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２月市民カレンダー February

名寄市の人口
令和元年12月末日現在 

Ａｉｒてっしで
市からのお知らせを放送中 

市からのお知らせやイベント情
報などを紹介しています。
◆放送
　
　　　　　　　   　
　　　　　　　　　
※災害時には防災・緊急情報を
　お知らせします。

　毎週月～金曜日　①  8:10
　　　　　　　   　②12:30
　　　　　　　　　③17:10

◆人口
　全体　27,277人(-24)
　男      13,292人(-16) 
　女 　  13,985人(-8)
　外国人住民登録者 75人(0)
　出生　　　9人(-1)
　死亡　　　28人(9)
◆世帯数
　全体　14,320世帯(-26）
※( )は前月末比

文 …市民文化センター　ス …スポーツセンター  北 …北国博物館　児 …児童センター よ …駅前交流プラザ｢よろーな｣天 …天文台
シ …ピヤシリシャンツェ福 …総合福祉センター 健 …なよろ健康の森ピ …ピヤシリスキー場 ふ …ふうれん地域交流センター

名寄市役所
開庁時間 [平日]8:45～17:30　　01654③2111(交換)　
　 http://www.city.nayoro.lg.jp
　 nayoro＠city.nayoro.lg.jp
◆名寄庁舎／〒096-8686 北海道名寄市大通南１丁目１番地
　　　　　　　 01654②5644
◆風連庁舎／〒098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地１
　　　　　　　 01655③2510　FAX

FAX

ＨＰ

◆発行／名寄市　◆編集／総務部企画課広報推進係
◆印刷／株式会社北方印刷所
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配布予定日

★教育相談センター
　夜間相談日
　17:45～20:45

★教育相談センター
　夜間相談日
　17:45～20:45

風連陶芸センター陶芸教室
◆と　き　２/１３(木)、２７日(木)
　①  9:00～12:00
　②13:00～16:00 
　③18:00～21:00　※各15人まで
◆費　用　粘土代１㎏200円
◆持ち物　エプロン・上靴
◆申し込み・問い合わせ　
　風連陶芸センター　 01655③2743

要予約

小学生 １６時

中学生 １８時

高校生 ２１時

児童生徒補導協議会
(小中高等学校)

児童生徒の
帰宅時刻

１3月の予定
★3/１
　市民スキーの日
★3/６
　親子お出かけバ
　スツアー

★無料法律相談
　11:00

★土曜読書会
　13:00(図書館名寄本館)

★運転免許更新時講習会
　違反14:00　一般17:30　優良19:00

★認知症カフェ
　10:00～12:00
　 (デイサービスセンター｢あ
　 うん｣２号館)

★本の読み聞かせと工作
　13:30

2５

児

★運転免許更新時講習会
　優良13:00　一般14:00

★ファミリー
　フィットネス
　10:00～11:00

1４

★夜間窓口
　17:30～19:30
　市役所名寄庁舎
　[納税窓口]２階[国保窓口]１階

文

文

★本の読み聞かせ
　13:30

児

よ

よ

文

天

★全日本スノーボー
　ド選手権北海道地
　区大会
　 (16日まで)

健

2６ ２７ ２８

児

児

★名寄市少年少女
　オーケストラ
　第３回定期演奏会
　14:00

児

建国記念日

振替休日

文

２９天皇誕生日

★ひなまつり
　13:30～15:00 児

★まめまき
　13:30～15:00

★冬を楽しもう！
　13:30～15:00 児

★冬の星雲・星団
　観望会
　18:00～20:00

★冬の星雲・星団
　観望会
　18:00～20:00(16日まで)

天

★プラネタリアン
　養成講座
　(３月１日まで) 天

★宇宙の写真展
　(３月15日まで) 天

雪質日本一フェスティバル

雪質日本一フェスティバル

ふうれん冬まつり

ふうれん冬まつり

★北方領土の日

★歩くスキー講習会
　10:00

★キャッシュレス使
　い方講座
　13:00～14:30

★スノーランタン
　17:30点火(名寄東小)
★北の天文字焼き
　18:00点火(太陽の丘)

★おもちゃ博inなよ
　ろ
　10:00～15:00

※詳しくは10～12ページをご覧ください

確定申告･住民税申告

所得税･住民税　2/17 ～ 3/16
贈与税　　　　 2/3 ～ 3/16
消費税等　       3/31 まで

★名寄ピヤシリ大学
　卒業式・修了式

文

文

★第35回冬休み児童
　生徒作品展
　(25日まで)

★風連スキー場
　まつり
　9:00～13:00

★風連瑞生大学
　卒業式・修了式

ふ

★冬季近隣中学生大
　会兼ゴーセン杯争
　奪バドミントン大
　会 ス

★第15回ミヤザキス
　ポーツ杯ソフトバ
　レーボール大会

ス

★第２回名寄地区小
　学生バドミントン
　交流大会 ス

★第45回名寄新聞社
　杯争奪インドアソ
　フトテニス選手権
　大会 ス

★第40回北・北海道
　銃剣道大会

ス

★第40回北・北海道
　銃剣道大会

ス

★名寄市利雪親雪市
　民講座｢北海道型の
　冬季停電災害を考
　える｣
　18:00(市立大学)

文

ピ

ピ
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	16p商品券・移住
	17pもち・手話
	18p男女・消費生活
	19pなよろっぽい家・もちプロ
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	10p確定申告①
	11p確定申告②
	12p確定申告③
	13p大学
	14p健康
	15pNスポ・タッチ
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	02pもくじ・冬イベント①
	03pもくじ・冬イベント②
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	09pフォトでお知らせ②
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