
木原天文台

■各種スキー大会のお知らせ

＜なよろスペシャルジャンプ２連戦＞

・ところ ピヤシリシャンツェ

【第１戦】第３９回ピヤシリジャンプ大会兼第４６回北海道

新聞社杯ジャンプ大会

・と き １２月１３日（土）９：３０競技開始

【第２戦】第２４回吉田杯ジャンプ大会

・と き １２月１４日（日）９：３０競技開始

＜第２７回全日本コンバインド大会＞

・と き １２月２１日（日）

・ジャンプ競技

９：３０競技開始 ピヤシリシャンツェ

・クロスカントリー競技

１３：３０競技開始 なよろ健康の森

＜第１４回クロスカントリー名寄大会＞

・と き １２月２３日（火）１０：００競技開始

・ところ なよろ健康の森

■風連Ｂ＆Ｇ海洋センターのＦＡＸ番号が変わりま
した

（旧）�０１６５５③３４００

（新）�０１６５５③２２８８（電話兼用）

・問い合わせ 風連公民館 �０１６５５③２５３１

■冬休み子ども料理教室にご参加を

・と き １２月２５日（木）９：３０～１３：００

・ところ 市民文化センター調理実習室

・定 員 ２４人(先着)

・参加料 ５００円

・申込み １２月１日（月）～１０日（水）までに

市民文化センターへ

■風連公民館講座「絵手紙講座」

心ほっこりあたたまる絵手紙をあの人に･･･。絵手紙を始

めてみませんか？初めての方大歓迎です。お気軽にご参加く

ださい。

・と き 平成２１年１月１５日・２２日・２９日(木曜日）

１８：３０～２０：３０（全３回）

・ところ 風連福祉センター

・講 師 絵手紙愛好会

・参加料 ４００円(初回にいただきます)

・定 員 ２０人(定員になり次第締め切ります)

・個人で用意していただくもの

プリンなどのカップ(筆洗い用)2つ、ポケットテ

ィッシュ

・申込締切 平成２１年１月８日(木)

・申込み 風連公民館 �０１６５５③２５３１

■プラネタリウム館のご案内
「冬の星座と物語」
・投影日 水曜日～日曜日１５：００～
・休館日 毎週月曜、火曜日、月末日、祝日
・月末休館日 １２月３０日（火）
・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、福祉施設などについて
は、市内免除市外半額になります(事前に申請が必要で
す、お問合せください)

・連絡先
プラネタリウム館（大通南２丁目）01654②4751

■クリスマスお楽しみビデオ上映会
・とき １２月２０日(土)１５：００から３０分間
・ところ プラネタリウム館
※上映するアニメのタイトルは未定です。
※当日、直接プラネタリウム館へお越しください。
※この日の入館料は無料となりますが、通常の投映は
中止となります。

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、祝日 入館料 無料

■１２月にみられる天体
・月面 ２日～１４日
・金星 今月中
・星雲・星団 １６日～２９日

カシオペア座の爆発天体(KP Cas)

平成２０（２００８）年１０月２１日（左）、１０月２５日（右）撮影

撮影者 佐野康男

市民文化センター
西１３条南４丁目 01654②2218 FAX 01654②2356

開 ９：００～２２：００ 休 月末・年末年始
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まなびの部屋

博物館

図書館
名寄本館 大通南２丁目 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

北国博物館 緑丘222 ・FAX 01654③2575

e-mail ny-kitahaku@city.nayoro.lg.jp

開 9：00～17：00 休 月・年末年始

風連分館 風連町南町８５ 01655③2531 FAX 01655③2321

自動車文庫「やまゆり号」１２月の巡回日程
《名寄地区》

2日�・16日� 錦町公園前 14:40～14:55
第一老人クラブ前 15:05～15:25
麻生公園前 15:35～15:50
ライラック公園前 16:00～16:15

3日�・17日� 東三条郵便局前 13:25～13:40
緑丘第一団地 13:50～14:05
南が丘総合福祉会館前 14:15～14:30
はなぞの広場 15:35～16:00
サンピラー・マーガレットヴィラ道営住宅前 16:15～16:40

4日�・18日� ハルニレ公園前 15:45～16:00
浅江島公園築山前 16:05～16:20

5日�・19日� コデマリ公園 14:30～14:45
ノースタウンふれあい会館前 14:55～15:15
西１０南１自衛隊官舎前 15:55～16:25

《風連地区》
4日� 東風連地区 10:15～10:45
9日� 市街地区 10:05～10:55

日進・旭地区 13:00～13:55
10日� 下多寄地区 10:15～10:40

■北国風景画同好会「風花（かざはな）」会員作品展
北国博物館の風景画講座をきっかけに平成14年に発足した会

は、現在会員32人。講座以来の講師、三宅章さんに学び、身近

な風景を水彩で描いています。これまで博物館をはじめ、市内

で毎年作品展を重ね、今回は第8回となりました。新会員も交

えて、近作を中心に発表します。

・と き １２月１１日(木)～２８日(日)

・ところ 北国博物館ギャラリーホール（無料）

・主 催 北国風景画同好会「風花」（山田勉会長）

■バードテーブルで野鳥観察を
ギャラリーホール前庭のバードテーブルで、この冬も給餌を

始めます。自然の餌が少なくなる時期に合わせ、毎年市民の皆

さんから寄せられたトウモロコシ、クルミ、パン、果物などを

置いています。アカゲラ、ミヤマカケス、カラ類などのほか、

時にはエゾリスの姿も見られるようになりますので、観察をお

楽しみください。餌を提供できる方はご協力ください。

■森のたんけん隊２００９冬
北海道大学雨龍研究林の宿泊施設に1泊2日し、真冬の森を

体験します。自然観察や雪と寒さを利用した遊びを通して、

森の仕組みと営み、人と森の関係を学びましょう。

・と き 平成２１年１月１５日(木)11：30

～１６日(金)15：00

・ところ 北海道大学雨龍研究林（幌加内町母子里）

（北国博物館と名寄駅から無料送迎バスを運行）

・対 象 小学4年生～6年生（30人程度）

※定員を超えた場合は抽選します

・内 容 冬の森の探検/イグルー造り/森の宝探し/アイ

スクリーム作り/雪原パーティーなど

・費 用 ３,５００円（宿泊費、食費、プログラム費、

傷害保険料など）

・申込み 12月22日(月)までに、電話、ファックス、郵便

などで、氏名と読み仮名、性別、学校学年、住

所、電話番号、保護者名を添えて、北国博物館

へ申し込みください。持ち物、集合場所などの

詳しい内容は、応募締め切り後に連絡します。

【名寄本館の予定】
●ふゆのおたのしみ会

・と き １２月２０日(土)

①1０：３０～1１：３０（０～３歳向き）

②1３：３０～1４：３０（３歳以上向き）

・ところ 名寄本館２階

・定 員 ①２０人 ②５０人

※定員になり次第締め切ります

・参加料 無料

・持ち物 ②のみ、ハサミ、黒のペン（サインペンなど）

・申し込み期間 １２月５日(金)～１７日(水)

・内容 ①絵本読み聞かせ・紙芝居・手遊び・パネルシ

アター

②絵本読み聞かせ・ブラックライトパネルシア

ター・工作

・申し込み方法 名寄本館カウンター、または電話で受

け付けます。

●ミニ展示 「クリスマス」「お正月」「北海道指定図書」

「エイズ」「北海道冬休み推せん図書」「雪と水」

「北海道青少年のための２００冊」「自由研究」

●きんようおはなしクラブ(毎週金曜日 15：０0～)

・と き １２月５日・１２日・１９日・２６日

・対 象 ３歳以上～小学生

・内 容 絵本・紙芝居・工作ほか

●ペンギンクラブ

・と き １２月４日(木) 1０：３0～

・対 象 ３歳未満児・保護者

・内 容 のりもの絵本

【風連分館の予定】
●冬のおはなし会

・と き １２月１７日(水) 15：３0～

・対 象 児童

・内 容 絵本読み聞かせ、紙芝居、ブラックライトパネ

ルシアター

●おはなしタイム(水曜日 15：00～)

・と き １２月３日・１０日・２４日

・対 象 児童

●おはなしポケット(金曜日 11：00～)

・と き １２月５日・１２日・１９日・２６日

・対 象 幼児と保護者
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