
木原天文台

■展示ホール「であいの広場」
冬休み児童・生徒作品展 ２月１２日(木)まで

■なよろ入門企画ツアー
「冬のピヤシリ山頂へ行こう！」参加者を募集
スノーモービルに乗って冬のピヤシリ山頂へ行ってみませんか？

名寄の「しばれ」を体験しましょう！
・と き ２月２１日（土）９：００～１２：３０
・ところ 市民文化センター集合・解散

・対 象 一般

・定 員 ２０人

・費 用 ３，５００円

・申込み ２月２日（月）～１２日（木）まで

市民文化センターへ

■人形劇アーティスト沢則行さん小作品公演と講話

「親子鑑賞会」

文化庁「学校への芸術家派遣事業」としてチェコを拠点に

世界各国で活躍する沢 則行さんを講師に迎え実施します。

一般の方の参加も歓迎します。

・と き ２月１０日（火）１８：３０～２０：００

・ところ 風連中央小学校体育館（入場無料）

・申込み ２月２日（月）まで市民文化センターへ

■６０歳からの学生生活！

「名寄ピヤシリ大学」で学生を募集
健康・福祉・法律など知っておくと便利な知識から、名寄

の歴史や自然など幅広く学べます。
また、遠足や体育祭、大学祭、クラブ活動など楽しい行事

が盛りだくさん！
大学（４年間）を卒業すると大学院（２年間）へ進学する

ことができます。
皆さんも、新しい自分、新しい出会い、新しい仲間を見つ

けてみませんか。

入学資格 市内にお住まいの満６０歳以上の方
募集定員 ３０人
修業年限 ４年間
※講義は原則として毎月第２・４火曜日（年間２０回程度）
学 費 無料
※ただし教材費・自治会費などは自己負担です。
学習内容 一般教養、社会見学、実技、奉仕活動、運動会、

大学祭、遠足、クラブ活動、自治会活動など
入 学 式 ４月下旬
申 込 み ３月１日から市民文化センターへ
問い合わせ 教育委員会教育部生涯学習課

（市民文化センター内）
０１６５４②２２１８

■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 ２月２８日（土）
・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

■２月にみられる天体

・月面 ～１０日
・金星 今月中
・土星 １５日頃～
・星雲・星団 １２日～

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

土星は約１５年ごとに地球から環が見えなくなります。
今年はちょうどその年になります。

「 環のない土星 」

1995年10月18日撮影

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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テーマ 内　　　容

名寄市指定文化財 風連獅子舞、グイマツ、名寄教会会堂、ミズナラ林

名寄市の花・鳥・木 オオバナノエンレイソウ、アカゲラ、シラカバ

細氷現象 サンピラー、ライトピラー、ハロ、幻日など

冬の民具 つまご、角巻、雪スケート、炭火アイロンなど

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」２月の巡回日程
《名寄地区》

13日 中名寄小学校

砺波保育所

18日 東保育所

南児童クラブ

19日 西保育所

カトリック幼稚園

智恵文小学校

智恵文保育所

20日 南保育所

名寄拘置所

光名幼稚園

大谷幼稚園

中央保育所

智恵文中学校

《風連地区》
12日 東風連地区 10:15～10:45

17日 市街地区 10:05～10:55

日進・旭地区 13:00～13:55

25日 下多寄地区 10:15～10:40

冬期間は、遠隔地の

小中学校および保育

所、幼稚園などのみ

の配車となります

■第19回特別展「冬ごもりと冬眠」

北国の厳しい冬を雪の下で乗り切る動物たちがいます。こ

の地域で冬眠する代表的な動物、ヒグマ、シマリス、ヘビ、

カエルにスポットを当て、巣穴の構造や冬眠中の生活など、

興味深い生態を紹介します。

・と き ２月６日(金)～３月１日(日)まで

・ところ 北国博物館ギャラリーホール（無料）

■エゾリスが来ています
博物館ギャラリーホール前のバードテーブルは、市民の皆

さんから提供されたヒマワリの種、クルミ、果物などを給餌
き ゆ う じ

していますが、アカゲラ、カラ類などの野鳥に混じってエゾ

リスが姿を見せています。

近くの森に生息する家族なの

か、３匹ほどが毎朝来るように

なりました。

午前中の早めの時間帯で、観

察できる確率が高いようです。

■常設展示室「情報検索コーナー」をリニューアル
しました
北国博物館常設展示室内にある「情報検索コーナー」は、

タッチパネル式のパソコンを使って、名寄の自然や歴史を検

索できます。このほど、４台のパソコン本体とソフトを新し

くしました。名寄地区、風連地区の「名寄市指定文化財」を

新たなテーマとして加えたほか、合併後の名寄市の新「花・

鳥・木」、サンピラーに代表される「細氷現象」、地域の昔の

生活を知る「冬の民具」の４テーマで、豊富なカラー写真や

一部動画を見ることができます。

常設展示室観覧料は、高校生以上が２００円、中学生以下
は無料です。１０人以上の団体は１人１００円となり、教育
・福祉関係でのご利用は無料の取り扱いがありますので、窓
口でお問い合せください。

【名寄本館の予定】
●破損した本を直すには？

・と き ２月１７日(火)・２０日(金)の全2回 1０：00～

・ところ 名寄本館３階 国際親善メモリアルホール

・内 容 破損した本の修理体験

・対 象 一般（大人）

・定 員 ５人

・参加料 ６００円（材料費・保険料）

・持ち物 修理用の本（角背の本１冊）・エプロン・定規

３０cm・筆記用具

※本の規格は受付時に確認してください。

・申込み ２月１日～１０日まで（定員になり次第締め

切ります）

名寄本館カウンターまたは電話で受け付けし

ます。

●ミニ展示

「鍋もの」「おひなさま」

●きんようおはなしクラブ(毎週金曜日 15：０0～)

・と き ２月６日・１３日・２０日・２７日

・対 象 ３歳以上～小学生

・内 容 絵本・紙芝居・工作

●ペンギンクラブ (第１・３木曜日 1０：３0～）

・と き ２月５日・１９日

・対 象 ３歳未満児・保護者

・内 容 ５日「わらべうた絵本」１９日「生活絵本」

【風連分館の予定】
●おはなしタイム(水曜日 15：00～)

・と き ２月１８日・２５日

・対 象 児童

●おはなしポケット(金曜日 11：00～)

・と き ２月６日・１３日・２０日・２７日
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