図書館

名寄本館 （大通南２丁目）
01654②4751 FAX 01654②4897
開 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 休 月・月末・祝・年末年始
風連分館 （風連町南町84-1） ・FAX 01655③2871
開 月〜金 ９:30〜17:00 土 ９:30〜16:00
休 日・月末・祝・年末年始

【新着図書】
毎週土曜日にホームページでお知らせしています。
【名寄本館の予定】
■ミニ展示コーナー
「日本国憲法を読む」「ハロウィンとかぼちゃ」
■おはなしクラブ(土曜日 １３：３０〜)
・と き １０月１２日、２６日
・対 象 ３歳以上〜小学生
■ペンギンクラブ(木曜日 １０：３０〜)
・と き １０月３日、１７日
・対 象 ３歳未満児・保護者
・内 容 ３日「あそび」、１７日「たべもの絵本」
■休館日(日曜日、祝日、月末日）
１０月７日、１４日、２１日、２８日、３１日
【風連分館の予定】
■ミニ展示コーナー
「食欲の秋」
■秋のおはなし会
・と き １０月１７日(木）１０：３０
・対 象 幼児・保護者
■おはなしタイム(水曜日 １５：００〜)
・と き １０月２日、９日、１６日、２３日、３０日
・対 象 小学生

博物館
物館

■おはなしポケット(金曜日 １０：００〜)
・と き １０月１１日、１８日、２５日
・対 象 幼児と保護者
■休館日(日曜日、祝日、月末日）
１０月６日、１３日、１４日、２０日、２７日、３１日
自動車文庫「やまゆり号」１０月の巡回日程
《名寄地区》
１日(火)・15日(火)

２日(水)・16日(水)

４日(金)・18日(金)
９日(水)・23日(水)

麻生公園前

15:10〜15:25

ライラック公園前

15:35〜15:50

はなぞの広場前

16:00〜16:20

第１老人クラブ前

15:10〜15:25

ハルニレ公園前

15:35〜15:50

浅江島公園築山前

16:00〜16:20

ﾉｰｽﾀｳﾝふれあい会館前

15:25〜15:40

コデマリ公園前

15:50〜16:05

緑丘第１団地

15:10〜15:25

ｻﾝﾋﾟﾗｰ･ﾏｰｶﾞﾚｯﾄｳﾞｨﾗ道営住宅前 15:35〜15:50
10日(木)・24日(木)

錦町公園前

15:10〜15:25

栄町公園前

15:35〜15:50

西10南１自衛隊官舎前

16:00〜16:20

《風連地区》
９日(水)

東風連地区（東風連小学校）

10:15〜10:35

24日(木)

下多寄地区（下多寄小学校）

10:15〜10:40

フロンティアハウス

10:50〜11:05

市街地区（野村様宅前）

11:15〜11:30

北国博物館（緑丘222） ・FAX 01654③2575
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）

■企画展「きのこ写真展」
市内周辺で見られるキノコの写真をカラマツ林、シラ
カバ林などの発生環境別に展示しています。
・と き １０月１３日(日)まで
・ところ 北国博物館ギャラリーホール(無料)
■ふわふわ羊毛講習会
地域の歴史とも関わり深い羊の毛
をニードルで加工する講習会です。
作品は「針刺し｣｢プレート」の２種
類から選べます。
・と き １０月２６日(土)
１３：００〜１５：００
▲針刺し
・ところ 北国博物館講堂
・講 師 逸見りかさん（ウール工房ひつじ小屋niupu)
・対 象 一般市民
・定 員 ２５人
・費 用 ７００円（材料費）
・申込期間 １０月８日(火)〜
２２日(火)
※定員になり次第
▲プレート
締め切り

■堀田清写真展〜植物エネルギーびふか松山湿原〜
なよろ野の花の会の創立３０周年記念事業と北国博物
館の企画展を兼ねて、堀田清さんの写真展とスライドト
ークを開催します｡堀田さんが発刊した写真エッセイ集
「びふか松山湿原の植物エネルギー」では、１年の半分
以上を雪に覆われる美深町仁宇布の松山湿原に幾度も通
い、撮影した自生する植物の生命力が表現されており、
これらの写真をパネルで紹介します。
・と き １０月１９日(土)〜１１月３日(日)
・ところ 北国博物館ギャラリーホール(無料)
・共 催 なよろ野の花の会（上野紘一会長）
≪堀田清氏スライドトーク≫
「植物のエネルギーが人も元気にしてくれる」という
堀田さんから、撮影地での植物の姿、エピソード、植物
への思いなどを伺います。
・と き １０月１９日(土)１３:００〜１５：００
・ところ 北国博物館講堂（無料）
※事前の申込み、チケットはありません。
直接会場へお越しください。

広報なよろ第91号
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まなびの部屋
なよろ市立天文台
なよろ市立天文台

きたすばる

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 火〜日・祝日 1 3 : 0 0 〜 2 １ : ３ 0 （21：00までに入館）

■天文台利用案内
・休 館 ７日(月)、１５日(火)、２１日(月)、
２８日(月)
・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〜１６：３０頃】
８日(火)〜１４日(月)､１６日(水)〜１９日(土)
・天気が良ければ星が見られる日時
【１６：３０頃〜２０：００】
１１日(金)〜１３日(日)､１８日(金)〜１９日(土)
【１８：３０〜２０：００】
２０日(日)､２５日(金)〜２７日(日)
■天体観望案内
・月面が見える期間 ８日(火)〜２３日(水)
・今月見える惑星
水星、金星、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。
※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確認するか、天文
台にお問い合わせください。

天王星
太陽系第７の惑星。望遠鏡で見
ると青っぽく見えます。

2011年10月20日撮影(撮影者 佐野 康男)

生涯学習課･公民館
■「生涯学習リーダーバンク」のご活用を！
〜みなさんの｢学びたい・活かしたい｣をお手伝いをします〜

｢生涯学習課リーダーバンク｣とは、市民の自主的な生涯
学習活動を支援するために、様々な知識や経験・技能を持
つ方を指導者として登録し、学ぶ意欲を持つ市民に紹介す
る制度です。

移動式天文台車「ポラリスⅡ」が南相馬へ
今年も復興支援活動として福島県南相馬市の小中学校
の訪問や夜間観望会を行うためにポラリスⅡが南相馬へ
出動します。

出動期間：10月8日(火)〜13日(日)
■プラネタリウムのご案内
時 間
14:00〜
16:00〜
18:00〜
20:00〜

プログラム
はびたぶるぞ〜ん
エターナルリターン
はびたぶるぞ〜ん
エターナルリターン

■天王星、海王星観望会(閲覧料のみ)
・と き １０月１６日(水)〜２０日(日)
１７：３０〜２１：３０
ホシミスト

■北海道星見人の会
・と き １０月１３日(日)
１９：００〜市民開放講座あり
※詳細は天文台にお問い合わせください。
■インターネット中継講演(無料)
・と き １１月２日(土)
１３：００〜１４：２０
・内 容 「ハワイ、杉並３元中継(仮)」
国立天文台ハワイ観測所と東京都杉並区、な
よろ市立天文台を結ぶ３元中継講演

１０月の太陽・月の暦
日

日の出

1日
10日
20日
31日

5時25分
5時36分
5時49分
6時03分

日の入

月の出

月の入

17時13分 1時16分 15時01分
16時57分 11時03分 20時43分
16時40分 17時16分 6時55分
16時24分 2時07分 14時25分

市民文化センター（西1 3 条南４丁目）
開 9： 0 0 〜 2 2 : 0 0

日

5日
12日
19日
27日

月の形
●新月
○上弦
○満月
○下弦

01654②2218

休 月末・年末年始

学びたい
生涯学習リーダーバンクには、現在４３人の指導者が登
録されています｡グループで､または個人で学びたいこと、
やってみたいことがあれば、生涯学習課へお気軽にご相談
ください。指導者を紹介します。
活かしたい
自分の持っている知識や技能を活かすために、ぜひ登録
しませんか？登録を希望する方は、生涯学習課に申請書を
提出してください。
※申請書は市ホームページからダウンロードできます。
トップページ→文化・教育・スポーツ→生涯学習
→｢生涯学習リーダー｣新規登録者を募集しています

9

平成25年10月号

