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■天文台利用案内

　・休　館　１日、８日、１６日、２２日

　・観覧料　大人４００円､大学生３００円

　　　　　　高齢者(７０歳以上)および高校生以下無料。

■１.６ｍ「ピリカ」望遠鏡見学・観望案内

  ・見学のみ(開館時間～１８：００頃)　

　　２日～７日、９日～１５日、１７日～２１日

　　２３日～３１日

　・天気が良ければ星が見られる日時

　　(１８：００頃～２１：３０)

　　５～７日、１２～１４日、１９～２１日、

　　２６日～２８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　　金星、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。

■プラネタリウムのご案内

■七夕観望会(閲覧料のみ)

　・と　き　７月２日(火)～７日(日)

　　　　　　１９：３０～２１：３０

■七夕特別企画☆七夕かざりで星に願いを☆(閲覧料のみ)

　・と　き　７月６日(土)～７日(日)

　　　　　　１３：００～２１：３０

　・内　容　七夕特別番組上映予定ほか

■きたすばる星と音楽の集い(無料)

　・と　き　７月２７日(土)

　　　　　　１５：００～２７：００

　　　2013年6月11日撮影(撮影者 渡辺　文健)

リング状星雲

　リング状星雲はこと座にある

星雲で、大きな望遠鏡を使うと

その名の通り「リング状」に見

える星雲です。

●新月

○上弦

○満月

○下弦

日 日の出 日の入 月の出 月の形 月の入 日

７月の太陽・月の暦

 1日
10日
20日
31日

3時48分
3時54分
4時03分
4時14分

19時20分
19時16分
19時09分
18時58分

 23時40分
5時46分
 16時33分
23時26分

12時45分
19時57分
  1時05分
13時37分

 8日
16日
23日
30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 0～2１ :３0（２１:０0までに入館）開きたすば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

■北国風景画同好会「風花」作品展

　　同会は北国博物館を拠点に地元の水彩画家、三宅章さ

　んを講師に身近な風景を描いています。今回は６月のス

　ケッチ旅行の作品を加えて、３０人余りの会員が近作を

　持ち寄り披露します。

　・と　き　７月１４日(日)まで

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール(無料)

　・主　催　北国博物館風景画同好会「風花」

　　　　　　(山田勉会長)

■第２８回特別展

　「名寄の米作り～もち米日本一までの歩み～」

　　明治３０年代に開拓の始まった名寄地方では、大正期

　から次第に水田が増え、昭和５０年代からはうるち米か

　らもち米生産に転換しました。厳しい気象条件下でも、

　知恵と努力で作付け日本一の良質なもち米生産を誇る地

　域農業の歩みを振り返ります。

　・と　き　７月２０日(土)～８月２５日(日)

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール(無料)

■夏休み企画「親子で史跡めぐり」

　　北国博物館発着のバスで、市内にある国指定、市指定

　の文化財、地域の歴史にまつわる史跡などを回ります。

　　また、分館の風連歴史民俗資料館、大型収蔵庫も見学

　します。※小雨の場合も実施しますが、荒天の場合は９

　日(金)に延期します。

　・と　き　８月７日(水)　１３：００～１６：００

　・対　象　市内小中学生と保護者

　　　　　　※小学４年生以上は子供だけでも参加可能

　・定　員　３０人

　・行き先　天然記念物「名寄鈴石｣｢名寄高師小僧」指定

　　　　　　地、名寄市無形文化財「風連獅子舞」奉納の

　　　　　　下多寄神社、名寄市有形文化財「名寄教会会

　　　　　　堂」、風連開拓発祥の地、天塩川舟運の難所

　　　　　　｢スーポロ｣、名寄スキー発祥の地など１８箇

　　　　　　所を予定。

　・参加料　１００円(保険代)

　・申込み　７月１２日(金)～３０日(火)

北国博物館　緑丘222　　・FAX   01654③2575
　 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

時　間

14:00～

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20:00～

16:00～ 　　　　　エターナルリターン
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まなびの部屋

図書館図書館図書館
　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　　　・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】

■夏のおはなし会

　・と　き　７月２６日(金)１５：３０～

　・対　象　幼児、児童

■夏休みの工作

　・と　き　８月７日(水)１０：００～

　・ところ　２階会議室

　・対　象　小学３・４年生　※定員２０人

■１日司書体験　

　・と　き　８月７日(水)１３：００～

　・ところ　２階会議室

　・対　象　小学５・６年生　※定員６人

■ミニ展示コーナー

　「図鑑で調べてみよう」「本物の森をつくろう」

■おはなしクラブ(金曜日　１５：３０～)

　・と　き　７月５日、１２日、１９日

　・対　象　３歳以上～小学生

■ペンギンクラブ(木曜日　１０：３０～)

　・と　き　７月４日、１８日

　・対　象　３歳未満児・保護者

　・内　容　４日「ペープサートをつくろう」

　　　　　　１８日「外であそぼう！１」

【風連分館の予定】

■夏のおはなし会

　・と　き　７月２４日(水)１５：００～

　・対　象　小学生

　・内　容　絵本よみきかせ、ペープサート、

　　　　　　紙芝居エプロンシアター

■１日司書体験

　・と　き　７月３０日(火)

　　　　　　午前の部　１０：００～１１：００

　　　　　　午後の部　１４：００～１５：００

　・対　象　小学１・２年生　※定員　午前・午後各２人

　・内　容　図書館のカウンターのお仕事や図書の配架な

　　　　　　どの体験

　※７月８日(月)から風連分館で受付を始めます

■ミニ展示コーナー

　「たのしい！夏休み」

■おはなしタイム(水曜日 １５：００～)

　・と　き　７月３日、１０日

　・対　象　小学生

■おはなしポケット(金曜日 １０：００～)

　・と　き　７月１２日、１９日、２６日

　・対　象　幼児と保護者

《名寄地区》

《風連地区》

2日(火)・16日(火)

 　 　　　　　　　  

3日(水)・17日(水)

 　　　　　　　　　

　　　　　　　　   　　　　　　5日(金)・19日(金)

10日(水)・24日(水)

11日(木)・25日(木)

 　　　　

 　 　　　　　　　   

 10日(水)

18日(木)

　　      　　　　         

　　　　        　　 

  　　　　 　　　　 

15:10～15:25

15:35～15:50 

16:00～16:20

15:10～15:25 

15:35～15:50

16:00～16:20

15:25～15:40

15:50～16:05

15:10～15:25 

15:35～15:50

15:10～15:25

15:35～15:50

16:00～16:20

10:15～10:35

11:00～11:10

10:15～10:40

10:50～11:05

11:15～11:30

自動車文庫「やまゆり号」７月の巡回日程

麻生公園前

ライラック公園前　

はなぞの広場前

第１老人クラブ前　

ハルニレ公園前　

浅江島公園築山前　　　　　　　　 　    

ﾉｰｽﾀｳﾝふれあい会館前

コデマリ公園前

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

錦町公園前　　

栄町公園前　

西10南１自衛隊官舎前　

東風連地区（東風連小学校）

旭地区（大久保様宅前）      

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） 

■へっちゃＬＡＮＤ２０１３参加者募集中！！

　　自然体験学習事業「へっちゃＬＡＮＤ２０１３」を開催

　します。夏休みに仲間とテント泊、野外調理、キャンプフ

　ァイヤーなどのプログラムを体験しよう！！大人のボラン

　ティア協力者も大歓迎です。参加可能な時間帯のみの協力

　でも構いません。

　・と　き　７月３０日(火)～８月２日(金)※３泊４日

　・対　象　小学４年生～６年生、中学生

　・定　員　４０人

　・参加費　４，０００円

　・募集期間　６月２８日(金)～７月１２日(金)

　　※本年度は南相馬市の子ども達は参加しません。市単独

　　　での開催となります。

■放送大学１０月生募集

　　放送大学では、平成２５年度第２学期(１０月入学)の学

　生を募集しています。放送大学はテレビなどの放送やイン

　ターネットを利用して授業を行う通信制の大学です。働き

　ながら学んで大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど

　様々な目的で幅広い世代、職業の方が学んでいます。

　・学習分野　心理学・福祉・経済・歴史・文学など

　・出願期間　８月３１日(土)まで

　・資料請求　放送大学北海道学習センター

　　　　　　　旭川サテライトスペース

　　　　　　　　0166-22-2627 もしくは　011-736-6318

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


