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■天文台利用案内

　・休　館　１日、８日、１５日、２２日、３０日

・観覧料　大人４００円､大学生３００円、高齢者（７０

歳以上）および高校生以下無料。

■プラネタリウムのご案内　　　　　

　※４月より投影時間が変更になります。

　※４月下旬に新番組に切り替わる予定です。その際は天

　　文台ホームページで告知します。

■１.６ｍ「ピリカ」望遠鏡見学・観望案内

  ・見学のみ（開館時間～１８：００頃）　

　　２日～７日、９日～１４日、１６日～２１日、

　　２３日～２９日

　・天気が良ければ星が見られる日時(１８:００頃～２１:３０)

　　５日～７日、１２日～１４日、１９日～２１日、

　　２６日～２８日

■天体観望案内

　・月面が見える期間　１２日～２６日

　・今月見える惑星　　木星・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。

■パンスターズ彗星観望会（※観覧料のみ）

　・と　き　４月６日（土）～７日（日）

　　　　　　３：００～４：００（※早朝です）

■ゴールデンウィーク観望会（※観覧料のみ）

　・と　き　４月２７日（土）～５月６日（月）

　　　　　　１９：３０～２１：３０（※３０日を除く）

2013年3月15日撮影(撮影者 中島　克仁)

パンスターズ彗星

　２０１１年に発見されたこの彗

星は、長い尾を引くと予想され、

この４月に見ごろを迎えます。

○下弦

●新月

○上弦

○満月

日 日の出 日の入 月の出 月の形 月の入 日

４月の太陽・月の暦

 1日
10日
20日
30日

5時10分
4時54分
4時36分
4時21分

17時59分
18時10分
18時23分
18時35分

 23時37分
4時30分

 12時12分
23時16分

8時11分
18時07分
  1時21分
8時05分

 3日
10日
18日
26日

※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。

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/　　
　 火～日・祝日 1 3 : 0 0 ～ 2 １ : ３ 0 （２１：０0までに入館）開きききききききき るるすばるるるるるるるるるたすばるるるるるるるるす るたすた るるきたすばる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なよろ市立天文台なよろ市立天文台

時　間

14:00～

16:00～

18:00～

プログラム

スノーフレーク

スノーフレーク

スターリーテイルズ

スターリーテイルズ20:00～

■及川幸雄絵画展

　下川町でトマトファームを経営しながら創作活動を続

けている及川幸雄氏が、北国博物館で10回目の個展を開

きます。及川氏は、道北の自然をモチーフにした油彩画

を中心に、国際美術展で入選・入賞を重ねています。今

回は、新作とともに過去の作品を加えて、これまでの歩

みをたどる作品群を紹介します。

・と　き　４月６日（土）～２１日(日)

　　　　　(※ 終日は１６：００まで)

・ところ　北国博物館ギャラリーホール（無料）

・主　催　及川幸雄氏（パリ国際サロン、日本国際美術

家協会会員）

■野外植物展

　設立30周年を迎えるなよろ野の花の会が、毎年芽吹き

の季節に合わせて開いている展示会です。押し葉、リー

ス、写真、絵画、造形など、さまざまな作品で地域の植

物の魅力を伝えます。

・と　き　４月２６日(金)～５月１２日(日)

・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（三浦忠一会長）

　■大型連休企画「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

供が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・木工コーナーなどで自由に

遊んでください。玄関前には市民寄贈の鯉のぼりを数

多く飾ります。

・と　き　４月２７日（土）～５月６日（月）

　※４月２９日、５月６日は休館日ですが、特別開館し、

期間中の休館日はありません。５月７日（火）から

通常開館します。

・ところ　北国博物館ラウンジ講堂など（無料）

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）　　 

休開博物館博物館物館博物館

昨年の「博物館であ・そ・ぼ・う！！」
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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　　　・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

【名寄本館の予定】

■ミニ展示コーナー

　「うそをつくのは…」「不安と期待の入園・入学」

■こども図書館まつり

　・と　き　４月２７日(土)１０：３０～

　《０歳～３歳対象》

　・ところ　名寄本館２階会議室　　・定　員　２０人

　・内　容　絵本読み聞かせ、紙芝居、手遊び、

　　　　　　パネルシアター

　《３歳～小学２年生対象》

　・ところ　名寄本館３階読書室

　・内　容　絵本読み聞かせ、ストーリーテリング、工作

　・定　員　４０人　・持ち物　はさみ

※申し込みは名寄本館に電話またはカウンターで受け付け

　ます。定員になり次第締め切ります。

■おはなしクラブ（金曜日　１５：３０～）

　・と　き　４月５日、１２日、１９日

　・対　象　３歳以上～小学生

■ペンギンクラブ（木曜日　１０：３０～）

　・と　き　４月４日、１８日

　・対　象　３歳未満児・保護者

　・内　容　４日「ペンギンクラブスタート」

　　　　　　１８日「文字なし絵本」

【風連分館の予定】

■ミニ展示コーナー

　「入園・入学の本」

■おはなしタイム(水曜日 １５：００～)

　・と　き　４月３日、１０日、１７日、２４日

　・対　象　小学生

■おはなしポケット(金曜日 １０：００～)

　・と　き　４月１２日、２６日

　・対　象　幼児と保護者

2日(火)・16日(火)

 　 　　　　　　　  

3日(水)・17日(水)

 　　　　　　　　　

　　　　　　　　    

5日(金)・19日(金)

10日(水)・24日(水)

 　　　　　　　　  　　　　　　　　

11日(木)・25日(木)

 　 　　　　　　　   

 

10日(水)

18日(木)

　　      　　　　         25日(木)

　　　　        　　 

  　　　　 　　　　 

15:10～15:25

15:35～15:50 

16:00～16:20

15:10～15:25 

15:35～15:50

16:00～16:20

15:25～15:40

15:50～16:05

15:10～15:25

15:35～15:50

15:10～15:25

15:35～15:50 

16:00～16:20

10:15～10:35

11:00～11:10

10:10～10:25

10:15～10:40

10:50～11:05

11:15～11:30

《名寄地区》

《風連地区》

自動車文庫「やまゆり号」４月の巡回日程

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　　

ノースタウンふれあい会館前  　　　　　　　　 　    

コデマリ公園前

緑丘第一団地前

サンピラー・マーガレットヴィラ道営住宅前

錦町公園前　

栄町公園前 

西１０南１自衛隊官舎前 

 

東風連地区（東風連小学校）

旭地区（大久保様宅前）      

日進地区（日進コミセン）

下多寄地区（下多寄小学校）

フロンティアハウス

市街地区（野村様宅前） 

市民文化センター　西1 3条南４丁目　　01654②2218

　  9 : 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･公民館涯学習課･公民館生涯学習課･公民館

■第６１回なよろ憲法記念ロードレース大会

  ・と　き　５月１２日（日）１０：００スタート

　・ところ　なよろ健康の森陸上競技場

　・種　別　

　　ハーフ：男子の部（39歳以下、40代、50代、60代以上）

　　　　　　女子の部（一般）

　　１０km：男子の部（中学生、高校生、一般男子）

　　　　　　女子の部（一般）

　　　５km：男子の部(小学生、中学生、高校生、一般年齢別)

　　　　　　女子の部（小学生、中学生、高校生、

　　　　　　　　　　一般女子39歳以下・40歳以上）

　　　３km：小学生～一般、親子ペア

　・申込み　所定の申込書により４月１２日（金）までにお

　　　　　　申し込みください。　　　　　　

■「名寄下川往復駅伝競走」終了のお知らせ

　　長年にわたり開催してきましたが、国道であるコース上

　の安全確保や、広域での役員配置が難しくなったことによ

　り、４０回をもって終了することになりました。

　　これまでご参加、ご支援、ご協力いただいたことに感謝

　申し上げます。

■平成２５年度名寄市風連陶芸センター陶芸教室のご案内

　・実施日　毎月第２・第４木曜日

　　　　　（月１回の開催になることがあります。広報裏表

　　　　　紙の市民カレンダーや電話などでご確認ください)

　・実施時間　午前の部　　９：００～１２：００

　　　　　　　午後の部　１３：００～１６：００

　　　　　　　夜間の部　１８：００～２１：００

　・定　員　各時間帯　１５人

　・費　用　粘土代１㎏２００円（一人何㎏でも使用可）

　・持ち物　多少汚れるのでエプロンなど
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