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なよろ市立天文台

きたすばるきたすばる
日進1 5 7番地1（道立サンピラーパーク内星見の丘）

　01654②3956  　　 kitasubaru@nayoro-star.jp

URL http://www.nayoro-star.jp

　 水～日・祝日 1 3 : 0 0 ～ 2 1 : 3 0　　　 月・火休開

西1 3条南４丁目　　　01654②2218　FAX 01654②2356

　  8 : 0 0 ～ 2 2 : 0 0　　　　　月末・年末年始休開市民文化センター
■第３回 芸術文化鑑賞バスツアー
　・と　き　８月１２日（木）

　・日　程　１７：４０  市役所名寄庁舎前出発

　　　　　　２１：５０　市役所名寄庁舎前到着

　　　  　 (その他乗降場所:文化センター前・ハローワー

　　　　　　ク前・風連陶芸センター横）

　　　　　　※到着時間は終了時間によって変動します。

　・行き先  士別市あさひサンライズホール　

●結城座公演鑑賞

　『江戸糸あやつり人形～平成のぞきからくり～破れ傘長庵』

　　江戸あやつり人形・結城座の北海道公演はこれまでほとん

　どありませんでしたが、串田和美さんを客演に迎えた本作で

　あさひサンライズホール初登場です。大人が観る芝居として

　白熱の舞台が期待できます。

　・申込期間　７月１２日（月）～７月１６日（金）

　・費　用　２，１００円（チケット代・傷害保険料を含む）

　・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）

■第４回芸術文化鑑賞バスツアー
　・と　き　８月１９日（木）

　・日　程　　９：００  市役所名寄庁舎前出発

　　　　　　１８：００　市役所名寄庁舎前到着

　　　  　 (その他乗降場所:ハローワーク前・文化セン

　　　　　　 ター前・風連陶芸センター横）

　・行き先　上富良野町・美瑛町　

●後藤純男美術館

　　日本画家・後藤純男さんの美術館。新作も展示されてい

　ます。美術館２階のレストランで昼食をとります。

●榎木孝明水彩画館

　　俳優・榎木孝明さんが世界各地を旅して描いた水彩画100

　点余りの他、義手で幅広く活動する大野勝彦の詩画50点余

　りを展示しています。

　・申込期間　７月２０日（火）～７月２９日（木）

　・費　用　３，０００円

　　　　　（入館料・昼食代・傷害保険料を含む）

　・定　員　３３人（最小催行人数１５人、定員を超えた場

　　　　　　合は抽選とします）

６月11日撮影　撮影者：渡辺文健

■天文台利用案内
　・開　館　水曜日～日曜日、祝日　１３：００～２１：３０

　・休　館　月曜日､火曜日、２１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「HAYABUS A ロングバ

　　ージョン」の投影をいたします。無事地球へと戻ってきた

　　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。

■イベント（ところ　なよろ市立天文台）
　◆七夕観望会（参加費　天文台入館料）

  ・と　き　７月３日(土)、４日(日)、７日(水)

　　　　　　１９：３０～２１：３０

  ・備　考　雨天時は中止となります。

　◆七夕特別投影（参加費　天文台入館料）

  ・と　き　７月１日(木)～４日(日)、７日(水)～９日(金)

　　　　　　１７：００からの回

  ・定　員　１回の投影につき５０人

　・備　考　３０人以上の団体申し込みは別時間で調整しま　

　　　　　　す。子供会などの申し込みについてもご相談く

　　　　　　ださい。　

　◆音楽イベント「星★まつり２０１０」

  ・と　き ７月１０日(土)１３：００

　　　　　　７月１１日(日)１０：００

　・参加費　天文台に入館する際は、名寄市民特別料金の団

　　　　　　体料金（大人300円、大学生200円、高校生以下

　　　　　　無料）がかかります。

 ■天体観望案内
　・月面が見える期間�  　　　　１５日～２６日

　・今月見える惑星  　　　　　　金星・火星・土星

　※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。

　
「昇る天の川」

　東の空から昇ってきた夏の天の川の写真です。天の川

周辺の明るい星を結ぶと「夏の大三角」ができます。こ

の写真にも夏の大三角を形作っている３つの星が写って

います。

　どの星を

結んだら夏

の大三角に

なるのかは、

晴れた日の

夜に天文台

でご確認く

ださい。

※申し込みは市民文化センターへ。内容・費用など変更になる場合があります。
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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

【名寄本館の予定】
●夏のおたのしみ会（定員４０人）

　・と　き　７月２３日（金）１５：３０～　

　・ところ　名寄本館２階会議室

　・対　象　幼児、小学生

　・内　容　絵本読み聞かせ、ブラックパネルシアター、

　　　　　　ペープサート、紙芝居

●夏の工作　フェルト工作―おすしをつくろう―

　・と　き　７月２８日（水）１０：００～

　・ところ　名寄本館２階会議室

　・対　象　小学生３・４年生

　・定　員　１５人

　・持ち物　ハサミ

●小学生１日司書体験（定員　午前、午後各６人）

　・と　き　８月３日（火）午前の部　９：１５～１２：００

　　　　　　　　　　　　　午後の部１３：００～１５：４５

　・対　象　小学生５・６年生

申込みは名寄本館へ。定員になり次第申込みを締め切
ります。

●ミニ展示　「そうだキャンプに行こう」

            「課題図書」

●おはなしクラブ(毎週金曜日 15：30～)

　・と　き　７月２日、９日、１６日、３０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　７月１日、１５日

　・対　象　３歳未満児・保護者

　・内　容　１日「わらべうた」、１５日「どうぶつ絵本」

【風連分館の予定】
●夏のおはなし会

　・と　き　７月１４日（水）１５：００～

　・対　象　小学生

　・内　容　絵本読み聞かせ、ブラックパネルシアター、

                  紙芝居、ペープサート

●おはなしタイム(水曜日 15：00～)

　・と　き　７月７日、２１日、２８日

　・対　象　児童

●おはなしポケット(金曜日 11：00～)

　・と　き　７月２日、１６日、２３日、３０日

　・対　象　幼児と保護者

■三宅章水彩画展　

　北国博物館を拠点に活動する北国風景画同好会「風花」 で

講師を務める三宅章氏による、水彩画の個展を開催します。

「名寄の風景」をテーマとした近作50点を展示します。

　・と　き　７月３日（土）～１８日（日）

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール（無料）

　・主　催　三宅章氏

　　　　　（北国風景画同好会「風花」講師・名寄市東１条

　　　　　　北５丁目）　

■第22回特別展「名寄ＳＬメモリアル展」　

　昭和50年にＳＬが姿を消してから35年。今もその勇姿を懐

かしむファンは多く、北国博物館前に野外展示しているＳＬ

排雪列車「キマロキ」を遠方から訪ねてくる人が数多くいま

す。廃線となった名寄本線、深名線を含めた名寄周辺の鉄路

の歴史、活躍した蒸気機関車、キマロキ保存の足跡を模型、

写真、保存資料などを通して紹介します。

　また、期間中の８月３日（火）には、本格的なミニＳＬを

博物館前で動かし、試乗できるイベント「ミニＳＬパーク」

を開催します。

　・と　き　７月２４日（土）～８月２２日（日）

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール（無料）

　・協　力　名寄ＳＬ排雪列車（キマロキ）保存会

　　　　

図書館

　名寄本館　大通南２丁目　　01654②4751　FAX 01654②4897
　　火・金　9:3 0～17:0 0　水・木  9:3 0～20:0 0   ※17:00以降は１階のみ
　　土・日　9:3 0～16:0 0　　　　　　月・月末・祝・年末年始
　風連分館　風連町南町84-1　　　01655③2871　FAX 01655③2380
　　月～金　9:3 0～17:0 0　土  9:3 0～16:0 0　  　日・月末・祝・年末年始休開

休

開

《名寄地区》

《風連地区》

自動車文庫「やまゆり号」７月の巡回日程

  1日(木)・15日(木)　北老人クラブ前        

　　　　　　　　　  ノースタウンふれあい会館前

  2日(金)・16日(金)   コデマリ公園前　

　                  　　  栄町公園前 

　　　　　　　　　  西１０南１自衛隊官舎前

  6日(火)・20日(火)　麻生公園前

　　　　　　　　　  ライラック公園前 

  　　　　　　　　　はなぞの広場前

  7日(水)・21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    

 13日(火)・27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

　　　　　 

　　　　　  6日(火)  市街地区  

　　　　　  8日(木)  日進・旭地区 

　　　　   14日(水)  東風連地区         

　　　　   22日(木)  下多寄地区

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

10:15～10:45

10:15～10:40

まなびの  屋部

博物館

 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。

お知らせ
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