
木原天文台

■第４回芸術文化鑑賞バスツアー

・と き ８月２２日（金）～２３日（土）

・行き先 石狩市・札幌市

・宿泊地 札幌市

２２日 (金）

８：００ 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

１３：３０ 石狩美術館

１９：００ 生活支援型文化施設コンカリーニョ

２３日 (土）

９：３０ 道立近代美術館

１７：００ 市役所名寄庁舎前 到着

〇石狩美術館 エッチングとガラス工芸を観覧

〇生活支援型文化施設コンカリーニョ

世界各国で活躍する沢 則行の人形劇を観覧
さ わ の り ゆ き

〇道立近代美術館 レオナール・フジタ展を観覧

・申込期間 ７月１４日（月）～１８日（金）

・費 用 １５，６００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）

・申し込み 市民文化センター

風連福祉センター 01655③2531

■サンピラー国体記念第６回サマージャンプ

多くの方の観戦を、お待ちしております。

・と き ７月２７日（日） ９：００～

・ところ ピヤシリシャンツェ

■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 ７月３１日（木）

・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

〇特別投映期間「七夕無料投映」
・と き ７月２日（水）～６日（日）

１５：００～(月・火曜日は除く)

・内 容 七夕物語と夏の星座

・定 員 ６５名

＊期間中、図書館４階プラネタリウム館まで直接お越し

ください。

＊１５名以上の団体申し込みは別時間で調整します、子

供会などの申し込みはご相談ください。

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 「七夕観望会」

・と き ７月６日(日)

２０：００～２１：００

・ところ 市立木原天文台

・内 容 ４０cm望遠鏡で七夕の星が見られます。

※曇り・雨天時は中止となります。

■７月にみられる天体

・月面 ７日～１７日

国際宇宙ステーション(ISS)と市立木原天文台

平成２０（２００８）年６月４日、市立木原天文台で撮影

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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博物館

■「羊毛を使った季節を飾る小物作り」講習会
地域に関わりの深い、羊毛を使う手作り講習会です。四

季に合わせて年間４回のうち２回目の講座が開かれます。
今回は「みつばちのダンス」のテーマで、夏の自然情景

を羊毛で表現します。子供から大人までお楽しみください。
・と き ７月２６日(土) 13：00～15：00
・ところ 北国博物館講堂
・講 師 逸見りかさん

（ウール工房ひつじ小屋niupu・美深町仁宇布）
・対 象 小学4年生以上（低学年は保護者同伴で）
・費 用 ５００円（材料費）
・定 員 ２０人
・申込み １１日(金)～ 北国博物館へ

（定員になり次第締め切ります）

「みつばちのダンス」で作る作品

【名寄本館の予定】
●ミニ展示

『冷た－い！』『夏休み課題図書』『ハリー・ポッター』
『自由研究』『夏休み緑陰図書』『北海道指定図書』
『北海道青少年のための200冊』

●夏の夜のおたのしみ会
・と き ７月２４日（木）18：30～
・ところ 名寄本館 ２階会議室
・対 象 幼児・小学生（夜間のため、保護者等の同伴）
・定 員 ７０人
・申込み ７月１０日～ 名寄本館

（定員になり次第締め切ります）
●小学生一日司書体験
・と き ７月２９日（火）

午前の部：99：00～12：00
午後の部：13：00～16：00

・ところ 名寄本館
・定 員 午前の部・午後の部 各６人
・対 象 小学校５・６年生
・申込み ７月８日～ 名寄本館

（定員になり次第締め切ります）
●夏の工作づくり
・と き ８月１日（金）14：30～
・ところ 名寄本館 ２階会議室
・定 員 １５人
・対 象 小学校３・４年生
・申込み ７月１０日～２７日 名寄本館

（定員になり次第締め切ります）
・持ち物 〇木工ボンド 〇黒の油性マジック（細字用）

〇定規15～20㎝

図書館

■第18回特別展「昭和のくらし」
昭和40年頃の名寄は戦後の混乱もおさまり、市制施行か

ら約10年。毎年100人単位で人口が増加していました。現
在ほど物が豊富で便利であった訳ではありませんが、街か
ども家庭もにぎわっていました。当時の生活道具、商売用
品などを通して、その暮らしを振り返ってみましょう。
ちゃぶ台や白黒テレビを囲む懐かしい茶の間の様子を再

現し、家事、学校、遊び、商売で使った道具、雑誌などを
紹介します。
・と き ７月１９日(土)～８月２４日(日)
・ところ 北国博物館ギャラリーホール（無料）

■ラウンジ・地域情報室を活用ください
北国博物館は「常設展示室」以外の入館・利用が無料で

す。ラウンジで散策やウォーキング後の休憩、地域情報室
で自然や歴史に関する書籍・雑誌の閲覧など、お気軽にご
利用ください。

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」７月の巡回日程
《名寄地区》

8日�・22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

2日�・16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

10日�・24日� ハルニレ公園前 15:45～16:00
浅江島公園築山前 16:05～16:20

11日�・25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》
15日� 市街地区 10:05～10:55

日進・旭地区 13:00～13:55
16日� 下多寄地区 10:15～10:40
17日� 東風連地区 10:15～10:45

●きんようおはなしクラブ(毎週金曜日 15：30～)
・と き ７月４日・１１日・１８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木曜日開催）
・と き ７月３日・１７日 10：30～
・対 象 ３歳未満児・保護者
・内 容 どうぶつ絵本（３日）、ペープサートを作ろう

（17日）ほか
【風連分館の予定】
●おはなしタイム(毎週水曜日 15：00～)
・と き ７月２日・９日・１６日・２３日・３０日
・対 象 児童






