
 広報なよろ第86号 14

■天文台利用案内

　・休　館　７日、１３日、２０日、２７日

　・観覧料　大人４００円､大学生３００円、７０歳以上

　　　　　　および高校生以下無料。

　※４月より開館時間が夏時間になりました。

■プラネタリウムのご案内　　　　　

　※４月より投影時間が変更になります。　

■１.６ｍ「ピリカ」望遠鏡見学・観望案内

  ・見学のみ（１３：００～１８：３０）　

　　１～６日、８日～１２日、１４日～１９日、

    ２１日～２６日、２８日～３１日

　・天気が良ければ星が見られる日時(１８:００頃～２１:３０)

　　３～５日、１０～１１日、１７～１９日、

    ２４日～２６日、３１日

■天体観望案内

　・月面が見える期間　１１日～２５日

　・今月見える惑星　　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。

■ゴールデンウィーク観望会（※観覧料のみ）

　・と　き　５月６日（月）まで

　　　　　　１９：３０～２１：３０

■木原秀雄氏没後２０周年記念展（※無料）

　・と　き　５月２６日（日）まで

　　　　　　１３：００～２１：３０（※休館日を除く）

2013年4月11日ⓒNASA / SDO

太陽フレア

　太陽表面で起きる爆発現象「フ

レア」。大きいフレアが起きると

オーロラを発生させ、名寄でも

「低緯度オーロラ」が見られる可

能性がある。

○下弦

●新月

○上弦

○満月

日 日の出 日の入 月の出 月の形 月の入 日

５月の太陽・月の暦

 1日
10日
20日
31日

4時20分
4時08分
3時57分
3時48分

18時35分
18時46分
18時57分
19時08分

 23時59分
4時08分
 13時10分
23時41分

9時13分
18時59分
  0時46分
10時32分

 2日
10日
18日
25日

※急きょ、必要な観測が生じた場合は、見学・観望がで
　きないことがありますので、ご了承ください。
※詳しい時間などはホームページをご確認いただくか､　
　天文台にお問い合わせください。

日進15 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/　　
　 火～日・祝日 1 3 : 0 0～2 1 : 3 0（21：00までに入館）開きききききききき るるすばるるるるるるるるるるるるるるるるたすばるるるるるるるるるるるるるるるるるるるす るるたす るるきたすばるきたすばる

なよろ市立天文台なよろ市立天文台なよろ市立天文台なよろ市立天文台

時　間

14:00～

16:00～

18:00～

プログラム

はびたぶるぞ～ん

はびたぶるぞ～ん

エターナルリターン

エターナルリターン20:00～

■野外植物展

　　設立30周年を迎えるなよろ野の花の会が、毎年芽吹き

　の季節に合わせて開いている展示会です。会員が押し葉

　・リース・写真・絵画・造形などさまざまな作品を持ち

　寄り、地域の植物の魅力を伝えています。

　・と　き　５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　なよろ野の花の会

■道北の野鳥写真展

　　名寄野鳥の会が地域で見られる野鳥の写真を紹介しま

　す。アカゲラ、ヤマゲラ、カワセミ、クイナなど、旭川

　野鳥の会会員の協力出品も合わせ、約50点を展示しま

　す。

　・と　き　５月１７日(金)～６月２日(日)

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール（無料）

　・主　催　名寄野鳥の会（佐藤明会長）

　■ＳＬ「キマロキ」が見学できるようになりました

　　道北地方の鉄路の除排雪に活躍した「キマロキ」は、

　機関車、マックレー車、ロータリー車、機関車に車掌車

　を加え、全長75ｍに及ぶ編成です。全国で唯一北国博

　物館前に保存され、毎年多くの見学者が訪れます。冬期

　間は風雪から車体を守るシートで覆っていますが、４月

　末にシートを外し、黒々とした車体を現しました。これ

　から10月中旬まで見学できます。

　　日曜日と祝日の午後

　には、名寄ＳＬ排雪列

　車（キマロキ）保存会

　（中田一良会長）が安

　全管理を兼ねて案内を

　行います。

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）　　 

休開博物館博物館博物館

準鉄道記念物に指定されている「キマロキ」
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　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　　　・FAX 01655③2871　 
　　月～金　9:30～17:00　土  9:30～16:00　  　日・月末・祝・年末年始休開

休

開

【名寄本館の予定】
■ミニ展示コーナー

　「大活字本」「理科読をはじめよう！」

■おはなしクラブ（金曜日　１５：３０～）

　・と　き　５月１０日、１７日、２４日

　・対　象　３歳以上～小学生

■ペンギンクラブ（木曜日　１０：３０～）

　・と　き　５月１６日

　・対　象　３歳未満児・保護者

　・内　容　「生活絵本」

【風連分館の予定】

■ミニ展示コーナー

　「どうぶつの本」

■春のおはなし会

　・と　き　５月１６日（木）　１０：３０～

　・ところ　風連子育て支援センターこぐま

　・対　象　幼児・保護者

　・内　容　絵本読み聞かせ、パネルシアター

■おはなしタイム(水曜日 １５：００～)

　・と　き　５月１日、８日、１５日、２２日、２９日

　・対　象　小学生

■おはなしポケット(金曜日 １０：００～)

　・と　き　５月１０日、２４日

　・対　象　幼児と保護者

2日(木)・17日(金)

7日(火)・21日(火)

 　 　　　　　　　  

8日(水)・22日(水)

 　　　　　　　　　

　　　　　　　　    

9日(木)・23日(木)

15日(水)・29日(水)

 　　　　

 　 　　　　　　　   

 8日(水)

16日(木)

　　      　　　　         23日(木)

　　　　        　　 

  　　　　 　　　　 

15:25～15:40

15:50～16:05 

15:10～15:25

15:35～15:50 

16:00～16:20

15:10～15:25

15:35～15:50

16:00～16:20

15:10～15:25

15:35～15:50

16:00～16:20

15:10～15:25 

15:35～15:50

10:15～10:35

11:00～11:10

10:10～10:25

10:15～10:40

10:50～11:05

11:15～11:30

《名寄地区》

《風連地区》

自動車文庫「やまゆり号」５月の巡回日程

ノースタウンふれあい会館前

コデマリ公園前　

麻生公園前

ライラック公園前　

はなぞの広場前　

第一老人クラブ前　

ハルニレ公園前　

浅江島公園築山前　　

錦町公園前  　　　　　　　　 　    

栄町公園前

西１０南１自衛隊官舎前

緑丘第１団地

ｻﾝﾋﾟﾗｰ･ﾏｰｶﾞﾚｯﾄｳﾞｨﾗ道営住宅前

東風連地区（東風連小学校）

旭地区（大久保様宅前）      

日進地区（日進コミセン）

下多寄地区（下多寄小学校）

フロンティアハウス

市街地区（野村様宅前） 

市民文化センター　西13条南４丁目　　01654②2218

　  9 : 0 0～2 2 : 0 0　　　月末・年末年始　休開生涯学習課･公民館生涯学習課･公民館生涯学習課･公民館
■第１回芸術文化鑑賞バスツアーに参加しませんか？

　・と　き　６月１２日(水)旭川市

　　　　　　　８：５０　名寄庁舎前出発

　　　　　　１８：００　名寄庁舎前到着予定

　(その他乗降場所／ハローワーク前・文化センター前・風連駅前)

　・行き先

　　①北海道伝統美術工芸村

　　　…優佳良織工芸館、国際染織美術館、雪の美術館の３

　　　館で構成。

　　②北海道立近代美術館

　　　…特別展「画家　岸田劉生の軌跡―油彩画、装丁画、

　　　水彩画などを中心に」近代洋画史上に特異な輝きを放

　　　つ岸田劉生。「内なる美」を探究した精緻な写実を経

　　　て、晩年は東洋的な美への傾倒を深めた。その軌跡を

　　　油彩等により紹介。

　・参加費　３，２００円

　　（入館料・昼食代・傷害保険料を含む）

　・申込期間　５月７日(火)～５月１５日(水)

　※定員３３人

　　(最小催行人数１５人、定員を超えた場合は抽選)　

■第２回芸術文化鑑賞バスツアーに参加しませんか？

　・と　き　６月２６日(水)～２７日(木)帯広方面

　　　　　　２６日   ８：１５　名寄庁舎前出発

　　　　　　２７日１９：００　名寄庁舎前到着予定

　　(その他乗降場所／ハローワーク前・文化センター前・風連駅前)

　・行き先

　　①よつ葉工場見学

　　②柳月スイートピアガーデン

　　　…大人気「三方六」の製造方法を見学。

　　③六花の森

　　　…10万平方メートルの敷地に十勝六花などが花開き、

　　　庭にはクロアチアの古民家を移築した美術館が点在。

　　④神田日勝記念美術館

　　　…営農のかたわら油彩画を制作し、没後、具象の画家

　　　として美術史上に定位される神田日勝の美術館。

　・宿泊先　帯広ワシントンホテル

　・参加費　９，０００円

　　(入館料・両日昼食代・宿泊費・傷害保険料等を含む)

　・申込期間　５月１７日(金)～５月２７日(月)

　※定員３３人

　　(最小催行人数２０人、定員を超えた場合は抽選)

　※内容・費用などは変更になることがあります。

■市民講座｢なよろ入門｣に参加しませんか？

　名寄の自然、施設、福祉など広く名寄について学びます。

　(道民カレッジ連携)

　・と　き　５月２３日(木)～３月６日(木)【全１３回】

　　　　　　１０：００～１２：００(変動あり)

　・ところ　市民文化センターほか

　・定　員　３０人

　・申込み　５月１７日(金)まで

せいち

けいとう


