まなびの部屋
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）

博物館

■藤倉英幸「北の風物語」第２章名寄展
ＪＲ北海道車内誌の表紙などで知られるイラストレー
ター藤倉英幸氏の原画展を開催します。
「はり絵でつむぐ、ぬくもりの風景たち」と題して、
士別、名寄、剣淵の３市町でシリーズ開催する第２弾で
す。
名寄展は「雪と北のくらしの物語」をテーマに、北国
の冬のぬくもりを伝える作品群を紹介します。
「北の教会｣｢氷点下の街｣｢雪の里に｣｢春の使者たち」
「大雪に夏が来る」など３８点のうち、多くが昨年から
今年にかけて制作された未掲載の作品です。
・と き
１０月７日(金)〜１１月１３日(日)
・ところ
北国博物館ギャラリーホール(無料)

「菜の花踏切」がデザインされたポスター

きたすばる

■天文台利用案内
・開 館 水曜日〜日曜日、１０日(月・祝)
１３：００〜２０：００
※開館時間が冬時間に変更となりました。
・休 館 月曜日、火曜日、１２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)
ただし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
・職員投影 １５：００、１７：００、１９：００から
・投影番組

ﾊﾔﾌﾞｻ ﾊﾞｯｸ ﾄｩ ｼﾞ ｱｰｽ

帰還Ver DC版
（ショートバージョン）

帰還Ver DC版
（ロングバージョン）

銀河鉄道の夜
（ショートバージョン)

銀河鉄道の夜
（ロングバージョン)

■天体観望案内
・月面が見える期間 １日〜１５日
・今月見える惑星
木星・天王星・海王星
※晴れている昼間に、望遠鏡で見ることのできる星も
あります。
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■ＳＬ排雪列車「キマロキ」の冬囲いを行います
北国博物館前に野外展示されているＳＬ「キマロキ」
は、全国で唯一残されている編成として、今年も多くの
鉄道ファンが訪れました。今月下旬に保護シートを掛け
る冬囲いを行います。作業は２０日前後を予定し、以後
は来年４月下旬まで見学できなくなります。

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 0 : 0 0 （17：30までに入館）

なよろ市立天文台
なよろ市立天文台

ﾊﾔﾌﾞｻ ﾊﾞｯｸ ﾄｩ ｼﾞ ｱｰｽ

■藤倉英幸ギャラリートーク
「北の風物語」名寄展の開催に合わせて、藤倉氏を迎
えお話を聞く機会を設けます。
藤倉氏のイラストは、なよろ雪質日本一フェスティバ
ルのポスター、ミニ雪像コンテストや市内業者の広報・
包装などにも登場し、市民に親しまれてきました。２０
年以上前にさかのぼる名寄との出会いから最近の状況ま
で、また北国の風景の魅力について語っていただきます。
・と き １０月２３日（日）１３：３０〜１５：００
・ところ 北国博物館講堂（無料）
※事前申し込み不要｡直接会場へ。
・講 師 藤倉 英幸氏（札幌市在住）
・テーマ 「はり絵を語り、旅を語る」

■天王星観望会（会場：なよろ市立天文台)
・と き １０月１９日（水）〜２３日（日）
１８：００〜２０：００
・参加費 天文台入館料
■１.６ｍ「ピリカ」望遠鏡見学・観望案内
・見学のみ（開館時間〜１７時頃）
１日〜２日､５日〜１０日､１３日〜１６日､１９日〜
２３日､２６日〜３０日
・天気が良ければ星が見られる日時
１日〜２日
１７:３０〜２０:００
７日〜９日、１４日〜１６日
１７:００〜２０:００
２１日〜２３日、２８日〜３０日 １６:３０ 〜２０:００
※急きょ、必要な観測が生じた場合は、見学・観望が
できないことがありますので、ご了承ください。
※詳しい時間などはホームページをご確認いただくか、
天文台にお問い合わせください。

網状星雲（NGC6992）
夏の星座はくちょう座にある
超新星残骸。約７万年前に恒星
が超新星爆発を起こした際の残
骸が今も宇宙空間を広がり続け
ている姿です。
2011年８月３日撮影
撮影者：村上 恭彦

名寄本館

図書館

開 火・金

土・日
風連分館
開 月〜金

大通南２丁目
01654②4751 FAX 01654②4897
9:30〜17:00 水・木 9:30〜20:00 ※17:00以降は１階のみ
休 月・月末・祝・年末年始
9:30〜16:00
風連町南町84-1 ・FAX01655③2871
9:30〜17:00 土 9:30〜16:00 休 日・月末・祝・年末年始

●特別開館 １１月３日（木・祝）９：３０〜１６：００
●雑誌リサイクル
・と き １１月３日（木・祝）
・ところ 名寄本館２階会議室 ９：３０〜１１：００
風連分館ゆうぎ室
９：３０〜１１：００
・内 容 古雑誌、寄贈図書を本人に限り一人１０冊差
し上げます。
【名寄本館の予定】
●図書館まつり １1月３日（木・祝）
乳幼児向け 10：30〜 児童向け 14：30〜
●ミニ展示 「世界に誇れる日本人！」「輝け!!団塊世代」
●おはなしクラブ(土曜日 10：30〜)
・と き １０月１日、１５日
内容
・ところ 名寄本館２階会議室
絵本・紙芝居・
・対 象 ３歳以上〜小学生
工作ほか
●ペンギンクラブ(木曜日 10：30〜)
・と き １０月６日、２０日
・対 象 ３歳未満児・保護者
・内 容 ６日「パネルシアターを作って楽しもう｣
２０日「たべもの絵本」
【風連分館の予定】
●秋のおはなし会
・と き １０月２０日（木）１０：３０〜
・ところ 子育て支援センターこぐま(風連さくら保育園)
・対 象 幼児と保護者

生涯学習課･公民館
■グループ・サークル活動を応援します！
「ジャックの豆事業」（随時受付）
皆さんの自主的な生涯学習活動を促進する事業です。
・対
象 市民５人以上で構成す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、
講演会などの活動など
・要
件 １グループ年間１回利用（３年間助成を受け
た場合は、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
※団体が講演会などを行う場合、公民館が共催することで
事業費を軽減できます。ご相談ください。
■市民講座「編み物教室」（全５回、定員１５人）
かぎ針でベストを編みます。
・と き １１月１１日〜１２月９日（毎週金曜日）
１０：００〜１２：００

・内

容

大型読み聞かせ、語り、エプロンシアター、
手遊びほか
●おはなしタイム(水曜日 15：00〜)
・と き １０月５日、１２日、１９日、２６日
・対 象 児童
●おはなしポケット(金曜日 10：00〜)
・と き １０月７日、２１日
・対 象 幼児と保護者

自動車文庫「やまゆり号」１０月の巡回日程
《名寄地区》
4日(火)・18日(火)

5日(水)・19日(水)

6日(木)・20日(木)

7日(金)・21日(金)

12日(水)・26日(水)

麻生公園前
ライラック公園前
はなぞの広場前
第一老人クラブ前
ハルニレ公園前
浅江島公園築山前
錦町公園前
北老人クラブ前
ノースタウンふれあい会館前
コデマリ公園前
栄町公園前
西１０南１自衛隊官舎前
緑丘第一団地前
名寄東小学校横
サンピラー・マーガレットヴィラ道営住宅前

15:00〜15:15
15:25〜15:40
15:50〜16:10
15:00〜15:15
15:25〜15:40
15:50〜16:10
15:00〜15:15
15:25〜15:40
15:50〜16:05
15:00〜15:15
15:25〜15:40
15:50〜16:10
15:05〜15:20
15:30〜15:45
15:55〜16:15

《風連地区》
7日(金)
11日(火)
13日(木)

東風連地区（東風連小学校）
市街地区（野村様宅前）
下多寄地区（下多寄小学校）
フロンティアハウス
日進地区（日進小学校）
旭地区（大久保様宅前）

10:15〜10:35
11:00〜11:15
10:15〜10:40
10:50〜11:05
10:10〜10:35
11:00〜11:10

市民文化センター 西1 3 条南４丁目
01654②2218
開 8:00〜22:00
休 月末・年末年始
風連陶芸センター
01655③2743

・ところ 市民文化センター営農研修室
・講 師 内海登久子氏(生涯学習リーダーバンク登録者)
・受講料 材料（毛糸）代として3,500円程度
・持ち物 はさみ、とじ針、かぎ針（５号と６号）、棒針
（５号）
・申込期限 １１月２日（水）
■市民講座「人間力を磨く！」
①１０月１３日(木)１９:００〜２０:３０
「さわやかな自己表現」相手も自分も大切にするコミ
ュニケーション
②１０月２０日(木)１９:００〜２０:３０
「０歳〜生涯続けよう！！歯磨きとタッチケア」
③１１月５日(土)１３:３０〜１５:００
「子供とのかかわり方」
④１１月１０日(木)１９:００〜２０:３０
「保健室からみた思春期の子ども達」
・ところ 市民文化センター大会議室
・講 師 子育て親育ての会会員
・申し込み 市民文化センターへ
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