木原天文台

東２条北５丁目
01654②3956
nayoro@nayoro-star.jp
URL http://www.nayoro-star.jp
開 水〜日 1 3 : 0 0〜1 9 : 0 0 休 月・火、祝日 入館料 無料

新天文台への引っ越しに伴い、プラネタリウム館・木
原天文台は１１月末で閉館します。
プラネタリウム館 １１月２９日（日）１６：００
木原天文台
１１月２９日（日）１９：００
■プラネタリウム館のご案内
「秋の星座と物語」
・投影日 水曜日〜日曜日１５：００〜
・休館日 毎週月曜、火曜日、月末日、祝日
・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

■１１月に見られる天体

■イベント
●天文教室「しし座流星群とその観察方法」（入場無料)
・と き １１月３日(火)１５：００〜
・ところ プラネタリウム館
※１回の上映は定員６５人、当日直接お越しください。

■閉館特別イベント
●自分で星を映してみよう（入場無料）
プラネタリウム投影機「GOTO S-3｣を自分で操作し
てみよう
・と き １１月２５日(水)、２６日(木)
１３：００〜１４：３０
・ところ プラネタリウム館
・予 約 １日５組まで、１組約１５分間
１１月４日(水)〜木原天文台( 01654②3956)
（留守番電話での受付は致しません）
●閉館無料投影（入場無料）
・と き １１月２５日(水)〜２９日(日)
１５：００〜（約３０分間）
・ところ プラネタリウム館
※２７日(金)はきんようおはなしクラブとの共同企画にな
ります。
※１回の上映は定員６５人、当日直接お越しください。

・月面 １日〜５日、２２日〜３０日
・木星 今月中
・星雲・星団 ８日〜２０日

アンドロメダ大星雲M31
秋の夜空に輝く「アンドロ
メダ座」にある大きな銀河。
名前を付けた当時は宇宙を
漂うガスだと思われていまし
たが、観測機材の進歩により
数千億個の星の大集団である
「銀河」だとわかりました。
そのため、名前が「大星雲」
となっているのです。

●閉館観望会（入場無料）
・と き １１月２７日(金)､２８日(土)１７：００〜
２１：００
１１月２９日(日)１７：００〜１８：３０
・ところ 木原天文台
※天候不良の場合、観望会は中止となりますが、施設は
ご覧になれます。

（2009年10月11日撮影）

市民文化センター

西1 3 条南４丁目
開 8:00〜22:00

■市民講座の受講者を募集
陶芸教室（後期）全５回
・と き １１月２３日〜１月２５日毎月第４月・火曜日
月：１３：３０〜１５：３０
火：１０：００〜１２：００
・ところ 市民文化センター市民工芸室
・対 象 一般
・定 員 ３０人（先着）
・費 用 粘土１㎏につき３００円
・申込み １１月２日（月）〜１７日（火）の間に市民文化セ
ンターへ（定員になり次第締め切り）

■新成人になられる皆さんへ
新成人になられる方の名簿を作成しています。住民基本台
帳により調査を進めていますが、次の方はご連絡ください。
●進学・就職などで、名寄市以外にお住まいで、名寄市で
の成人式（平成２２年１月１０日(日)１４：００〜グラ
ンドホテル藤花）に出席を希望する方。

01654②2218

FAX 01654②2356

休 月末・年末年始

●何らかの事情で、名寄市への転入届を済ませていない方。
・対 象 平成元年４月２日から平成２年４月１日までに
生れた方。
※１２月に案内状を発送します。
※名寄市に住民票のある方は、連絡の必要はありません
・問い合わせ
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

■杉並区との中学生交流会参加者募集
・と き １２月２６日（土）〜１２月２９日（火）３泊４日
・対 象 市在住の中学生（１年生〜３年生）
・参加費 ５，０００円（経費の一部負担として）
・募集人数 ２５人（応募多数の場合抽選にて決定します)
・申込方法 １１月２７日（金）までに申込書を記入し、生涯
学習課風連庁舎にＦＡＸ（ 01655③2321）
または電話（ 01655③2531）でお申込みく
ださい。

広報なよろ第44号

６

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 : 0 0〜1 7 : 0 0
休 月・年末年始
01655③2531 FAX 01655③2321
風連分館 風連町南町85

■企画展「名寄の絵はがき〜戦後編〜」

■指定文化財写真展

名寄で発行された絵はがきのうち、昭和20年代から現在ま
でに発行されたものを集めて紹介します。この間、絵はがき
に取り上げる名寄の象徴的な風景に変化が見られます。また、
名寄公園や駅前など、時代と共に違う表情を見せるようにな
ってきた場所にも注目してください。

名寄市指定の文化財を被写体にした、市民撮影の写真を展
示します。地域の歴史や文化を今に伝える風連獅子舞、グイ
マツ、名寄教会会堂、ミズナラ林という４つの文化財に目を
向けてみてください。また、展示写真は11月15日(日)まで受
け付けていますので（先着50点）、要領は博物館に問い合わ
せください。

・と き １０月３０日(金)〜１１月２２日(日)
・ところ 北国博物館ギャラリーホール（無料）

・と き １１月２７日(金)〜１２月１３日(日)
・ところ 北国博物館ギャラリーホール（無料）

■バードテーブルにご協力ください

「名寄で発行された絵はがき」

図書館

名寄本館 大通南２丁目
01654②4751 FAX 01654②4897
開 火・金 9:30〜17:0 0 水・木 9:30〜20:0 0 ※17:00以降は１階のみ
土・日 9:30〜16:0 0
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 9:30〜17:0 0 土 9:30〜16:0 0 休 日・月末・祝・年末年始

●名寄市民文化講演会 『地域社会と文化』
・と き １１月３０日(月)１８:３０開場１９:００開演
・ところ グランドホテル藤花（西５南４）
・講 師 崔（さい）洋一 氏（映画監督）
・入場料 大人１，０００円
学生５００円（中・高・大学生）
※入場券は本館、分館のカウンターにあります。
・主 催 名寄市民文化講演会実行委員会
・後 援 市立名寄図書館

【名寄本館の予定】
●ミニ展示 「小学３・４年生向けおすすめ本」
「ターシャ・テューダ」
●きんようおはなしクラブ（毎週金曜日 15：00〜）
・と き １１月６日・１３日・２０日・２７日
・ところ 名寄本館２階会議室
・対 象 ３歳以上〜小学生
・内 容 絵本・紙芝居・工作ほか
●ペンギンクラブ（木曜日 10：30〜）
・と き １１月１９日
・対 象 ３歳未満児・保護者
・内 容 パネルシアターを楽しもう

７

北国博物館ギャラリー前には、バードテーブルを設置し、
毎年、自然の餌の少なくなる冬場に給餌を行っています。近
くの森からアカゲラ、ミヤマカケス、カラ類などの野鳥がや
って来て間近に観察できる場でもあります。ヒマワリの種、
パンくず、クルミ、トウモロコシなど、例年、市民から提供
を受けています。家庭に余分がありましたら連絡の上、ご提
供ください。

自動車文庫「やまゆり号」11月の巡回日程
《名寄地区》
4日（水）・17日（火） 麻生公園前

15:00〜15:15

ライラック公園前

15:25〜15:40

はなぞの広場前

15:55〜16:15

5日（木）・19日（木） 北老人クラブ前

15:15〜15:30

ノースタウンふれあい会館前 15:40〜16:00
6日（金）・20日（金） コデマリ公園前

15:00〜15:15

栄町公園前

15:25〜15:40

西１０南１自衛隊官舎前

15:50〜16:10

10日（火）・24日（火）錦町公園前

14:40〜14:55

第一老人クラブ前

15:05〜15:20

ハルニレ公園前

15:30〜15:45

浅江島公園築山前

15:55〜16:15

11日（水）・25日（水）緑丘第一団地
えんれい公園前

15:05〜15:20
15:30〜15:45

【風連分館の予定】

サンピラー・マーガレットヴィラ道営住宅前 15:55〜16:15

●おはなしタイム（水曜日 15：00〜）
・と き １１月４日・１１日・１８日・２５日
・対 象 児童
●おはなしポケット（金曜日 11：00〜）
・と き １１月６日・１３日・２０日・２７日
・対 象 幼児と保護者

《風連地区》

平成21年11月号

10日（火） 市街地区

10:05〜10:55

18日（水） 東風連地区

10:15〜10:45

日進・旭地区
25日（水） 下多寄地区

13:00〜13:55
10:15〜10:40

