
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　　

休開生涯学習課･公民館生涯学習課･公民館生涯学習課･公民館

図書館図書館図書館
　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　　　・FAX 01655③2871　 
　　月～金　9:30～17:00　土  9:30～16:00　  　日・月末・祝・年末年始休開

休

開

 広報なよろ第72号 14

【名寄本館の予定】

■ミニ展示　｢ご長寿から学ぶ明日への活力」

■おはなしクラブ(土曜日 10：30～)
　・と　き　３月３日、１７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　３月１日
　・対　象　３歳未満児と保護者
　・内　容　「みんなで楽しもう！」
　　　　　　

【風連分館の予定】

■おはなしタイム(水曜日 15：00～)
　・と　き　３月７日、１４日、２１日、２８日
　・対　象　小学生

■おはなしポケット(金曜日 10：00～)
　・と　き　３月２日、１６日
　・対　象　幼児と保護者

《名寄地区》

《風連地区》

自動車文庫「やまゆり号」３月の巡回日程

  　 6日（火）

　　 7日（水）

　   9日（金）

    14日（水）

　　15日（木）

　  21日（水）

　　　　　　　      　 

     1日（木）

     7日（水）

　　 8日（木）

智恵文小学校        

智恵文保育園　

東保育所

東児童クラブ

智恵文中学校

大谷幼稚園　

砺波保育所　

中名寄小学校　

南保育所　

西保育所　

南児童クラブ

東児童クラブ

　　　　　　　      　 

日進地区（日進小）

旭地区（大久保様宅前）

東風連地区（東風連小）

市街地区（野村様宅前） 

下多寄地区（下多寄小）

フロンティアハウス

10:10～10:35

11:00～11:10

10:15～10:35

11:00～11:15

10:15～10:40

10:50～11:05

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。

■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や名寄の

　まちづくりなどについて幅広く学べます。

　　また、遠足、体育祭、大学祭、かるた大会など楽しい行

　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）に進学す

　ることができます。

　  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（授業は原則として毎月第２と第４火

　　　　　　　曜日午後）※年間２０回程度

　・学　　費　無料（教材費、自治会費などは自己負担）

　・学習内容　一般教養、社会見学、実技、奉仕活動、体育

　　　　　　　祭、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(木)から市民文化センターにお申込

　　　　　　　みください。

　・問い合わせ　生涯学習課（市民文化センター内）

　　　　　　　　　０１６５４②２２１８

■ジャックの豆事業「フラダンス体験会」参加者募集！

　　年齢を問わず基礎から丁寧に指導します。ハワイの音楽

　に合わせて楽しく踊りましょう。心も身体もリラックスし

　ます。

　・と　き　３月１０日（土）、３月１７日（土）全２回

　　　　　　１０：３０～１１：３０

　・ところ　市民文化センター視聴覚研修室

　・講　師　石川房子 氏（マイレ本間フラスクール）

　・定　員　１０人

　・参加費　５００円（２回分）

　・申込期限　３月９日（金）

　・申込先　ピヤシリ・レフア

　　　　　　今西美保（　０９０－３８９７－９６３７）

　　　　　　石川幸子（　０１６５４②３６１１）

　

　



15 平成24年3月号

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 0 : 0 0（19：30までに入館）開きたすばるきたすばるきたすばる

なよろ市立天文台なよろ市立天文台なよろ市立天文台

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）　　 

休開博物館博物館博物館
■棚橋美術教室作品展～祈り～　

　　市内の美術教室に通う子供たちが１年間に制作した作

　品を発表します。段ボールに描く等身大の自画像ほか、

　絵画、デザイン、造形作品などをご覧ください。

　・と　き　３月３日（土）～１１日（日）

　　　　　　※最終日は15：00まで

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール（無料）

　・主　催　棚橋美術教室

■新着資料展　

　　本年度中に市民の皆さまから寄贈された新資料を紹介

　する展示会です。柱時計、火鉢、蓄音機、糸紡ぎ機、防

　寒ぞうりなど、ひと昔前の暮らしで使われた物を産業、

　衣、食、娯楽などの分野別に整理して展示します。

　・と　き　３月１６日（金）～４月１日（日）　

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール（無料）

■「新名寄市史」・「風連町史第二巻」

　　旧名寄市、旧風連町がそれぞれ開拓100年を記念して編

　纂した市町史です。両地区の歴史が幅広い角度から記述

　されています。北国博物館、市立名寄図書館の本館、分

　館などで閲覧できるほか、それぞれ販売も行っています

　ので活用ください。

　

　※販売場所は名寄市北国博物館と、風連町
　　史第二巻については名寄市役所風連庁舎
　　でも取り扱っています。送付希望の場合
　　は北国博物館にご連絡ください。

まなびの部屋

■天文台利用案内

　・開　館　水曜日～日曜日､祝日１３：００～２０：００

　　　　　　※開館時間が冬時間となっています。 

　・休　館　月曜日、火曜日、２１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　　

　　　　　

■天体観望案内

　・月面が見える期間　１日～９日、２５日～３１日

　・今月見える惑星　　金星、火星、木星

　※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。

■火星観望会（会場：なよろ市立天文台、要入館料)

  ・と　き　３月４日(日)まで　１８：００～２０：００

■春休み天文教室（会場：なよろ市立天文台、要入館料)

  ・と　き　３月２４日(土)    １６：００～１６：４０

■１.６ｍ「ピリカ」望遠鏡見学・観望案内

  ・見学のみ（開館時間～１７：３０頃）　

　　１日～４日､７日～１１日､１４日～１８日､２０日、　

　　２２日～２５日、２８日～３１日

　・天気が良ければ星が見られる日時(１７:３０～２０:００)

　　２～４日､９日～１１日､１６日～１８日､２３日～

　　２５日、３０日～３１日

　

　

2012年1月17日撮影(撮影者 佐野康男)

エスキモー星雲（NGC 2392）
ﾊﾔﾌﾞｻ ﾊﾞｯｸ ﾄｩ ｼﾞ ｱｰｽ 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)

　ふたご座にある惑星状星雲。惑

星状星雲とは一生を終えた恒星の

ガスが宇宙空間に広がり輝いてい

るもの。望遠鏡で観測したとき、

惑星のように見えることから名づ

けられました。

 

○上弦

○満月

○下弦

●新月

○上弦

　

日 日の出 日の入 月の出 月の形 月の入

 

日

３月の太陽・月の暦

 1日
10日
20日
31日

6時06分
5時50分
5時32分
5時11分

17時20分
17時32分
17時44分
17時58分

 9時57分
20時03分
 4時01分
10時31分

0時42分
6時17分
 15時29分
0時58分

 1日
8日
15日
22日
31日

◇「新名寄市史」B5判全3巻（平成11年～14年発刊）12,000円

　第１巻　先史～昭和20年の名寄・智恵文地区の歴史（776p）

　第２巻　昭和20年～平成９年の名寄・智恵文地区の歴史（926p)

　第３巻　自然、年表、統計、資料、開拓100年記念事業（543p）

◇「風連町史第二巻」B5判（平成11年発刊）2,000円
　昭和42年発刊「風連町史」の概略と以後平成9年までの風連地区
　の歴史（985p）

「新名寄市史」と「風連町史第二巻」▲

※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。


