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■天文台利用案内

　・休　館　３日、１０日、１７日、２４日

　　　　　　２５日、２６日

　　　　　　※２５日、２６日は臨時休館します。

　　　　　　　ご了承ください。

　・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。

■１.６ｍ「ピリカ」望遠鏡見学・観望案内

　・見学のみ(開館時間～１９：００頃)　

　　１～２日、４日～９日、１１日～１６日

　　１８日～２３日、２７日～３０日

　・天気が良ければ星が見られる日時

　　(１９：００頃～２１：３０)

　　１～２日、７～９日、１４～１６日

　　２１日～２３日、２８～３０日

■天体観望案内

　・月面が見える期間　１１日～２５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。

■プラネタリウムのご案内

　※４月より投影時間が変更になっています。

■土星観望会(閲覧料のみ)

　・と　き　６月１１日(火)～１６日(日)

　　　　　　１９：３０～２１：３０

　　　2012年3月11日撮影(撮影者 渡辺　文健)

土　　星

　環が特徴的な土星はこれから

見ごろを迎えます。
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※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/　　
　 火～日・祝日 1 3 : 0 0～2１ :３0（２１：０0までに入館）開き るるばるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるたすばたすば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

■企画展「鉱物の世界～上手コレクション展～」

　　風連地区出身の上手二三男さんは、上京後、長年にわ

　たり風連町教育委員会に化石や鉱物標本などを寄贈して

　きました。今回は多数ある鉱物標本を整理し､529点を

　展示します。組成物質による特徴や身近な生活との関わ

　りを交え、鉱物の世界を紹介します。

　・と　き　６月７日(金)～２３日(日)

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール(無料)

■思い出の小さな古時計展

　　６月１０日の「時の記念日」にちなむ恒例のミニ展示

　です。今回、名寄恵陵高等学校で使用していた柱時計を

　博物館サポーターと市内時計店の協力により修理しまし

　た。かつて学校生活を見守り、再び時を刻むようになっ

　た時計をぜひご覧ください。

　・と　き　６月７日(金)～１６日(日)

　・ところ　北国博物館ラウンジ(無料)

　・主　催　北国博物館サポーター

■「ばるーんランプシェード」作り講習会

　　風船に和紙を貼り、押し花や色和紙などで模様を付け

　て作ります。１日置いてのりが乾いたところで風船の空

　気を抜くと、丸いばるーんランプシェードが出来上がり

　ます。ぜひご参加ください。

　・と　き　６月２２日(土)　

　　　　　　１３：３０～１５：００

　・ところ　北国博物館講堂

　・対　象　一般市民

　・参加費　８００円

　・持ち物　エプロン

　　　　　　押し花(手持ちの場合)

　・定　員　３０人

　・講　師　博物館職員

　・申込み　６月５日(水)～１８日(火)

　　　　　　※定員になり次第締め切り

北国博物館　緑丘222　　・FAX   01654③2575
　　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

時　間

14:00～

18:00～

プログラム

　　　　　はびたぶるぞ～ん

　　　　　はびたぶるぞ～ん

　　　　　エターナルリターン20:00～

16:00～ 　　　　　エターナルリターン

日

。
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図図図図図図図図図図図図図図図図図図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

【名寄本館の予定】

■ミニ展示コーナー

　「アレルギーにかつ！」「まだまだ話題のレシピ本」

■おはなしクラブ（金曜日　１５：３０～）

　・と　き　６月７日、１４日、２１日、２８日

　・対　象　３歳以上～小学生

■ペンギンクラブ（木曜日　１０：３０～）

　・と　き　６月６日、２０日

　・対　象　３歳未満児・保護者

　・内　容　６日「音であそぼう１」

　　　　　　２０日「どうぶつ絵本」

【風連分館の予定】

■ミニ展示コーナー

　「カラダを動かそう！」

■おはなしタイム(水曜日 １５：００～)

　・と　き　６月５日、１２日、１９日、２６日

　・対　象　小学生

■おはなしポケット(金曜日 １０：００～)

　・と　き　６月１４日、２１日、２８日

　・対　象　幼児と保護者

４日(火)・18日(火)

 　 　　　　　　　  

5日(水)・19日(水)

 　　　　　　　　　

　　　　　　　　   　　　　　　７日(金)・21日(金)

12日(水)・26日(水)

13日(木)・27日(木)

 　　　　

 　 　　　　　　　   

 12日(水)

20日(木)
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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

10:15～10:40

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」６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１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１団地

ｻﾝﾋﾟﾗｰ･ﾏｰｶﾞﾚｯﾄｳﾞｨﾗ道営住宅前

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）      

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13条南４丁目　　01654②2218

　  9 : 0 0～2 2 : 0 0　　　月末・年末年始　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
■第３回 芸術文化鑑賞バスツアーに参加しませんか？

　・と　き　７月１７日（水）美瑛町・富良野市

　　　　　　　８：００　名寄庁舎前出発

　　　　　　１８：３０　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

　　①西美の杜美術館

　　　…旧西美小学校の校舎を再利用した美術館。俳優・榎

　　　木孝明氏が世界各地を旅して描いた水彩画、農作業中

　　　の事故で両腕を切断し義手で作品を描く大野勝彦氏、

　　　美瑛移住後に急逝した画家・横山大二郎氏の油絵を常

　　　設展示しています。

　　②グラスフォレスト・イン・フラノ

　　　…ジェルキャンドル制作体験をします。キャンドルを

　　　冷却する間は店内や周辺を見学できます。

　・参加費　３，７００円

　　(入館料・キャンドル制作体験料・昼食代・傷害保険料等を含む)

　・申込期間　６月１３日(木)～６月２１日(金)

　　※定員３０人

　　(最小催行人数１０人、定員を超えた場合は抽選)

■家庭教育支援講座「親子ふれあい体操」

　・と　き　６月４日(火)１０：３０～１１：３０

　・ところ　児童センターほっと２１(西１１北２)

　・講　師　上川教育局社会教育主事　為広　千里　氏

　・内　容　親子で楽しく体を動かしましょう！

　・対　象　就学前の乳幼児と保護者

　・定　員　なし

　・参加料　無料

　・持ち物　上靴

　・共　催　名寄市公民館

　　　　　　子育て支援センター「さくらんぼ」

　※事前申し込みの必要はありません。直接会場にお越しく

　　ださい。

■市民講座「着付(ゆかた)教室」に参加しませんか？

　・と　き　６月１８日、２５日、７月２日、９日、１６日

　　　　　　(毎回火曜日)全５回

　　　　　　１９：００～２０：３０

　・ところ　市民文化センター　生活研修室(１階)

　・講　師　坂本　美智江　氏

　　　　　　(生涯学習リ－ダーバンク登録者)

　・内　容　夏に向かって、和服(ゆかた)の良さを親子で楽

　　　　　　しんでみませんか？

　　　　　　(自分で着て人にも着付し色々な帯結びを学ぶ)

　・対　象　一般市民(親子参加可)

　・定　員　２０人

　・持ち物　着物用下着(タンクトップ・ペチコート)、腰ひ

　　　　　　も(３本)、伊達締め、帯板、ゆかた、半幅帯、

　　　　　　タオル(３～４本)

　・申込み　６月１日(土)～６月１０日(月)

　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　   　　　

ためひろ


