
木原天文台 

■第４回芸術文化鑑賞バスツアー 
　・と　き　７月２２日（水） 

　・日　程　 

　　９：００  市役所名寄庁舎前出発（ハローワーク前・文

　　　　　　　化センター前・風連福祉センター前停車） 

　１６：３０　風連福祉センター前　到着 

　１７：００　市役所名寄庁舎前到着（ハローワーク前・文

　　　　　　　化センター前停車） 

　・行き先 　  旭川市　 

●上野ファーム 

　英国風をベースに、北国でしか見られない開花期がつくり

　だす花の組合せや風景など北海道らしさを表現したダイナ

　ミックなガーデンです。ドラマ『風のガーデン』に登場す

　る庭のプロデュースも手がけています。 

　（雨天の場合、見学先を変更することがあります。） 

●道立旭川美術館 

  『あべ弘士 動物交響楽～交差するいのちの詩～』 

　元旭山動物園飼育係の絵本作家・あべ弘士氏。生命の輝き

　に満ちあふれた動物の絵本の世界を、絵本原画や新作の立

　体作品などにより紹介します。 

　・費　用　１，４００円 

　　　　　（観覧料・傷害保険料　※昼食代は含みません） 

　・申込期間　６月２９日（月）～７月７日（火）受付 

　・定　員　３３人（最小催行人数１０人、定員を超えた場

　　　　　　合は抽選とします） 

　・申込み　市民文化センターまたは 

　　　　　　風連福祉センター　０１６５５③２５３１　　 

■文化大ホール(仮称)建設へのご意見を募集します 
　　市では、市民会館大ホールの老朽化に伴い新たな「文化

　大ホール（仮称）」の建設に向けて検討を進めています。

　建設位置や規模、活用方法など、ホール建設に関連するさ

　まざまなご意見を募集します。メールやファックスでお寄

　せください。 

　生涯学習課文化振興係 

　　　　 nybunsen@city.nayoro.lg.jp 
　　FAX 01654②2356 
●文化大ホール（仮称）建設に関する市民懇話会委員を募集

　します。 

　　市では、文化大ホールの建設について市民の意見を取り

　入れるための「市民懇話会」を組織し、関係団体などに委

　員を依頼する予定です。ついては、若干名の公募委員を募

　集しますので、お申し込みください。 

　・公募委員　若干名　 

　　文化大ホールに関する意見を４００字程度にまとめて、

　７月３１日（金）までに生涯学習課文化振興係へお寄せく

　ださい。 

■プラネタリウム館のご案内 
　「夏の星座と物語」 

　・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　７月３１日(金) 

　・入館料　○一般１００円　○小学生～高校生５０円 

　　　　　　○幼児無料 

　・連絡先   

　　プラネタリウム館（大通南２丁目）�01654②4751 

■特別投映期間「七夕無料投映」　 
　・と　き　７月１日（水）～５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人 

　※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)　 

　※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人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。 

■７月に見られる天体 
　・月面　１日～５日、２５日～３１日 

　・土星　今月中 

 

■特別観望会 
「七夕観望会」 

　・と　き　７月５日(日)　２０：００～２１：００ 

　・ところ　NISSHIN CAFE（日進） 

　・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。 

「部分日食観望会」 

　・と　き　７月２２日(水)　９：３０～１２：１５ 

　・ところ　市立木原天文台 

　・内　容　奄美大島の方では皆既日食となる今回の日食は、 

　　　　　　名寄では４割くらいが欠ける部分日食になります。 

　※曇り・雨天時は中止となります。 

 

地球照（ちきゅうしょう） 
　月がまだ細い頃、暗くなっている部分がうっすら見える 
ことがあります。このうっすら見える現象を地球照と言い 
ます。地球で反射した太陽 
光が月を照らし光っている 
のです。 
 

（２００９年 
　５月２９日撮影） 
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まなびの部屋 

■企画展「昭和のおもちゃ」 
　昨年好評だった「昭和」をテーマにした企画展シリーズを

引き継ぎ、昭和時代のおもちゃと遊びの世界を取り上げます。 

流行したおもちゃやキャラクターなどは、世代共通の思い出

となっていることが多いものです。実物と写真などで振り返

えれば、懐かしい子供の頃の記憶がよみがえることでしょう。

　・と　き　７月２日(木)～１９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。

ラウンジは、名寄公園の散策やウォーキング後の休憩にも、

地域情報室では自然や歴史に関する書籍・雑誌、地域文献の

閲覧など、お気軽にご利用ください。 

 

■第２０回特別展「クワガタとカブトムシ」　 
　クワガタムシとカブトムシの生態と成育環境を通して、地

域の自然のあり方、外来種の移入についても考えるきっかけ

を提供します。 

　北海道産のクワガタ各種のほか、外国産の大型カブトムシ

標本などを紹介し、昆虫採集や飼育についても取り上げます。 

　・と　き　７月２５日(土)～８月２３日(日) 

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール（無料） 

〈関連事業〉 

　「昆虫と仲良くなるトーク」 

　・と　き　８月７日（金）１０：００～１２：００ 

　・ところ　北国博物館講堂 

　・講　師　末武英一氏 

※親子参加できます。参加無料、直接会場へ。 

5   　平成21年７月号 

【名寄本館の予定】 
●夏の夜のお楽しみ会（定員50人） 

　・と　き　７月２３日（木）１８：３０～ 

　・対　象　幼児・小学生（夜間のため保護者同伴） 

　・内　容　絵本読み聞かせ・ブラックパネルシアター、 

　　　　　　ペープサート、紙芝居  

●夏の工作　－リサイクルで楽しもう！「ペットボトル水族              

　館」－(定員15人) 

　・と　き　７月２８日（火）１０：００～ 

　・対　象　小学３・４年生 

　・持ち物　工作用のり､ハサミ､ 

●ノートをつくってみよう！（定員10人）　　　　　　 

　・と　き　８月４日（火）９：３０～ 

　・対　象　小学４～６年生 

　・参加料　１００円（保険料） 

　・持ち物　エプロン、定規３０ｃｍ、筆記用具 

●小学生１日司書体験（定員各６人） 

　・と　き　８月１１日（火） 

　　午前の部　９：００～１２：００ 

　　午後の部１３：００～１６：００ 

　・対　象　小学５・６年生 

　申込みは名寄本館へ（定員になり次第締め切ります） 

 

●ミニ展示                              　 

　「課題図書」「夏休みに読みたい科学の本」 

　「アウトドアの本」 

●きんようおはなしクラブ(毎週金曜日 15：30～) 

　・と　き　７月３日・１０日・１７日・２４日 

　・ところ　名寄本館２階会議室 

　・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(木曜日 10：30～) 

　・と　き　７月２日・１６日 

　・対　象　３歳未満児・保護者 

　・内　容　「ペープサートを作ろう」 

自動車文庫「やまゆり号」７月の巡回日程
  2日（木）・16日（木）北老人クラブ前         

　　　　　　　　　  ノースタウンふれあい会館前  

  7日（火）・21日（火）麻生公園前     

　　　　　　　　　  ライラック公園前    

　　　　　　　　　  はなぞの広場前 

  8日（水）・22日（水）緑丘第一団地 

　　　　　　　　　  えんれい公園前   

　　　　　　　　　　　　　　  サンピラー・マーガレットヴィラ道営住宅前  

10日（金）・24日（金）コデマリ公園前    

                             　　　　　　　栄町公園前    

　　　　　　　　　   西１０南１自衛隊官舎前   

14日（火）・28日（火）錦町公園前  

　　　　　　　　　   第一老人クラブ前  

                   　　　  ハルニレ公園前 

　　　　　　　　　   浅江島公園築山前 　  

　　　　　　　　　   

　　　　　  7日（火）市街地区   

　　　　　15日（水）東風連地区  

　　　　　16日（木）下多寄地区  

　　　　　23日（木）日進・旭地区 

《名寄地区》 

博物館 
北国博物館　緑丘222　�・FAX   01654③2575 
e-mail  ny-kitahaku@city.nayoro.lg.jp 
　 9 : 0 0～1 7 : 0 0　　　　　　月・年末年始 
風連分館 　風連町南町85　� 01655③2531　FAX　01655③2321

休 開 

図書館 

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

休 

開 

15:15～15:30  

15:40～16:00 

15:00～15:15 

15:25～15:40  

15:55～16:15 

15:05～15:20 

15:30～15:45 

15:55～16:15  

15:00～15:15  

15:25～15:40 

15:50～16:10 

14:40～14:55   

15:05～15:20  

15:30～15:45  

15:55～16:15 

 

10:05～10:55 

10:15～10:45 

10:15～10:40 

13:00～13:55 

 

【風連分館の予定】 
●夏のおはなし会 

　・と　き　７月８日（木）１５：３０～ 

　・対　象　小学生 

　・内　容　絵本読み聞かせ・ブラックライト紙芝居、 

　　　　　　ペープサート  

●おはなしタイム(水曜日 15：00～) 

　・と　き　７月１日・１５日・２２日・２９日 

　・対　象　小学生 

●おはなしポケット(金曜日 11：00～) 

　・と　き　７月３日・１０日・１７日・２４日 

　・対　象　幼児と保護者 

《風連地区》 


