まなびの部屋
博物館

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

■天塩川歴史写真展〜天塩川と共に〜
天塩川が2004年北海道遺産に選定されたことを機に、昨年
写真集「天塩川と共に〜写真につづられた人々の記録 明治
〜昭和」が発行されました。開拓以来、人々の暮らしと様々
な形で関わってきた天塩川の姿を記録したものです。ここに
掲載された写真４４枚のパネルと、現在の航空写真を併せて
展示します。
・と き ５月９日(土)〜１７日(日)
・ところ 北国博物館ギャラリーホール（無料）

■岡田成治写真展〜四季大雪山〜
山岳写真歴２０年の岡田さんは、士別市朝日町出身。この
３月まで士別市立博物館館長を務める傍ら、週末には大雪山
白雲岳周辺に通い、撮影を続けてきました。
1997年、東川町での写真展を皮切りに、これまで札幌、士
別などで作品を発表しています。今回は、四季折々、夜明け
から夕景まで、様々な表情を見せる大雪山系の写真３０点を
紹介します。
・と き ５月２０日(水)〜６月７日(日)
・ところ 北国博物館ギャラリーホール（無料）

図書館

■天塩川流域史講座「120年前の天塩川奥地を調査し
た男たち」
明治20年代、天塩川筋の開拓に先立って殖民地の選定や地
質調査に入った人たちがいました。また、これを支え協力し
たアイヌの人たちがいました。残された日誌や紀行文からそ
の活動や当時の地域の様子を読み解いてみましょう。
・と き ６月４日(木)〜７月９日(木)の各木曜日計６回
１８：３０〜２０：３０
・ところ 北国博物館会議室
・定 員 １５人
・申込み ５月２３日(土)までに北国博物館へ（参加無料）
・後 援 名寄郷土史研究会

■ＳＬ排雪列車「キマロキ」を公開
「９６型」、「Ｄ５１型」の２台の機関車の間にマックレ
ー車、ロータリー車が連結された「キマロキ」編成のＳＬは、
全国でも名寄だけに保存されている豪雪地帯専用の排雪列車
です。
北国博物館前の旧名寄本線上に展示していますが、冬の間
は車体の保護のためシートで覆っていました。４月下旬にシ
ートを外し、姿が見られるようになりました。降雪期を迎え

名寄本館 大通南２丁目
01654②4751 FAX 01654②4897
開 火・金 9:30〜17:0 0 水・木 9:30〜20:0 0 ※17:00以降は１階のみ
休 月・月末・祝・年末年始
土・日 9:30〜16:0 0
風連分館 風連町南町84-1
01655③2871 FAX 01655③2380
開 月〜金 9:30〜17:0 0 土 9:30〜16:0 0 休 日・月末・祝・年末年始

●マイクロフィルムを閲覧する機器が新しくなり、名寄新聞
の昭和２２年８月〜平成２年６月分を閲覧できますので、
ご利用ください。

【名寄本館の予定】
●ミニ展示
「山の幸」「花を植えよう！」
「菜園」「おべんとう」

自動車文庫「やまゆり号」５月の巡回日程
《名寄地区》
7日（木）・21日（木）北老人クラブ前
ノースタウンふれあい会館前
8日（金）・19日（水）麻生公園前

【風連分館の予定】
●おはなしタイム(水曜日 15：00〜)
・と き ５月１３日・２０日
・対 象 児童
●おはなしポケット(金曜日 11：00〜)
・と き ５月１日・８日・１５日・２２日・２９日
・対 象 幼児と保護者
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15:00〜15:15
15:25〜15:40

はなぞの広場前

15:55〜16:15
14:40〜14:55

第一老人クラブ前

15:05〜15:20

ハルニレ公園前

15:30〜15:45

浅江島公園築山前

15:55〜16:15

13日（水）・27日（水）緑丘第一団地

●ペンギンクラブ(木曜日 1０：３0〜)
・と き ５月７日・２１日
・対 象 ３歳未満児・保護者
・内 容 ７日「文字なし絵本」２１日「生活絵本」

15:40〜16:00

ライラック公園前

12日（火）・26日（火）錦町公園前

●きんようおはなしクラブ(毎週金曜日 15：30〜)
・と き ５月１日・８日・１５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

15:15〜15:30

15:05〜15:20

えんれい公園前

15:30〜15:45

サンピラー・マーガレットヴィラ道営住宅前

15:55〜16:15

15日（金）・29日（金）コデマリ公園前

15:00〜15:15

栄町公園前

15:25〜15:40

西１０南１自衛隊官舎前

15:50〜16:10

《風連地区》
12日（火）市街地区

10:05〜10:55

20日（水）東風連地区

10:15〜10:45

日進・旭地区
28日（木）下多寄地区

13:00〜13:55
10:15〜10:40

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 1 3 : 0 0〜1 9 : 0 0 休 月・火、祝日 入館料 無料
■５月にみられる天体

■プラネタリウム館のご案内
「春の星座と物語」
・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 ５月３１日（日）
・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

・月面
・土星

１日〜７日、２８日〜３１日
今月中
「回転花火銀河

Ｍ１０１」

春の星座の１つ、おおぐま座にある渦巻銀河

■特別観望会
・テーマ 月面デジタルカメラ撮影観望会
・と き ５月２９日(金)、３０日(土)
１９：３０〜２１：００
・ところ 市立木原天文台
・参加料 無 料（直接お越しください）
※天候不良時は中止となります。

市民文化センター

2009年４月２日撮影

西1 3 条南４丁目
開 9:00〜22:00

01654②2218

FAX 01654②2356

休 月末・年末年始

■第２回芸術文化鑑賞バスツアー

■「わくわく！体験子ども塾」に参加しよう！

・と
・日

「なんでもチャレンジ！」をテーマにいろいろな体験をし
ます。
・と き ５月３０日(土)９時３０分〜１１時３０分
・ところ 市民文化センター
・対 象 小学３〜６年生
・定 員 ３０人（先着）
・内 容 ブーメランで遊ぼう！！
・申込み ５月７日(木)〜２２日(金)に市民文化センターへ
※定員になり次第締め切り

き ６月３日（水）
程
９：００ 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）
１８：００頃 市役所名寄庁舎前 到着
・行き先 旭川市
〇旭川美術館「ヨーロッパ絵画の輝き〜ロココの華・バル
ビゾンの田園〜」
〇嵐山陶芸の里「大雪窯」(陶芸体験)
・申込期間 ５月１１日（月）〜１５日（金）受付
・参 加 料 ２,９００円（入館料・陶芸体験料・傷害保険料
※昼食代は含みません）
・定
員 ４５人（最少催行２０人、定員を超えた場合は
抽選とします）
※内容・費用等は変更になることがあります。
・申込み 市民文化センター、
風連福祉センター 01655③2531

■生涯学習フェスティバル参加者を募集します！
サークル活動など市民がいきいきと生涯学習に取り組む地
域を目指し次のとおり開催します。
・と き ９月１２日(土)〜１３日(日)
・ところ 市民文化センター
・プログラム（予定）
◆ワークショップブース フ ラ ワ ー ア レ ン ジ ・ 木 工・工芸
・和楽器…など
◆出会いの広場 ダンス・人形劇・演劇・軽音楽…など
◆飲食コーナー出展者
・申込み ７月３１日（金）までに文化センターへ

■団体・サークル情報紙掲載サークル募集中！
市では団体・サークル活動情報をお伝えした、情報紙を発
行します。
新しい仲間を集めたい団体・サークルはご連絡ください。
・対
象 市内(名寄･風連)で活動している団体･サークル
・掲載情報 団体･サークル名､代表者､連絡先､活動内容など
・募集期間 ５月２９日（金）まで

■市民講座の受講者を募集
短歌入門 短歌を楽しもう!（全５回）
・と き ６月１２日(金)〜７月１７日(金) 毎週金曜日
※７月３日（金）は中止します。
・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）
・費 用 無料
・申込み ５月７日(木)〜２２日(金)に市民文化センターへ
※定員になり次第締め切り
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