
広報なよろ第49号　   14

きたすばる 

日進15 7番地1（道立サンピラーパーク内星見の丘） 
　01654②3956  　　 kitasubaru@nayoro-star.jp 
URL http://www.nayoro-star.jp 
　 水～日・祝日 1 3 : 0 0～2 1 : 3 0　　　 月・火 

西1 3条南４丁目　　　01654②2218　FAX 01654②2356 

　  8 : 0 0～2 2 : 0 0　　　　　月末・年末年始 休 開 市民文化センター 

屋上観測室内50cm望遠鏡にて　 

２月26日撮影 

▲ 

■第５８回憲法記念ロードレース 
　・と　き　５月９日（日）１０：００スタート 

　　　　　　(なよろ健康の森陸上競技場) 

　・種  別　 

　　10ｋｍ　男子の部（中学生、高校生、一般男子Ａ) 

　　　　　　女子の部（中学生～一般） 

　　５ｋｍ　男子の部（小学生､中学生､高校生､一般Ｂ～Ｆの 

　　　　　　　　　　　部） 

　　　　　　女子の部（小学生､中学生､高校生､一般Ａ・Ｂ） 

　　３ｋｍ　小学生～一般 

　　※詳しくは、大会事務局までお問い合せください。 

　・申込方法　所定の申込書により　４月１３日（火）まで　

　　　　　　　に下記へお申込みください。 

　・その他　会場では幼児～小学校低学年を対象としたアトラ

　　　　　　クションを実施します。（参加無料） 

　【第58回憲法記念ロードレース事務局】　 

　　名寄市教育委員会 教育部 生涯学習課 スポーツ振興係内 

　　〒096-0023 西13条南４丁目市民文化センター内 

　　   01654②2218　FAX 01654②2356 

　　〒098-0504 風連町本町62番地2ふうれん地域交流センター内 

　　   01655③2531　FAX 01655③2321 

■グループ・サークル活動を応援します！ 
「ジャックの豆事業」 
　　市民の皆さんの、自主的な生涯学習活動を促進させるた 

　めの事業です。 

　・対　　象　市民５人以上で構成される自主的な学習グル

　　　　　　　ープ・サークル 

　・用　　途　参加者を一般募集して行う学習会、講習会、

　　　　　　　講演会などの活動等。 

　・要　　件　１グループ年間１回利用 

　　　　　　　（３年間助成を受けている場合は、その後３

　　　　　　　年間は受けられません） 

　・助 成 額　上限２万円（対象経費の２分の１以内、千円

　　　　　　　未満切捨て） 

　・対象経費　消耗品費、講師謝礼、旅費、借上料、その他 

　　　　　　　必要と認める経費 

　・申込み・問い合わせ　 市民文化センターへ（随時受付） 

 

 

　 

 

　 

休 開 

なよろ市立天文台 

■天文台利用案内 
　・開　館　水曜日～日曜日、祝日 

　　　　　　　４月～９月　１３：００～２１：３０ 

　　　　　　１０月～３月　１３：００～２０：００ 

　　休　館　　４月１日～１６日､４月３０日､月曜日､火曜日 

　・入館料　大人５００円（４００円） 

　　　　　　大学生４００円（３００円） 

　　　　　　小学生～高校生　２００円（無料）　 

　　　　　　※カッコ内は名寄市民料金 

　４月１７日（土）は入館無料となります。 

 
■プラネタリウムのご案内 
「春の星座の解説」 

　職員による投影 １５：００、１７：００、１９：００から

各３０分間。 

 上記以外の時間帯は、オート番組による解説、もしくは、他

のイベントが行われます。 

 

■オープンイベント 
　（社）名寄青年会議所創立55周年記念事業 

　とばしてあそぼう！ 

「きたすばるオリジナルグライダーをつくろう！」(先着５０機) 

　・と　き　４月１７日（土）１３：００～１７：００ 

　　　　　　４月１８日（日）１３：００～１７：００ 

　・ところ　なよろ市立天文台レクチャールーム 

　・対　象　小学生以下 

　・参加料　無料　両日とも先着50人（申込不要） 

　※両日とも混雑が予想されます。定員になり次第締め切りと 

　　させていただきますので、ご了承願います。 

 ■特別観望会「オープン記念観望会」 
　・と　き　４月１７日（土）・４月１８日（日） 

　　　　　　１８：３０～２１：３０ 

　・ところ　なよろ市立天文台 

　・参加料　無料　 

　※雨天時は中止とさせていただきます。また、曇天時に　

　　は星が見られない可能性もあります。ご了承願います。 

■天文台開館中に見られる天体 
　・月面　１７日～２３日、 

　　　　　２４日～２９日（月の出後から見られます） 

　・金星　４月中旬～下旬（１９：３０頃に西の空へ沈むま

　　　　　　　　　　　　　で見られます） 

　・火星・土星　今月中の夜間 

　・星雲星団　２日～１５日の日没１時間後から見られます 

　 

　　　　　  コペルニクスクレーター周辺 
 

 

 

 

 

 

 

　月のクレーターにはそれぞれ名前が付いています。 

写真中央にあるの 

が「コペルニクス」 

という名前が付い 

たクレーターです。 

　このクレーター 

は、地動説を唱え 

た天文学者ニコラ 

ウス・コペルニク 

スから付けられま 

した。 



まなびの部屋 

15  　 平成22年4月号 

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（風連歴史民族資料館　風連町南町85） 

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 

■写真展「タンポポ」　 
　旭川在住の写真作家・野崎誠一さんがタンポポをさまざま

な視点から撮影した作品を紹介する個展です。身近な草花の

タンポポも、野崎さんのレンズを通すと、新鮮で意外な表情

を見せてくれます。 

　・と　き　４月７日(水)～２１日(水) 

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール（無料） 

　・主　催　野崎誠一さん（旭川市在住） 

■野外植物展　 
　芽吹きの季節に合わせて開いている恒例の展示会です。植

物を活かした押し花、写真、リースなど、会員がそれぞれの

分野で制作した作品、観察成果などを紹介します。 

　・と　き　４月２４日(土)～５月５日(水) 

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール（無料） 

　・主　催　なよろ野の花の会 

■「北国研究集録」第12号刊行　 
　北地域の自然や歴史に関する調査・研究報告、北国博物館

活動報告をまとめて隔年で発行しています。今号の掲載内容

は、「パスイ集成名寄・佐藤、柴田収集資料編｣｢忠烈布湖周

辺の植物｣｢長野政雄・名寄に残した足跡｣｢北風磯吉関係文献

目録｣｢平成19年度、20年度施設報告・活動報告」です。Ａ４

判61ページ（1,000円）、北国博物館窓口で販売しています。 

■博物館であ・そ・ぼ・う！！ 
　「こどもの日」にちなみ、館内の広いスペースを子供の遊

べる空間として開放します。木のおもちゃ、リサイクルおも

ちゃ、工作コーナーなどで自由に遊んでください。ペットボ

トルの輪投げ、空き缶魚釣り、牛乳パックままごと、小枝の

木工作など、自然とリサイクル素材を活用したおもちゃ作り

も提案します。 

　玄関前には市民寄贈の鯉のぼりを飾ります。 

　・と　き　４月２９日(木)～５月５日(水) 

　　　　　　※期間中は３日（月曜日）も開館します 

　・ところ　北国博物館講堂・エントランスホールなど(無料)

　 

 

自動車文庫「やまゆり号」4月の巡回日程
  6日（火）・20日（火） 麻生公園前         

　　　　　　　　　    ライラック公園前  

  　　　　　　　　　  はなぞの広場前 

　7日（水）・21日（水）緑丘第１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     

　8日（木）・22日（木）北老人クラブ前    

 　　　　　　　　　  ノースタウンふれあい会館前  

　9日（金）・23日（金） コデマリ公園前 

　　　　　　　　　　　　　　     栄町公園前   

 　　　　　　　　　   西１０南１自衛隊官舎前 

 13日（火）・27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 

　　　　　  

　　　　　   6日（火） 市街地区   

　　　　　 14日（水） 東風連地区 

　　　　　 15日（木） 日進・旭地区           

　　　　　 22日（木） 下多寄地区 

 

《名寄地区》 

《風連地区》 

15:00～15:15  

15:25～15:40 

15:55～16:15 

15:05～15:20   

15:30～15:45  

15:55～16:15 

15:15～15:30  

15:40～16:00 

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 

10:10～11:10 

10:15～10:40 

 

【名寄本館の予定】 
●ミニ展示　「入園・入学」「小人の冒険」 

●こども図書館まつり（会場：名寄本館２階会議室） 

＜０歳～３歳向き＞ 

　・と　き　４月２４日（土）１０：３０～ 

　・内　容　絵本読み聞かせ、紙芝居、手遊び、パネルシア

　　　　　　ター 

　・定　員　２０人 

＜３歳～小学２年生対象＞ 

　・と　き　５月８日（土）　１０：３０～ 

　・内　容　絵本読み聞かせ・ブラックライト紙芝居、工作 

　・定　員　４０人 

　・持ち物　はさみ、木工用ボンド 

　・申込み　名寄本館に電話またはカウンターで申し込みく

　　　　　　ださい。（定員になり次第締め切ります） 

●おはなしクラブ(毎週金曜日 15：30～) 

　・と　き　４月９日・１６日・２３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(木曜日 10：30～) 

　・と　き　４月１５日 

　・対　象　３歳未満児・保護者 

　・内　容　「ペンギンクラブスタート」 

【風連分館の予定】 
●春のおはなし会 

　・と　き　４月２３日（金）１１：００～ 

　・内　容　絵本読み聞かせ、ペープサート、手遊びほか 

　・対　象　幼児と保護者 

●おはなしタイム(水曜日 15：00～) 

　・と　き　４月７日、１４日、２１日、２８日 

　・対　象　児童 

●おはなしポケット(金曜日 11：00～) 

　・と　き　４月９日、１６日、２３日 

　・対　象　幼児と保護者 

 

 

▼ 

昨年の「博物館であ・そ・ぼ・う!!」 


