木原天文台

東２条北５丁目
01654②3956 e-mail nayoro@nayoro-star.jp
URL http://www.nayoro-star.jp
開 水〜日 13：00〜19：00 休 月・火、祭日 入館料 無料

10月に見られる天体
■月面 １日〜９日 ■星雲・星団 11日〜26日
※10月14日(土)・15日(日)、天文台は都合により休館と
なります。
わい惑星となった冥王星

▼

▼

2005年５月12日
名寄市内で撮影

文化センター

プラネタリウム館のご案内
「秋の星座と物語」
■投 影 日 水曜日〜日曜日 15:00〜
■休 館 日 毎週月曜日・火曜日、月末日、祭日
■月末休館日 10月31日（火）
※10月14日(土)、プラネタリウム投影は都合によりお休み
となります。
■入 館 料
○一般100円 ○小学生〜高校生50円 ○幼児無料
※減免
学校、幼稚園、保育所、福祉施設等は、市内免除・
市外半額になります。（事前に申請が必要ですので、
お問い合わせください。）
■連 絡 先
プラネタリウム館（大通南２丁目） 01654②4751

西13条南４丁目
01654②2218 FAX 01654②2356
開 9:00〜22:00 休 月末・年末年始

第49回市民文化祭

ジャックの豆事業

−展示作品・芸能出演者を募集します−

子育て・親育て 子供たちに伝えたい命・性
−あなたがとても大切な存在だということ−

市民であればどなたでも参加できます。
市民文化センター・市役所名寄庁舎１階市民課・智恵
文公民館にある申込用紙に記入のうえ、市民文化センター
にお申し込みください。（郵送・ファックス可）
なお、申込の詳細については市民文化センターにお問
い合わせください。
■申込期限 10月10日（火）
【芸能部門】
・と き 11月３日（金・祝） 9:30から
・ところ 市民会館大ホール
・内 容 邦楽・洋楽・詩吟・合唱・演劇・舞踊・その他）
【展示部門】
・と き 11月３日（金・祝）〜５日（日）
・ところ 市民文化センター
○文芸作品（出品点数１人１点）
詩・随筆・創作・短歌・俳句・川柳等
○美術工芸作品（出品点数１人１点）
絵画：日本画・油彩・水彩・版画等（額装）
工芸：木工・木彫・陶芸・革工芸等
書道：原則、画仙紙半切り（表装・仮巻）
写真：白黒は四つ切り、カラーはキャビネ判四つ切
りまで（撮影データ記）

「性は命にかかわるとても大切で特別なこと」一緒に
考えてみませんか？
■と き 10月28日（土） 13:00〜15:00
■ところ 市民文化センター多目的ホール
■内 容 ・講演
川村光弘氏（産婦人科医・市立総合病院診
療部長）
・パネルディスカッション
■主 催 子育て・親育ての会
■託児申し込み・問い合わせ
01654③2350（吉田）

陶芸教室の案内
■と

き

10月12日（木）・26日（木）
①9:00〜12:00
②13:00〜16:00
③18:00〜21:00
■ところ 風連陶芸センター
■費 用 粘土代１kg200円（１人何kgでも使用可）
■持ち物 エプロン等
■問い合わせ 風連陶芸センター（ 01655③2743）
※このほか、団体での陶芸教室も受け付けていますので
お気軽にお問い合わせください。
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まなびの部屋
博物館

北国博物館

緑丘222

・FAX 01654③2575

風連分館

開 9:00〜17:00 休 月・年末年始
風連町南町85
・FAX 01655③2531

■堀田清写真展「植物エネルギー」はる・
なつ・あき・ふゆ
日高管内出身の堀田さんは、勤務先の北海道医療
大学北方圏生態観察園に育つ全ての植物を撮影し、
2004年フォトコンテストに初応募して入賞、今年２
月から３月まで、札幌にて行われた初の写真展など
で好評を得ています。
と き 10月12日（木）〜11月５日
（日）
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
＜講演会＞
と き 11月２日（木）18:30〜20:00
ところ 北国博物館講堂（無料）
テーマ 「感動は心の薬」
講 師 堀田清氏
主 催 なよろ野の花の会
共 催 北国博物館

図書館

■企画展

e-mail kitaguni@hokkai.or.jp

2006ハーブリース展

ハーブや草花など、身近な素材を活かしたリース
を紹介します。市内弥生で豊かな自然を楽しみなが
ら暮らす、関口幸子さんの作品をお楽しみください。
と き 10月21日（土）〜11月５日（日）
ところ 北国博物館ギャラリーホール（無料）

■ぞうり作り講習会
昔、稲作で得たワラを生活に利用していた技術を
伝承する講座です。ワラに代わるスゲでぞうりを作
ります。
と き 10月25日（水）13:00〜16:00
ところ 北国博物館講堂
対 象 一般市民（小学生は保護者同伴で）
費 用 500円（材料費）
申込期間 10月10日（火）から
※定員になり次第締め切り。
申 込 北国博物館

名寄本館 大通南２
01654②4751 FAX 01654②4897
開 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
休 月・月末・祝・年末年始
風連分館 風連町南町84-1
01655③2871 FAX 01655③2380
開 月〜金 9：30〜17：00 土 9：30〜16：00 休 日・月末・祝・年末年始

【名寄本館の行事】
●特別展示 「猫のいる風景」10月24日
（火）
〜11月５日
（日）
●ミニ展示コーナー
「からだ」「木の実」「ハロウィン」「古事記」
●金曜おはなしクラブ
10月６日・13日・20日・27日
●ペンギンクラブ
10月５日（木）・19日（木） 10:30〜11:30
「エプロンシアターを作ろう」
・対象 ３歳未満児・保護者
●蔵書点検のため休館します
11月20日（月）〜30日
（木）
12月１日からの電算システム稼働に伴い、上記期間、蔵
書点検のため休館します。

【風連分館の行事】
●おはなしポケット（毎週金曜日）
10月６日・13日・20日・27日
●カンガルーのポケット 10月25日(水) 10:00〜
文化祭出展作品作り「野菜スタンプ作り」
・対象者 就学前のお子さんと保護者
●司書体験 10月26日
（木）・27日（金）・30日
（月）
・対象 小学校低学年（１〜３年）
・内容 「カウンター貸出」「本の整理」
・定員 １日２人 ※申込期限 10月20日
（金）

【本館・分館共通の行事】

自動車文庫「やまゆり号」10月の巡回日程
《 名 寄 地 区 》
３日（火）第１老人クラブ前
錦町公園前
麻生公園前
ライラック公園
４日（水）ハルニレ公園前
浅江島公園築山前
５日（木）道営サンピラー・マーガレットヴィラ
白樺団地内
南が丘団地内
６日（金）新大橋会館前
西10南１自衛隊官舎前
17日（火）東三条郵便局前
名農教員住宅前
緑丘第１団地
18日（水）北体育館前
新北斗団地集会所
19日（木）智恵文支所前

《 風 連 地 区 》
６日（金）東風連地区
12日
（木）下多寄地区
13日
（金）日進・旭地区
24日
（火）市街地地区

●文化の日特別開館 11月３日
（金・祝） 9:30〜16:00
●雑誌リサイクル 11月３日
（金・祝）
リサイクル予定：古雑誌・寄贈図書を本人に限り１人10冊を差し上げます。
【本館】名寄本館３階国際親善メモリアルホール 9:30〜11:00
【分館】風連分館こども図書室 9:30〜14:00
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14:50〜15:05
15:15〜15:35
15:45〜16:05
16:15〜16:35
15:25〜15:45
15:50〜16:30
15:20〜15:45
15:55〜16:10
16:15〜16:30
15:30〜15:45
15:50〜16:30
15:05〜15:30
15:40〜16:00
16:10〜16:30
15:15〜15:35
15:50〜16:10
11:00〜11:20
10:00〜
9:45〜
12:45〜
10:00〜

