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■天文台利用案内

　・休　館　２日(月)、９日(月)、１７日(火)、

　　　　　　２４日(火)、３０日(月)

　・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～１８:３０頃】

　　　１日(日)､５日(木)～８日(日)､１０日(火)～１６日(月)､

　　　１８日(水)～２２日(日)

　　【１３:００～１４:００】

　　　２３日(月)、２５日(水)～２９日(日)

　・天気が良ければ星が見られる日時

　　【１７:３０頃～２１：３０】

　　　１日(日)､６日(金)～８日(日)､

　　　１３日(金)～１５日(日)､

　　　２０日(金)～２２日(日)

　　【２０:００～】

　　　２７日(金)～２９日(日)

■天体観望案内

　・月面が見える期間　８日(日)～２４日(火)

　・今月見える惑星　　金星、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。

■プラネタリウムのご案内

■お月見観望会(閲覧料のみ)

　・と　き　９月１８日(水)～２１日(土)

　　　　　　１８:３０～２１:３０

　　※２１日には名寄市立大学の学生によりおしるこを提

　　　供します。(18：30～先着１００人）

　　　2012年9月30日撮影(撮影者 渡辺　文健)

中秋の名月

　旧暦８月１５日の月を「中秋の名月」

といい、今年は９月１９日(木)にあたり

ます。

日進157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
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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】

■ミニ展示コーナー

　「おやすみなさいの絵本」「日本酒」

■おはなしクラブ(金曜日　１５：３０～)

　・と　き　９月６日、１３日、２０日、２７日

　・対　象　３歳以上～小学生

■ペンギンクラブ(木曜日　１０：３０～)

　・と　き　９月５日、１９日

　・対　象　３歳未満児・保護者

　・内　容　５日「外であそぼう！２」

　　　　　　１９日「わらべうた」

■休館日（月曜日、祝日、月末日）

　９月２日、９日、１６日、２３日、３０日

【風連分館の予定】

■ミニ展示コーナー

　「人気作家の絵本を読もう！」

■おはなしタイム(水曜日 １５：００～)

　・と　き　９月４日、１１日、１８日、２５日

　・対　象　小学生

■おはなしポケット(金曜日 １０：００～)

　・と　き　９月１３日、２０日、２７日

　・対　象　幼児と保護者

■休館日（日曜日、祝日、月末日）

　９月１日、８日、１５日、１６日、２２日、２３日、

　２９日、３０日

３日(火)・17日(火)

 　 　　　　　　　  

４日(水)・18日(水)

 　　　　　　　　　

６日(金)・20日(金)

11日(水)・25日(水)

12日(木)・26日(木)

 　　　　

11日(水)

26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」９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） 

《風連地区》

《名寄地区》

※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。
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まなびの部屋

■第５６回市民文化祭・生涯学習フェスティバル２０１３

　ｉｎなよろの出演・出展を募集

　・募集内容　①１０月２７日(日)生涯学習フェスティバル

　　　　　　　　の出演・出展

　　　　　　　②１１月１日(金)～３日(日)文化祭の展示

　　　　　　　③１１月３日(日)文化祭の芸能発表

　※募集期限などはお問い合わせください。

■生涯学習活動に必要な用具の貸出し

　キャンプ用品その他の用具を貸出ししています。

　お気軽にお問い合わせください。

■市民講座「ステンドグラス教室」

　初心者大歓迎！！お気軽に参加してみませんか。

　・と　き　９月１８日(水)､２５日(水)､１０月２日(水)、

　　　　　　９日(水)、１６日(水)、２３日(水)

　　　　　　【全６回】９：３０～１１：３０

　・ところ　市民文化センター　１階　市民工芸室

　・定　員　１０人(先着)

　・対象者　一般市民

　・受講料　２,８００円

　・持ち物　タオル２本、エプロン、ミニほうき、軍手、定
　　　　　　規、のり、はさみ、カッター、油性サインペ
　　　　　　ン、ボールペン、空き箱(３０㎝×３０㎝位)

　・講　師　範国　須美氏(名寄ステンンドグラス同好会)

　・申込期間　９月２日(月)～１３日(金)

■市民講座「刺しゅう教室」

　クリスマスに向けてタペストリーを作成します。

　初心者大歓迎！！

　・と　き　１０月４日(金)、１１日(金)、１８日(金)、

　　　　　　１１月８日(金)、１５日(金)

　　　　　　【全５回】１０：００～１２：３０

　・ところ　市民文化センター　２階　営農研修室

　・定　員　１５人(先着)

　・対象者　一般市民

　・受講料　１,５００円(材料費)

　・持ち物　糸きりばさみ、針さし、筆記用具

　・講　師　山本　敦子氏(生涯学習リーダーバンク登録者)

　・申込期間　９月１０日(火)～２４日(火)

■市民講座「料理教室」

　老若男女を問いません。名寄産の代表的な農産物を使って

楽しみながらレパートリーを増やしましょう！

　・と　き　１０月５日(土)、１１月９日(土)、

　　　　　　１２月７日(土)、２月１日(土)、３月１日(土)

　　　　　　【全５回】９：３０～１３：００

　・ところ　市民文化センター　１階　調理実習室

　・対象者　一般市民

　・定　員　３０人（先着）

　・受講料　３,０００円（全５回分、材料費として）

　・持ち物　エプロン、三角巾、手ぬぐい

　・講　師　川村　幸栄氏(北海道栄養士会名寄支部会員)

　・申込期間　９月２日(月)～２０日(金)

市民文化センター（西13条南４丁目）　01654②2218

　  9：00～22 : 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

■企画展「きのこ写真展」

　　市内周辺で見られるキノコの写真をカラマツ林、シラ

　カバ林などの発生環境別に展示します。キノコの生態や

　食ベられるキノコ、毒キノコの区別なども紹介しますの

　で、キノコ狩りの参考にしてください。

　・と　き　９月２０日(金)～１０月１３日(日)

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール(無料)

■きのこ観察会

　　｢きのこ写真展」の関連企画として、観察会を開催し

　ます。実際に森に入ってキノコを探してみませんか。

　・と　き　９月２８日(土)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

　・講　師　大河原　廣(北国博物館専門指導員)

　・対　象　一般市民

　・定　員　３０人

　・参加費　１００円(保険料)

　・持ち物　編み籠または袋、雨具　

　　　　　　お持ちの場合は、虫めがねとキノコ図鑑

　・申込期間　９月１０日(火)～２４日(火)

　　　　　　　※定員になり次第締め切り

■企画展「レコード展」

　　博物館収蔵のレコードを蓄音機、ステレオ、ジューク

　ボックスなどとともに展示します。一部は実際に聴くこ

　とができますので、懐かしいレコードの音楽をお楽しみ

　ください。

　・と　き　９月１５日(日)まで

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール(無料）

北国博物館（緑丘222）   ・FAX   01654③2575
　  ny-kitahaku@city.nayoro.lg.jp
　 ９ : 0 0～17 : 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

↓ミヤマタマゴタケ

↑ヤマドリタケ

のりくに

あつ  こ

す　み


