なよろ市立天文台

きたすばる

日進1 5 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
開 水〜日・祝日 1 3 : 0 0 〜 2 1 : 3 0
休 月・火

■天文台利用案内
・開 館
・休 館
・入館料

■天体観望案内

水曜日〜日曜日、祝日 １３：００〜２１：３０
５月６日〜８日､月曜日､火曜日
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。70歳以上の方も無料
となります。

■プラネタリウムのご案内
「HAYABUSA − Back To The Earth」
職員投影
１５：００､１７：００､１９：００から各３０
分間。

・月面が見える期間
１６日〜２８日
・今月見える惑星
金星・火星・土星
・星雲・星団が良く見える期間 ２日〜１５日

金星−水星−天文台ドーム
最近、夕方の西の空には金星が明るく輝いています（宵
の明星）。４月上旬には、そのすぐ隣に水星も輝き、天
文台の屋上天体広場からはドームの隣に２つの星が輝い
て見えました。

■ゴールデンウィーク観望会
・と

き

・ところ
・参加料

５月１日（土）〜５月５日（水）
１８：３０〜２１：３０
なよろ市立天文台
天文台入館料

▲ ２０１０年４月８日撮影

市民文化センター

西1 3 条南４丁目
開 8:00〜22:00

01654②2218 FAX 01654②2356
休 月末・年末年始

■第２回 芸術文化鑑賞バスツアー

■「親子関係サポート教室」にご参加を

・と

子育てや心の成長に関するＤＶＤ映像を見ます。見た後は、
参加者同士で感想などを話し合います。話したり聞いたりす
ることで、親子関係だけでなく、広く人間関係や自分自身に
ついていろいろな気づきにつながります。全４回開催。途中
の回からの参加もＯＫ。
日 程 １回目 ５月２５日(火)｢家庭学習のポイント｣
２回目 ７月１４日(水)｢家庭教育キャリア編｣
３回目 ９月２２日(水)｢発達と社会性｣
４回目１１月２４日(水)｢命の大切さを伝えるために｣
時 間 １９：００〜２０：３０
ところ 市民文化センター（託児あり）
対 象 子育て中の方、子育てに関わっている方、その他
一般市民。
(カウンセリングに興味のある方にもおすすめです)
申込み ５月１８日（火）までに市民文化センターへ
(１回目と全４回まとめてのお申し込みを受け付け
ます。２回目以降は各回の開催日の１週間前まで
受け付けます)

６月１４日（月）〜１５日（火）１泊２日
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・旧風連福祉セ
ンター前停車）
１５日 １７:１０頃 旧風連福祉センター前 到着
（ハローワーク前・文化センター前・市役所名寄庁
舎前停車）
・行 き 先 帯広市・鹿追町
（宿泊先／帯広市 十勝ガーデンズホテル）
●真鍋庭園
日本初のコニファーガーデンで、日本一の面積を誇る庭園で
す。北方系外来樹種、園芸樹種が何百種もあり、販売もしてい
ます。
●帯広競馬場
通常関係者以外が入れない調教馬場などを案内してもらえる
バックヤードツアーに参加します。
●神田日勝記念美術館
農耕馬や牛の絵をベニヤ板に力強く描く具象画で有名です。
見る人それぞれに何かを強く訴えかける日勝の作品をじっくり
とご堪能ください。
※内容・費用などは変更になることがあります。
・申込期間 ５月１７日（月）〜２７日（木）受付
・費
用 10,500円（入館料・宿泊料・昼食代・傷害保険
料などを含む）
・定
員 ３３人（最小催行人数２０人）
定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。
き
１４日

広報なよろ第50号

６

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（風連歴史民俗資料館 風連町南町85）

■野鳥写真展

■ＳＬ排雪列車「キマロキ」を公開

５月10日〜16日はバードウィーク（愛鳥週間）です。名寄
周辺でもいろいろな野鳥が見られますが、渡りや繁殖などで
活動が活発な時季です。会員が観察活動を通して撮影した写
真で、アカゲラ、アオサギ、オジロワシ、エゾフクロウなど
の野鳥の生態を紹介します。
・と き ５月8日（土）〜16日（日）
・ところ 北国博物館ギャラリーホール（無料）
・主 催 名寄野鳥の会

96型機関車、マックレー車、ロータリー車、Ｄ51型機関車
が順に連結された「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す。
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。
この後は降雪期を迎える10月中旬まで公開します。日曜日と
祝日には名寄SL排雪列車キマロキ保存会会員が案内し、館内
ではカラーパンフレット、エピソードや思い出をつづったブ
ックレット「キマロキ」（A5判60ページ）を各500円で販売
しています。

■巡回展「外来生物展」
生息地域の外から入り込んだ動植物を「外来生物」と呼ん
でいます。「外来生物」は、地域本来の生物を絶滅に追い込
んだり、生態系を破壊するほか、地域産業に影響を与えるな
ど、さまざまな問題を引き起こしています。アライグマ、ウ
チダザリガニ、セイヨウオオマルハナバチ、ニセアカシアな
ど、身近な外来生物の進入経過や問題点、駆除の方法などを
紹介します。
・と き ５月19日（水）〜６月６日（日）
・ところ 北国博物館ギャラリーホール（無料）
・主 催 名寄市北国博物館・道北地区博物館等連絡協議会

▼

名寄本館

図書館

開 火・金

土・日
風連分館
開 月〜金

【名寄本館の予定】
●ミニ展示 「ガーデニング」「山の幸」
●おはなしクラブ(毎週金曜日 15：30〜)
・と き ５月７日・１４日・２１日・２８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 ５月６日・２０日
・対 象 ３歳未満児・保護者
・内 容
６日「文字なし絵本」
２０日「お母さんにとっての絵本」

北国博物館前のＳＬキマロキ

大通南２丁目
A01654②4751 FAX 01654②4897
9:30〜17:00 水・木 9:30〜20:00 ※17:00以降は１階のみ
9:30〜16:00
休 月・月末・祝・年末年始
風連町南町84‑1
A01655③2871 FAX 01655③2380
9:30〜17:0 0 土 9:30〜16:00 休 日・月末・祝・年末年始

自動車文庫「やまゆり号」５月の巡回日程
《名寄地区》
6日
（木）・20日
（水）

北老人クラブ前

ノースタウンふれあい会館前15:40〜16:00
7日
（金）・21日
（金）

11日
（火）・25日
（火）

12日
（水）・26日
（水）

【風連分館の予定】
●おはなしタイム(水曜日 15：00〜)
・と き ５月１２日・１９日・２６日
・対 象 児童
●おはなしポケット(金曜日 11：00〜)
・と き ５月７日・１４日・２１日・２８日
・対 象 幼児と保護者

７

平成22年5月号

15:15〜15:30

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

麻生公園前

15:00〜15:15

ライラック公園前

15:25〜15:40

はなぞの広場前

15:55〜16:15

緑丘第一団地

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
14日
（金）・27日
（木）

錦町公園前

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

《風連地区》
11日
（火）

市街地区

10:05〜10:55

13日
（木）

日進・旭地区

10:10〜11:10

19日
（水）

東風連地区

10:15〜10:45

27日
（木）

下多寄地区

10:15〜10:40

