！》
・と き 16日個人、17日団体

※雨天の場合は、個人･団体を同日開催
・賞 金 個人の部（１人）

最優秀賞 ５０，０００円 他各賞あり

団体の部（５人以上）
最優秀賞１００，０００円 他各賞あり

･受付期間 8月14日(木)までの9:00～17:00(土・日を除く)
･受付内容 題名･チーム名･人数･代表者名（住所･電話番号）
･応募基準 名寄市民
･申し込み 市民納涼盆踊り大会実行委員会（公民館 市民

文化センター内）
* nybunsen@city.nayoro.lg.jp

■市民講座の受講生を募集
テーブルマナー～洋食のマナーを楽しく学びませんか？～
・と き ９月１１日（木） １９：００～２１：００
・ところ グランドホテル藤花
・対 象 一般
・定 員 ３０人（先着）
・参加料 ３,５００円
・申込み ８月１１日（月）～２９日（金）

市民文化センター(定員になり次第締め切り)

■第５回芸術文化鑑賞バスツアー
・と き ９月１２日（金）
・行き先 旭川市（高砂酒造㈱、旭川美術館）

８：３０ 市役所名寄庁舎前 出発
（ハローワーク・市民文化センター・風連
福祉センター前停車、帰路も同じ）

１７：００頃 市役所名寄庁舎前 到着
・申込期間 ８月１１日（月）～１５日（金）
・費 用 １，０００円（予定、入館料など。ただし昼食

代は含みません）
・定 員 ３３人（最少催行１５人、定員を超えた場合は

抽選）
・申込み 市民文化センター、

風連福祉センター01655③2531

■プラネタリウム館のご案内
「夏の星座と物語」
・投影日 水曜から日曜日１５：００～
・休館日 毎週月曜、火曜日、月末日、祝日
・月末休館日 ８月３１日（日）
・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、福祉施設などについて
は、市内免除市外半額になります(事前に申請が必要で
す、お問合せください)

・連絡先
プラネタリウム館（大通南２丁目）01654②4751

〇天文教室
・タイトル 夏休み天文教室「ひのでが見た太陽」
・と き ８月７日（木）～８日（金）

１５：００～（約３０分間）
・ところ プラネタリウム館
・定 員 ６５名
・参加費 無 料（当日直接お越しください）
・連絡先 木原天文台

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、祝日 入館料 無料

■特別観望会
・テーマ 「ペルセウス座流星観望会」

１時間に４０個ほどの流れ星が見られます
・と き ８月１２日(火)

２０：３０～２３：００
・ところ 名寄市智恵文支所
・参加費 無 料（いすを持参してください）
・連絡先 木原天文台

■８月にみられる天体
・月面 ４日～１７日 ・木星 今月中

満月の出

平成２０（２００８）年６月１８日 木原天文台から撮影

市民文化センター
西１３条南４丁目 01654②2218 FAX 01654②2356

開 ９：００～２２：００ 休 月末・年末年始
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まなびの部屋

博物館

「昭和」をテーマとした本年度の特別展・企画展の中で、
今回は衣生活の視点から昭和時代を振り返ります。なお、
15日まで昭和30年～40年代の女性用・子供用衣服資料を募
集しています。寄贈・貸し出しできる方は北国博物館にお
電話ください。

・と き ８月２９日(金)～９月１４日(日)
・ところ 北国博物館ギャラリーホール（無料）

■郷土講座「朔北の青春にかけた人々～名寄新芸
さくほく

術協会・集産党事件をめぐって～」
3月に開催を延期した講座ですが、今回、改めて開催でき

ることになりました。名寄農業高校、名寄高校で長く教諭
を務めた宮田汎（ひろし）さんが、このほど出版した著書
「朔北の青春にかけた人びと」の内容を舞台となった名寄
で紹介します。
名寄の文芸活動史に基づくテーマであり、宮田さんは、

平成11～14年発刊の「新名寄市史」でも編集員としてこの
分野を執筆していました。

・と き ８月２１日(木) １8：30～20：３0
・ところ 北国博物館講堂（無料）

■「文学バスツアー」のお知らせ
・と き ９月６日（土）

名寄本館８：４０、風連分館８：５０集合
・行き先 旭川市 「三浦綾子記念文学館」（見学と講演）

「西川徹郎文学館」（見学）
・定 員 ３０人
・参加費 大人1,200円 中学・高校生400円 小学生以

下200円（入館料・保険料など。昼食は各自で）
・申込み ８月２６日（火）まで 名寄本館・風連分館

（定員になり次第締め切ります）

【名寄本館の予定】
●古典文学講座「源氏物語千年紀 -宇治十帖を中心に- 」
・と き ９月１３日～１０月２５日（毎週土曜日）

１３：３０～１５：３０（全６回）
・講 師 佐藤喜代枝さん(市教育委員会教育専門相談員)
・受講料 無料
・定 員 ３０人
・対 象 中学生以上
・申込み ９月５日（金）まで 名寄本館

（定員になり次第締め切ります）
●ミニ展示 『十五夜』『おばけだぞー』
●ノートをつくってみよう！
・と き ８月８日（金）９：30～
・ところ 名寄本館２階（ラ・ボラの部屋）
・対 象 小学校４・５・６年生
・参加費 100円（保険料）
・定 員 １０人
・持ち物 エプロン､表紙用の紙２枚(包装紙など30㎝×22㎝)、

定規30㎝、筆記用具
・申込み ８月５日（火）まで 名寄本館

（定員になり次第締め切ります）
●きんようおはなしクラブ(毎週金曜日 15：30～)
・と き ８月８日・２２日・２９日
・対 象 ３歳以上～小学生
・内 容 絵本・紙芝居・工作ほか

図書館

■第１８回特別展「昭和のくらし」
昭和40年前後の名寄の暮らしを振り返る生活用品、商売

用具、雑誌などが展示されています。当時の茶の間を再現
した空間には、ちゃぶ台や白黒テレビを中心にした家族団
らんの風景がよみがえります。

・と き ８月２４日(日)まで
・ところ 北国博物館ギャラリーホール（無料）

■企画展「昭和の衣服展」
昭和初期、これまで和服姿であった日常着が次第に洋服

に変わります。まもなく戦時下の暗い衣服となりますが、
戦後には海外の流行の影響を受けるようになり、やがて高
度経済成長の下で豊富な既製服が出回り始めます。

「昭和のくらし」開催中の写真

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

北国博物館 緑丘222 ・FAX 01654③2575

e-mail ny-kitahaku@city.nayoro.lg.jp

開 9：00～17：00 休 月・年末年始

風連分館 風連町南町８５ 01655③2531 FAX 01655③2321

●ペンギンクラブ（第１・３木曜日 10：30～）
・と き ８月７日・２１日
・対 象 ３歳未満児・保護者
・内 容 ペープサートを作ろう（７日）、たべもの絵本

（21日）ほか

【風連分館の予定】
●夏のおはなし会
・と き ８月２８日（木）１５：３０～(児童)
・と き ８月２９日（金）１１：００～(幼児と保護者)

●おはなしタイム(水曜日 15：00～)
・と き ８月６日・２０日
・対 象 児童

●おはなしポケット(金曜日 11：00～)
・と き ８月１日・８日・２２日
・対 象 幼児と保護者
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自動車文庫「やまゆり号」８月の巡回日程
《名寄地区》

5日�・19日� 錦町公園前 14:40～14:55
第一老人クラブ前 15:05～15:25
麻生公園前 15:35～15:50
ライラック公園前 16:00～16:15

13日�・27日� 東三条郵便局前 13:25～13:40
緑丘第一団地 13:50～14:05
南が丘総合福祉会館前 14:15～14:30
はなぞの広場 15:35～16:00
サンピラー・マーガレットヴィラ道営住宅前 16:15～16:40

7日�・21日� ハルニレ公園前 15:45～16:00
浅江島公園築山前 16:05～16:20

8日�・22日� コデマリ公園 14:30～14:45
ノースタウンふれあい会館前 14:55～15:15
西１０南１自衛隊官舎前 15:55～16:25

《風連地区》
26日� 市街地区 10:05～10:55

日進・旭地区 13:00～13:55
27日� 下多寄地区 10:15～10:40
20日� 東風連地区 10:15～10:45




