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▲７月14日撮影　撮影者：渡辺文健

「宵の明星（金星）」

■天文台利用案内
　・開　館　水曜日～日曜日
　・休　館　月曜日､火曜日､２２日､２４日
　・入館料　大人５００円（４００円）
　　　　　　大学生４００円（３００円）
　　　　　　小学生～高校生　２００円（無料）　
　　　　　　※カッコ内は名寄市民料金。70歳以上の
　　　　　　方も無料となります。

■プラネタリウムのご案内
　「HAYABUSA － Back To The Earth」
　　職員投影　１５：００､１７：００､１９：００か
　ら各３０分間。
　※土曜日・日曜日の１９：００からは「HAYABUSA ロ
ングバージョン」の投影をいたします。普段の番組
よりもさらに詳しい小惑星探査機「はやぶさ」の旅
を、一度ご覧になってはいかがでしょうか。

■お月見観望会
  ・と　き　９月２３日(木)、２５日(土)
　　　　　　１８：３０～２１：３０
　・ところ　なよろ市立天文台　
　・参加費　天文台の入館料

■天体観望案内
　・月面が見える期間　１１日～２８日
　・今月見える惑星　　金星・木星・天王星・海王星
　※晴れている昼間に、望遠鏡で見ることのできる星
　　もあります。
　

■親子ふれあい体操(定員なし)
　親子で楽しく体を動かしましょう！
　・と　き　９月７日（火）１０:３０～１１:３０
　・ところ　女性児童センター｢ほっと21｣（西１１北２）

　・対　象　就学前の乳幼児と保護者

　・申込み　不要。直接会場へ。

■第６回 芸術文化鑑賞バスツアー
※内容・費用などは変更になることがあります。
　・と　き　１０月３０日(土)～３１日(日)１泊２日
　・日　程　
　　３０日　　９：００  市役所名寄庁舎前出発
　　３１日　１６：３０　市役所名寄庁舎前到着予定
　　　  　 (その他乗降場所:文化センター前・ハロー
　　　　　　ワーク前・風連駅前）

　・行き先　札幌市
　　　　　　①札幌コンサートホールkitaraにて札幌
　　　　　　　交響楽団コンサートの鑑賞
　　　　　　②本郷新記念　札幌彫刻美術館
　　　　　　③札幌宮の森美術館

　・宿　泊　コンフォートホテル札幌　　

　・費　用　１１，５００円（宿泊料、チケット代、
入館料、２日目の昼食代、傷害保険料な
どを含む）

　・定　員　３３人（最小催行人数２０人、定員を超
　　　　　　えた場合は抽選とします）

　・申込期間　９月２７日(月)～１０月１日(金)

■お母さんのためのヨガ教室(定員なし)
　ヨガでリラックスして、お母さん同士の交流も深め
ましょう！
　・と　き　９月１５日（水）１３:３０～１５:００
　・ところ　市民文化センター生活研修室(託児あり)

　・対　象　高校生以下のお子さんのお母さん

　・参加料　無料

　・申込み　９月７日(火)までに市民文化センターへ

■親子関係サポート教室
　子どもとのコミュニケーションを学ぶことで、親自
身も成長！
　・と　き　９月２２日（水）１９:００～２０:３０
　・ところ　市民文化センター視聴覚研修室(託児あり)

　・対　象　子育て中の方、その他一般市民

　・申込み　９月１４日(火)までに市民文化センター
　　　　　　へ

■第53回市民文化祭・生涯学習フェスティバル2010in

　なよろの出演・出展を募集
　１０月３０日（土）生涯学習フェスティバルの出
演・出展、１１月１日（月）～３日（水・祝）市民文
化祭の展示、１１月３日（水・祝）市民文化祭の芸能
発表について出展・出演者を募集中です。まず、市民
文化センターへお問い合わせください。
　・募集期間　９月３０日(木)まで

　夕方、西の空に見える明るい星は金星です。夕方
の空に見える金星は、宵の明星（よいのみょうじょ
う）と呼ばれています。天文台の望遠鏡では、金星
を昼間でも見ることができます。もちろん、晴れて
いないと見え
ませんが、月
のように満ち
欠けをする金
星を、ご覧い
ただけます。
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図書館

　名寄本館　大通南２丁目　　01654②4751　FAX 01654②4897
　　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　　　　　　月・月末・祝・年末年始
　風連分館　風連町南町84-1　　　01655③2871　FAX 01655③2380
　　月～金　9:30～17:00　土  9:30～16:00　  　日・月末・祝・年末年始休開

休

開

北国博物館　緑丘222　　・FAX   01654③2575
e-mail  ny-kitahaku@city.nayoro.lg.jp
　 9 : 0 0～1 7 : 0 0　　　　　　月・年末年始
風連分館（風連歴史民俗資料館 　風連町南町85）　　 

休開博物館

《名寄地区》

《風連地区》

自動車文庫「やまゆり号」９月の巡回日程

   2日(木)・16日(木)  北老人クラブ前

  　 　　　　　　　  ノースタウンふれあい会館前 

   3日(金)・17日(金)  コデマリ公園前

   　　　　　　　  　栄町公園前       

　　　　　　　　　  西１０南１自衛隊官舎前

   7日(火)・21日(火)  麻生公園前　

　                  　　  ライラック公園前 

　　　　　　　　　  はなぞの広場前

   8日(水)・22日(水)  緑丘第一団地　　　　　　　　　 　 

　　　　　　　　　  えんれい公園前

  　　　　　　　　　サンピラー・マーガレットヴィラ道営住宅前  

 14日(火)・28日(火)  錦町公園前 

 　　　　　　　　　 第一老人クラブ前

　　　　　　　　　  ハルニレ公園前  　　　　　　　　　　    

 　　　　　　　　　 浅江島公園築山前 

　　　　　  7日(火)  市街地区  

　　　　　14日(火)  日進・旭地区

　　　　   16日(木)  下多寄地区         

　　　　   22日(水)  東風連地区 

15:15～15:30

15:40～16:00 

15:00～15:15

15:25～15:40 

15:50～16:10

15:00～15:15

15:25～15:40  

15:55～16:15

15:05～15:20 

15:30～15:45

15:55～16:15

14:40～14:55

15:05～15:20

15:30～15:45

15:55～16:15

10:05～10:55

10:10～11:10

10:15～10:40

10:15～10:45

※風連歴史民俗資料館は、風

　連福祉センター解体工事に

　伴い10月末まで臨時休館し

　ています。

【名寄本館の予定】
●ミニ展示　「身のまわりの危険を知ろう」
           　　 「おじいちゃん　おばあちゃん」
●図書館文学講座『日本近代文学の流れ 』（全６回）
　・と　き　９月26日（日）、10月３日（日）、
　　　　　　10日（日）、17日（日）、24日（日）、
　　　　　　30日（土）
　　　　　　１３：３０～１５：３０
　・講　師　近田泰生　先生（名寄高等学校教諭）
　・受講料　無料　　　　・定　員　３０人
　・対　象　高校生以上
　・申込み　電話またはカウンターで受け付け
　　　　　（定員になり次第締め切ります）
●おはなしクラブ(毎週金曜日 15：30～)
　・と　き　９月３日、１０日、１７日、２４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　９月２日、１６日
　・対　象　３歳未満児・保護者
　・内　容　２日「絵本を楽しもう！」､１６日「おじ
　　　　　　いちゃん・おばあちゃんの絵本｣

【風連分館の予定】
●秋のおはなし会
　・と　き　９月１７日（金）１１：００
　・対　象　幼児と保護者

　・内　容　絵本読み聞かせ、紙芝居、手遊び、ブラ
　　　　　　ックライトパネルシアター
●おはなしタイム(水曜日 15：00～)
　・と　き　９月１日、８日、１５日、２２日、２９日
　・対　象　児童
●おはなしポケット(金曜日 11：00～)
　・と　き　９月３日、１０日、２４日
　・対　象　幼児と保護者

■北国風景画同好会「風花」会員作品展　

　「風花」は、北国博物館の風景画講座受講生により
７年前に発足した絵画サークルです。毎年恒例となっ
た作品展では、会員と講師の三宅章氏が、それぞれ新
しい作品を持ち寄って発表します。
　・と　き　９月１２日（日）まで
　・ところ　北国博物館ギャラリーホール（無料）
　・主　催　北国風景画同好会「風花」(山田勉会長）

■長月ライブ～琵琶と語り～　

　秋の夜、薩摩琵琶の奏者、たいらえつこさんの古典
演奏を中心に、お話も合わせてお楽しみください。た
いらさんは1943年福岡県で生まれ、東京、札幌などを
経て現在は東神楽町在住。ライブハウスを作り、さま
ざまなジャンルの音楽家と交流しています。
　・と　き　９月１５日（水）１８:３０～２０:００
　・ところ　北国博物館ギャラリーホール
　※チケット（大人1,000円、大学生以下500円）は、
　　北国博物館窓口でも取り扱っています。　
　・主　催　北・北海道国際文化交流協会
　（事務局は北北海道IT センター内　01654⑨2695）

■企画展「お針箱からミシンへ～裁縫の昭和史～」　
　所蔵資料の中から針箱、ミシン、編み機、アイロン
を中心に家庭用の裁縫道具を紹介する展示会です。昭
和の衣生活と女性の暮らしの変化を振り返ります。
　・と　き　９月１８日（土）～２９日（水）
　・ところ　北国博物館ギャラリーホール(無料)

■キノコ観察会　

　森の恵み、キノコの季節です。実際に森を歩きなが
ら、食用になるキノコ、毒キノコの種類と特徴を学
び、楽しく安全なキノコ狩りに活かしましょう。
　・と　き　９月２３日（木・祝）９:００～１２:００
　・ところ　北国博物館集合、バスでなよろ健康の森へ
　・対　象　一般市民
　・参加料　１００円（傷害保険料）
　・持ち物　野外活動に適した服装と靴、帽子、軍

手、キノコ図鑑
　・定　員　３０人
　・申込み　９月７日（火）～１５日（水）に北国博
　　　　　　物館へ。定員になり次第締め切り


