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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

【新着図書】

　毎週土曜日に市ホームページで、一般書と児童書の新着

図書を公開しています。

【名寄本館の予定】

■ミニ展示コーナー

　「冬のおくりもの」「大河ドラマ『黒田官兵衛』」
■おはなしクラブ(土曜日　13:30～)

　・と　き　12月14日、28日

　・対　象　３歳以上～小学生

■ペンギンクラブ(木曜日　10:30～)

　・と　き　12月５日、19日

　・対　象　３歳未満児・保護者

　・内　容　５日「いのちの絵本｣、19日「色であそぼう２｣

■製本講習会「文庫本をハードカバーに製本しよう」

　・と　き　12月７日(土) 10：00～11：30

　・定　員　10人(定員になり次第締め切り)

　・対　象　中学生以上

　・内　容　お気に入りの文庫本をハードカバーに作り変

　　　　　　えます

　・持ち物　文庫本、エプロン、筆記用具

■休館日(日曜日、祝日、月末日）

　12月２日、９日、16日、23日、30日、31日

【風連分館の予定】

■ミニ展示コーナー

　「クリスマスの絵本」

■おはなしタイム(水曜日 15:00～)

　・と　き　12月４日、11日、18日

　・対　象　小学生

■おはなしポケット(金曜日 10:00～)

　・と　き　12月13日、20日、27日

　・対　象　幼児と保護者

■冬のおはなし会

　・と　き　12月25日(水) 15：00～15：40

　・対　象　小学生

　・内　容　絵本読み聞かせ、紙芝居、パネルシアター、

　　　　　　工作「くるくるタケコプター」作り

■休館日(日曜日、祝日、月末日）

　12月１日、８日、15日、22日、23日、29日、31日

3日(火)・17日(火)
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自動車文庫「やまゆり号」１２月の巡回日程
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《風連地区》

《名寄地区》

市民文化センター (西1 3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
■冬休み子ども料理教室

　　冬休みは料理に挑戦してみませんか？

　・と　き　12月26日(木)　９：30～12：30

　・ところ　市民文化センター　調理実習室

　・対　象　市内の小中学生

　・指導者　名寄市立大学保健福祉学部栄養学科

　　　　　　講師および学生

　・メニュー　中華風タレザンギ丼、たっぷり野菜の中華ス

　　　　　　　ープ、パンダ☆プキンのデザート（白玉で作

　　　　　　　ったパンダのデザート）

　・参加費　500円

　・持ち物　エプロン・三角巾・上靴

　・募集人数　24人(先着)

　・申込期間　12月５日(木)～17日(火)

■第41回 新春こども書き初め広場

　　１年の始まりを書き初めで！

　・と　き　１月８日(水)　受付９：30　開会10：00

　・ところ　市民文化センター　多目的ホール

　・対　象　幼児・小学生・中学生(高校生・一般は自由参加)

　・持ち物　書き初め道具一式、練習用紙(半切条幅)、上靴

　・課　題　

　　※冬休みの課題も可。高校生・一般は自由課題。

　・表　彰　学年ごとに金銀銅の各賞(高校生・一般を除く)

　・申し込み　12月２日(月)～27日(金)電話・FAXで受け付け

　　　　　　　※当日参加も可

小学中学年

小学高学年

中学生

 幼児～
    小学低学年

「新しい年｣「初日の出｣「北の子供｣「年の始め」

「初雪の町｣「万里の春｣「冬の景色」

「白銀雪景｣「春風致和｣「和気致祥｣「光風動春」

「はごいた｣「たこあげ｣「もちつき｣「かどまつ｣
「おとし玉」



 １1 平成25年12月号

まなびの部屋

■天文台利用案内

　・休　館　２日(月)、９日(月)、16日(月)、24日(火)、

　　　　　　30日(月)、31日(火)

　・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

■１.６ｍ「ピリカ」望遠鏡見学・観望案内

　・見学のみ【開館時間～16:00頃】

　　　１日(日)～29日(日)　※休館日除く

　・天気が良ければ星が見られる日時【16:00頃～20:00】

　　　１日、６日(金)～８日(日)、13日(金)～15日(日)、

　　　20日(金)～22日(日)、27日(金)～29日(日)

■天体観望案内

　・月面が見える期間　５日(木)～20日(金)

　・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。

■プラネタリウムのご案内

■アイソン彗星観望会(閲覧料のみ)

　・と　き　12月７日(土)、８日(日)、14日(土)、15日(日)

　　　　　　早朝４：30～６：00

　

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 0～2０ :０0（19：30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

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19:00～

16:00～ 　　　　　エターナルリターン

※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確認するか、天文

　台にお問い合わせください。

アイソン彗星

　11月29日に太陽に最接近したア

イソン彗星。

　見やすくなる今月上旬が観望の

チャンスです。

　　　2013年11月２日撮影(撮影者 中島　克仁)

■冬の室内遊び展

　　かるた、羽子板、こま、メンコ、お手玉などひと昔前

　の子どもたちがお正月などに楽しんだ遊びを紹介し、実

　際に体験できます｡友達や家族連れでお楽しみください｡

　・と　き　12月14日(土) ～１月26日(日)

　・ところ　北国博物館ラウンジ(無料)

■体験講座「お正月飾り作り」

　　ちりめん布、水引、千代紙などで手作り

　のお正月飾りを作ります。

　・と　き　12月15日(日) 13 :30～15 :30

　・ところ　北国博物館講堂

　・対　象　一般市民

　・定　員　25人

　・参加費　700円(材料費)

　・持ち物　裁縫道具、ピンキングはさみ

　・申込期間　12月1日(日)～13日(金)

　　　　　　　※定員になり次第締め切り

■巡回展「北海道開拓記念館から北海道博物館へ」

　　2015年に新しくなる｢北海道博物館｣の展示内容を紹                 

　介する巡回展です。

　・と　き　12月15日(日)まで

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール(無料)

　・主　催　北海道開拓記念館・北海道立アイヌ民族文化

　　　　　　研究センター

■第29回特別展「九度山と道北の山々」

　　平成21年、アイヌ文化の景勝地として名勝｢ピリカノ

　カ｣に指定された九度山について､古くからの人々との関

　わりの歴史をたどり、周辺の山々とともに紹介します。

　・と　き　12月21日(土) ～１月26日(日)

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール(無料)

■森のたんけん隊2014冬

　　真冬の森で遊びを通して森の仕組みや生き物たちの営

　み、人と森の関係を学びます。

　・と　き　１月９日(木)～10日(金) 

　　　　　　※北海道大学宿舎に１泊２日

　・ところ　北海道大学北方生物圏フィールド科学センタ

　　　　　　ー雨龍研究林(幌加内町字母子里)

　　　　　　※名寄からバスで行きます。

　・対　象　小学４年生～６年生(20人程度)

　・内　容　森の宝探し、イグルー造り、アイスクリーム

　　　　　　作り、雪原パーティーなど

　・参加費　4,000円(宿泊費、食費、傷害保険料など)

　・申し込み　12月18日(水)までに、氏名、住所、電話番

　　　　　　　号、保護者名を添えて電話、FAX、郵便な

　　　　　　　どでご連絡ください。

　　　　　　　※応募者多数の場合は抽選

　　　

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

●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

 1日
10日
20日
31日

6時43分
6時52分
7時00分
7時03分

15時55分
15時53分
15時56分
16時03分

4時15分
11時44分
 18時43分
5時16分

14時36分
  ｰｰ時ｰｰ分
8時30分
14時57分

 3日
10日
17日
25日

１２月の太陽・月の暦


