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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（風連歴史民俗資料館 　風連町南町85）　　 

休開
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　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

博物館博物館物館博物館
■巡回展「森の神　シマフクロウ展」

　　シマフクロウ研究の第一人者、山本純郎さんの写真パ

　ネルを中心に、絶滅の危機にあるシマフクロウの生態と

　生息環境を紹介しています。

　・と　き　６月12日（日）まで開催中

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール（無料）

　・主　催　道北地区博物館等連絡協議会

■なつかしの建物水彩画展Ⅱ　

　　デパート、銭湯、駅、診療所など、かつて市民の暮ら

　しの場であった建物を、水彩画に再現して紹介する企画

　展です。一昨年の１回目に引続き、地元の水彩画家・三

　宅章氏が博物館所蔵の古い写真から１点ずつ制作してく

　ださいました。

　・と　き　６月18日（土）～７月17日（日）

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール（無料）

　

■自然探訪会　

　　道北の初夏に咲く草花を訪ねて、旭川の北邦野草園に

　出かけます。なよろ野の花の会との共催行事として、会

　員から解説を聞きながら植物観察を楽しみましょう。

　・と　き　６月26日（日）9：00～15：00

　・ところ　北国博物館集合、バスで旭川市北邦野草園へ

　・対　象　一般市民

　・定　員　２５人

　・参加費　１００円（傷害保険料）

　・申込み　７日（火）～21日（火）に北国博物館へ

　　　　　　※定員になり次第締め切り

　・指　導　なよろ野の花の会

　　　　　（三浦忠一会長）

【名寄本館の予定】

■特別展示　

　・期　間　６月１日(水)～７月３０日(土)

　・ところ　名寄本館１階閲覧室

　・テーマ　「星守る犬」公開記念展示会

　　　　　　ひまわりと犬にまつわるetc.

■おはなしクラブ(金曜日 15：30～)

　・と　き　６月３日、１０日、１７日、２４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　６月２日、１６日

　・対　象　３歳未満児・保護者

　・内　容　２日「生活絵本」､１６日「音であそぼう」

【風連分館の予定】

■おはなしタイム(水曜日 15：00～)

　・と　き　６月１日、８日、１５日、２２日、２９日

　・対　象　児童

■おはなしポケット(金曜日 10：00～)

　・と　き　６月３日、１７日

　・対　象　幼児と保護者

   1日(水)・15日(水) 第一老人クラブ前

 　 　　　　　　　  ハルニレ公園前

  　　　　　　　　  浅江島公園築山前

   7日(火)・21日(火) 麻生公園前

 　　　　　　　　　ライラック公園前

　　　　　　　　    はなぞの広場前　

   8日(水)・22日(水) 緑丘第一団地

 　　　　　　　　   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

   9日(木)・23日(木) 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 

  10日(金)・24日(金) コデマリ公園前　　　　　　　　　 　 

  　　　　　　　　  栄町公園前　　　    

 　 　　　　　　　    西１０南１自衛隊官舎前 

 

　　 　 　   8日(水) 東風連地区（東風連小学校） 

　　　  　　　　     市街地区（野村様宅前） 

　　　      16日(木) 日進地区（日進小学校）         

　　              　 　 旭地区（大久保様宅前）

　            24日(金) 下多寄地区（下多寄小学校）   

  　　　　 　　　　 フロンティアハウス
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《名寄地区》

《風連地区》

自動車文庫「やまゆり号」６月の巡回日程

まなびの部屋



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/　　月・火
　 水～日・祝日 1 3 : 0 0～2 1 : 3 0（21：00までに入館）
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なよろ市立天文台なよろ市立天文台なよろ市立天文台

市民文化センター　西13条南４丁目　　01654②2218　
　  8 : 0 0～2 2 : 0 0　　　月末・年末年始
風連陶芸センター　　01655③2743　　

休開生生涯学習課･公民館涯学習課･公民館生涯学習課･公民館

 広報なよろ第63号 10

■市民講座「遺言書の書き方」～家族への感謝の手紙～

　　これまでの人生をふりかえり、これからの人生を心豊

　かに生きるために。（全２回、受講料無料）　　　

　・と　き　７月１１日(月)・７月２０日(水)　　　　　　

　　　　　　１４：００～１５：３０

　・ところ　市民文化センター　視聴覚研修室

　・講　師　小林勝敏　氏（名寄公証役場　公証人）

　・申込み　７月４日（月）まで

■第３回 芸術文化鑑賞バスツアー

　・実施日　７月１５日（金）～１６日（土）１泊２日

　　　　　　１５日　　８：２０  名寄庁舎前出発

　　　　　　１６日　１６：４０　名寄庁舎前到着予定

　　　　　（その他乗降場所／ハローワーク前・文化セン

　　　　　　ター前・風連駅前）

　・行き先　小樽市・札幌市(宿泊：ルートイン札幌北口)

　・内　容　①小樽貴賓館…ニシンで財を築いた、祝津の

　　　　　　　大網元・青山家の別荘。当時一流絵師や書

　　　　　　　家の作品展示。

　　　　　　②森ヒロコ・スタシス美術館…小樽の銅版画

　　　　　　　家、森ヒロコやスタシスの絵画・銅版画の

　　　　　　　　他、木や金属を使った動物のオブジェな

　　　　　　　　どを展示。

　　　　　　　③北一ヴェネツィア美術館…ヴェネツィア

　　　　　　　　の文化的な成熟期である１８世紀頃の宮

　　　　　　　　殿の部屋を再現。

　　　　　　　④北一硝子…ガラス工房、店内の見学。

　　　　　　　⑤北海道立近代美術館…特別展「日中国交

　　　　　　　　正常化40周年記念　地上の天宮　北京・

　　　　　　　　故宮博物院展」皇妃や宮女など故宮に生

　　　　　　　　きた女性達の生涯にスポットを当てる。  

　・参 加 費　１４，０００円（入館料・宿泊代・１日目

　　　　　　　昼食代・傷害保険料等を含む）

　　　　　　　注）１日目昼食は小樽貴賓館にて、夕食は

　　　　　　　　　ご用意しておりません。

　　　　　　　　　２日目朝食はホテルにて、昼食はサッ

　　　　　　　　　ポロファクトリーにて自由です。

　・定　　員　３３人（最小催行人数２０人）

　　　　　　　※定員を超えた場合は抽選

　・申込期間　６月９日（木）～６月２０日（月）

　　

■天文台利用案内

　・開　館　水曜日～日曜日

　・休　館　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)

　　　　　　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

　　放映番組

■太陽観望会

　・と　き　６月２２日(水)１３：００～１９：００

　・ところ　なよろ市立天文台

　・参加費　天文台入館料

■キャンドルナイト観望会

　・と　き　６月２２日(水)～２６日（日)

　　　　　　１９：３０～２１：３０

　・ところ　なよろ市立天文台

　・参加費　天文台入館料

■天体観望案内

　・月面が見える期間　５日～１７日

　・今月見える惑星　　土星

　※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。

■１.６ｍ「ピリカ」望遠鏡見学・観望案内

　・見学のみ　１日～１２日、１８日～２６日、２９日

　　　　　　　 ～３０日の開館時間から１９時頃まで

　・天気が良ければ星が見られる日時

　　　　　　　　３日～　５日１９:１０～２１:３０

　　　　　　　１０日～１２日１９:２０～２１:３０

　　　　　　　１７日～１９日１９:２０～２１:３０

　　　　　　　２４日～２６日１９:２０～２１:３０

　※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。ご了承ください。

　※詳しい時間などはＨＰをご確認いただくか、天文台

　　までお問い合わせください。

　

2011年４月８日撮影
撮影者：村上　恭彦

ソンブレロ銀河（M104）

　メキシコの帽子「ソンブ

レロ」に似ているため、ソ

ンブレロ銀河と呼ばれてい

る。春の夜空に輝くおとめ

座とからす座の境目あたり

に望遠鏡で見ることができ

る。

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)

内容・費用等は変更になることがあります。
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