
木原天文台

■第６回芸術文化鑑賞バスツアー
・と き １０月２日（木）～３日（金）宿泊地：網走
・日 程
２日 ８：３０ 市役所名寄庁舎前 出発

（ハローワーク・市民文化センター・風
連福祉センター前停車、帰路も同じ）

３日１７：００頃 市役所名寄庁舎前 到着
〇遠軽町生田原ちゃちゃワールド、コロポックル影絵美
術館を観覧

〇博物館網走監獄を観覧
〇湧別漁協ホタテ加工所を見学

・申込期間 ９月８日（月）～１２日（金）
・参加料 ９，０００円（予定、宿泊費・交通費・観覧料

など）
・定 員 ３３人（最少催行１５人、定員を超えた場合は

抽選）

・申込み 市民文化センター、
風連福祉センター01655③2531

■市民講座の受講生を募集

申込み ９月１日（月）～１９日（金）
市民文化センターへ(定員になり次第締め切り)

○家電製品との上手な付き合い方
省エネ・節電術を学びましょう！

・と き ９月２５日（木）１３：３０～１５：３０
・ところ 市民文化センター大会議室
・対 象 一 般
・定 員 ３０人（先着）
・参加料 無 料

〇美しい！宛名 年賀状の書き方を学びましょう（全１０回）
・と き １０月７日～１２月１６日

毎週火曜日 １９：００～２１：００
・ところ 市民文化センター視聴覚研修室
・対 象 一般
・定 員 ２０人（先着）
・参加料 無 料

○男の料理教室 料理の基礎から栄養の知識まで一緒に学び
ましょう！（全３回）

・と き １０月９日～２３日 毎週木曜日
１８：３０～２０：３０

・ところ 市民文化センター調理実習室
・対 象 一般の男性
・定 員 ２０人（先着）
・参加料 ２,０００円（材料代）

○ハロウィン飾り 親子でカボチャのランタンを作ろう！
・と き １０月２５日（土）１０：００～
・ところ 市民文化センター調理実習室
・対 象 親子（４歳～小学生とその保護者）
・定 員 １５組（先着）
・参加料 １,０００円程度（材料代）

○陶芸教室（後期）初心者大歓迎です。楽しく作品を作りま
しょう！（全９回）

・と き １０月２７日（木）～２月２３日（月）
毎月第４月・火曜日

月＝１３：３０～１５：００ 火＝１０：３０～１２：００
・ところ 市民文化センター市民工芸室
・対 象 一般
・定 員 ３０人（先着）
・参加料 粘土１㎏につき３００円

■プラネタリウム館のご案内

「夏の星座と物語」
・投影日 水曜から日曜日１５：００～
・休館日 毎週月曜、火曜日、月末日、祝日
・月末休館日 ９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

■９月にみられる天体
・月面 ４日～１７日
・木星 今月中

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

■特別観望会
・テーマ 月面デジタルカメラ撮影観望会
・と き ９月６日(土)、７日(日)

１８：３０～２０：００
・ところ 市立木原天文台
・参加料 無 料（直接お越しください）

コンパクトデジタルカメラで撮った木星

平成２０（２００８）年８月１０日

移動天文台車の望遠鏡で拡大

してから撮影

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 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」９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

10日�・24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

11日�・25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》

9日� 市街地区 10:05～10:55

日進・旭地区 13:00～13:55

12日� 東風連地区 10:15～10:45

24日� 下多寄地区 10:15～10:40

■企画展「昭和の衣服展」
「昭和」をテーマとする本年度の特別展・企画展の中で、衣

生活の視点から昭和時代を振り返る内容です。市民の皆さんに
も多くの衣服を提供していただきました。今では少し懐かしい
昭和スタイルを思い出してみてください。

・と き ９月１４日(日)まで
・ところ 北国博物館ギャラリーホール（無料）

■羊毛を使った季節を飾る小物作り講習会
地域の歴史にも関わる羊毛を使って、四季にあわせた小物作

りを楽しみましょう。
秋は「キノコの森へ」がテーマ。かわいらしいキノコを主役

に秋の情景をフェルトで構成します。子供から大人まで参加で
きます。

・と き １０月４日(土) 13：00～15：00
・ところ 北国博物館講堂
・講 師 逸見りかさん

（美深町仁宇布・ウール工房ひつじ小屋niupu）
・対 象 小学４年生以上（３年生以下は保護者同伴で）
・費 用 ５００円（材料費）
・持ち物 エプロン
・申込み ９月１９日(金)～ 北国博物館へ

※定員になり次第締め切り

■企画展「キノコ写真展～なよろの森の贈りもの～」
森の恵み「キノコ」の季節です。身近で見られるキノコ

のうち、約130種をカラマツ林、ミズナラ林、シラカバ林、
草地などの生育環境別に写真で紹介します。また、キノコの
生態、食毒の区別と食中毒の発生状況などについても解説し
ます。

・と き ９月１９日(金)～１０月１日(水)
・ところ 北国博物館ギャラリーホール（無料）

《キノコ観察会》
・と き ９月２３日(火)「秋分の日」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
・対 象 一般市民（小学低学年以下は保護者同伴）
・定 員 ３５人
・参加費 １００円（傷害保険料）
・持ち物 お手持ちのキノコ図鑑、観察に必要なもの
・申込み ９月５日(金)～１７日(水)北国博物館へ

※定員になり次第締め切り

キノコ写真展より「タマゴタケ」

【名寄本館の予定】
●ミニ展示 「きのこ」「おじいちゃん・おばあちゃん」
●古典文学講座「源氏物語千年紀ー宇治十帖を中心にー」
・と き ９月１３日～１０月２５日（毎週土曜日）

１３：３０～１５：３０ （全６回）
・講 師 佐藤 喜代枝さん（市教育委員会教育専門相談員）
・受講料 無料
・定 員 ３０人
・対 象 中学生以上
・申込み 名寄本館（定員になり次第締め切ります）

●きんようおはなしクラブ(毎週金曜日 15：30～)
・と き ９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（第１・３木曜日 10：30～）

・と き ９月４日・１８日

・対 象 ３歳未満児・保護者

・内 容 パネルシアターを作ろう（４日、１８日）

【風連分館の予定】
●おはなしタイム(水曜日 15：00～)

・と き ９月３日・１０日・１７日・２４日

・対 象 児童

●おはなしポケット(金曜日 11：00～)

・と き ９月５日・１２日・１９日・２６日

・対 象 幼児と保護者
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■企画展「昭和の衣服展」
「昭和」をテーマとする本年度の特別展・企画展の中で、

衣生活の視点から昭和時代を振り返る内容です。市民の皆
さんにも多くの衣服を提供していただきました。今では少
し懐かしい昭和スタイルを思い出してみてください。

・と き ９月１４日(日)まで
・ところ 北国博物館ギャラリーホール（無料）

■企画展「キノコ写真展～なよろの森の贈りもの
～」
森の恵み「キノコ」の季節です。身近で見られるキノコ

のうち、約130種をカラマツ林、ミズナラ林、シラカバ林、
草地などの生育環境別に写真で紹介します。また、キノコ
の生態、食毒の別と食中毒の発生状況などについても解説
します。
企画展にあわせて、「キノコ観察会」を開催します。

・と き ９月１９日(金)～１０月１日(水)
・ところ 北国博物館ギャラリーホール（無料）

●ペンギンクラブ（第１・３木曜日 10：30～）
・と き ８月７日・２１日
・対 象 ３歳未満児・保護者
・内 容 ペープサートを作ろう（７日）、たべもの絵本

（21日）ほか

【風連分館の予定】
●夏のおはなし会
・と き ８月２８日（木）１５：３０～(児童)
・と き ８月２９日（金）１１：００～(幼児と保護者)

●おはなしタイム(水曜日 15：00～)
・と き ８月６日・２０日
・対 象 児童

●おはなしポケット(金曜日 11：00～)
・と き ８月１日・８日・２２日
・対 象 幼児と保護者



【名寄本館の予定】
●古典文学講座「源氏物語千年紀 -宇治十帖を中心に- 」

・と き ９月１３日～１０月２５日（毎週土曜日）
１３：３０～１５：３０（全６回）

・講 師 佐藤喜代枝さん(市教育委員会教育専門相談員)
・受講料 無料
・定 員 ３０人
・対 象 中学生以上
・申込み ９月５日（金）まで 名寄本館

（定員になり次第締め切ります）
●ミニ展示 『十五夜』『おばけだぞー』
●ノートをつくってみよう！

・と き ８月８日（金）９：30～
・ところ 名寄本館２階（ラ・ボラの部屋）
・対 象 小学校４・５・６年生
・参加費 100円（保険料）
・定 員 １０人
・持ち物 エプロン､表紙用の紙２枚(包装紙など30㎝×22㎝)、

定規30㎝、筆記用具
・申込み ８月５日（火）まで 名寄本館

（定員になり次第締め切ります）
●きんようおはなしクラブ(毎週金曜日 15：30～)

・と き ８月８日・２２日・２９日
・対 象 ３歳以上～小学生
・内 容 絵本・紙芝居・工作ほか


