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

■プラネタリウム館のご案内
「春の星座と物語」

■５月にみられる天体

・投影日
水曜から日曜日１５：００から
・休館日
毎週月曜、火曜日、月末日、祝日
・月末休館日 ５月３１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、
お問合せ下さい)。
・連絡先
プラネタリウム館（大通南２丁目） A01654②4751

・月面 ８日〜１８日・火星 今月中・土星 今月中
・水星 上旬〜中旬

ガイアナイト観望会の様子

■特別観望会
テーマ
月と３つの惑星を見よう！
・と き ５月８日（木)・９日（金）
１８：３０〜２０：００
・ところ 木原天文台
・参加費 無 料（当日直接おいでください）
※天候不良時は、中止となります。

市民文化センター

平成２０（２００８）年３月３０日木原天文台で撮影

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

■第２回芸術文化鑑賞バスツアー
・と き ６月１３日（金）
・行き先 旭川市
８：００

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）

１６：００ 市役所名寄庁舎前 到着
（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）
○北海道新聞旭川印刷工場 ○旭川美術館
・申し込み期間 ５月１２日（月）〜１６日（金）

と き ６月１４日（土）
ところ 市民文化センター ほか
②魚釣りを体験しよう！
と き ７月 ５日（土）
ところ 名寄川（予定）
③天塩川の源流を見に行こう！〜宿泊研修と 源
流探索
と き ９月２０日（土）〜２１日（日）
ところ 士別市つくも青少年の家 ほか
・参加料 ３千円程度（保険代、教材費等）
・申し込み ５月１日（木）〜２３日（金）までに市民文
化センターへ

・費用 ９００円（予定・入館料等。ただし昼食代は含
みません）
・定員 ３３名（最少催行１５名、定員を超えた場合は
抽選）
※年間予定は市ホームページに掲載しています。

■「わくわく！体験子ども塾」に参加しよう！
今年は「天塩川」をテーマに全３回行い、いろいろな体験
をします。
・対 象 小学３〜６年生（全３回参加できる人）
・定 員 ３０人（先着）
・内 容 ①名寄を流れる天塩川を知ろう！〜仲間作りと
天塩川探索サイクリング

■市民講座の受講者を募集
○挑戦！魚おろし
包丁研ぎ・魚おろしに挑戦してみませんか？
・と き ６月２０日（金） １３：３０〜１５：３０
・ところ 市民文化センター調理実習室
・定 員 １８人（先着）
・費 用 １，５００円程度（材料代）
・持ち物 出刃包丁（なければ洋包丁も可）、と石、エプロ
ン、三角巾、手ふきタオル
・講 師 穴吹 三男 氏
・申し込み ５月７日（水）〜１６日（金）までに市民文
化センターへ

広報なよろ第26号 ｜ ４

まなびの部屋
博物館

北国博物館 緑丘222
A・
FAX 01654③2575
e-mail ny-kitahaku@city.nayoro.lg.jp
開 9：30〜17：00
休 月・年末年始
風連分館 風連南町８５
A
01655③2531 FAX 01655③2321

■ＳＬ排雪列車「キマロキ」を公開
「96型」、「Ｄ51型」の2台の機関車の間にマックレー車、
ロータリー車が連結された「キマロキ」編成のＳＬは、全
国でも名寄だけに保存されている豪雪地帯専用の排雪列車
です。北国博物館前の旧名寄本線上に展示していますが、
冬の間は車体の保護のためシートで覆っています。今年も4
月下旬にこのシートが外され、姿が見られるようになりま
した。降雪期を迎える10月中旬まで公開します。

■昭和映画ポスター展
昭和20年代から40年代にかけて、映画の全盛期に地域で
上映された映画ポスターを分野別に紹介します。懐かしい
ヒット作の雰囲気をお楽しみください。
・と き ５月１６日 〜
ｻ ６月１日 ｶ
・ところ 北国博物館ギャラリーホール（無料）

1回目は、「春〜子羊誕生！」がテーマ。羊の出産シーズン
に合わせ、羊の親子をモチーフにした小物です。子供から
大人までお楽しみ下さい。
・と き ５月３１日 ｼ １３：００〜１５：００
・ところ 北国博物館講堂
・講 師 逸見りかさん（ウール工房ひつじ小屋niupu・美
深町仁宇布）
・対 象 小学４年生以上（低学年は保護者同伴で）
・費 用 ５００円（材料費）
・定 員 ２０人
・申込み １６日（金）から北国博物館
定員になり次第締め切ります。

■「羊毛を使った季節を飾る小物作り」講習会
地域に関わりの深い、羊毛を使う手作りを体験してみま
せんか。本年度、４回の講習会を予定し、春夏秋冬の自然
の情景を室内で表現する小物を作ることにしています。
写真は｢春〜子羊誕生｣で作る作品です

図書館
【名寄本館の予定】

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 風連南町８４−１
A
01655③2871 FAX 01655③2380
開 月〜金 9：30〜17：00 土 9：30〜16：00
休 日・月末・祝・年末年始

●春のおはなし会
・と き ５月２３日 ｻ １１：００〜
●ミニ展示
『赤ちゃんに読んであげたい おすすめの絵本（４/１〜 ・対 象 幼児・保護者
・内 容 絵本読み聞かせ 他
５/６）
』『みんなできをつけよう（４/２２〜５/３０）』
『山の幸（５/１〜５/３０）
』
『花壇づくり（５/７〜５/３０）
』
●きんようおはなしクラブ(毎週金曜日 １５：３０から)
・と き ５月２日・９日・１６日・２３日・３０日
自動車文庫「やまゆり号」５月の巡回日程
・対 象 ３歳以上〜小学生
《名寄地区》
・内 容 絵本・紙芝居・工作 他
14日 ｹ・
27日 ｸ 錦町公園前
14:40〜14:55
●ペンギンクラブ
第一老人クラブ前
15:05〜15:25
・と き ５月１日・１５日 １０：３０から
麻生公園前
15:35〜15:50
・対 象 ３歳未満児・保護者
ライラック公園前
16:00〜16:15
・内 容 読み聞かせ・紙芝居・パネルシアター 他
7日
ｹ・
21日
ｺ
東三条郵便局前
13:25〜13:40
●こども図書館まつり
緑丘第一団地
13:50〜14:05
・と き ５月１０日 ｼ １０：３０から
南が丘総合福祉会館前
14:15〜14:30
・対 象 幼児・児童（３歳以上から小学生まで）
はなぞの広場
15:35〜16:00
・内 容 絵本読み聞かせ・紙芝居・工作
サンピラー・マーガレットヴィラ道営住宅前 16:15〜16:40
・定 員 ５０名
8日 ｺ・
22日 ｺ ハルニレ公園前
15:45〜16:00
・持ち物 ハサミ・木工用ボンド
浅江島公園築山前
16:05〜16:20
※上記の申し込みは、名寄本館カウンターまたは電話でご
連絡ください。
9日 ｻ・
23日 ｻ 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
【風連分館の予定】
●おはなしタイム(毎週水曜日 １５：００〜)
西１０南１自衛隊官舎前
15:55〜16:25
・と き ５月７日・１４日・２１日・２８日
《風連地区》
・対 象 児童
13日 ｸ 市街地区
10:05〜10:55
●おはなしポケット(毎週金曜日 １１：３０〜)
日進・旭地区
13:00〜13:55
・と き ５月２日・９日・１６日・３０日
14日 ｹ 下多寄地区
10:15〜10:40
・対 象 幼児と保護者
16日 ｻ 東風連地区
10:15〜10:45

５ ｜平成20年5月号

