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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

【催　し】

■製本講習会　文庫本をハードカバーに製本しよう

　・と　き　12月７日(土) 10:00～11:30

　・ところ　名寄本館　

　・定　員　10人（定員になり次第締め切り）

　・対　象　中学生以上

　・持ち物　文庫本、エプロン、筆記用具

【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

　「動物たちの冬じたく」

■おはなしクラブ(土曜日　13:30～)

　・と　き　11月９日

　・対　象　３歳以上～小学生

■ペンギンクラブ(木曜日　10:30～)

　・と　き　11月７日、21日

　・対　象　３歳未満児・保護者

　・内　容　７日「おちばであそぼう」

　　　　　　21日「パネルでパズル」

■休館日(日曜日、祝日、月末日）

　11月４日、11日、18日、23日、25日、30日

【風連分館の予定】

■ミニ展示コーナー

　「クリスマスの絵本」

■おはなしタイム(水曜日 15:00～)

　・と　き　11月６日、13日、20日、27日

　・対　象　小学生

■おはなしポケット(金曜日 10:00～)

　・と　き　11月８日、15日、22日

　・対　象　幼児と保護者

■休館日(日曜日、祝日、月末日）

　11月４日、10日、17日、23日、24日、30日
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自動車文庫「やまゆり号」１１月の巡回日程
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《風連地区》

《名寄地区》

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
■新成人になられる皆さんへ

　　新成人になられる方の名簿を作成しています。

　　住民基本台帳により調査を進めていますが、次の方はご

　連絡ください。（本市に住民票のある方は、連絡の必要は

　ありません）

【連絡が必要な方】

　・進学や就職などで、本市以外にお住まいで、本市での成

　　人式に出席を希望する方

　・何らかの事情で、本市への転入届を済ませていない方　

【新成人の対象】

　　平成５年４月２日～平成６年４月１日に生まれた方

　　※11月下旬に案内状を発送します。

【成人式】

　・と　き　平成26年１月12日(日)

　　　　　　受付 14:00～　式典 15:00～

　・ところ　グランドホテル藤花

【連絡先】

　・名寄地区　名寄市公民館(市民文化センター内)

　　　　　　　　01654②2218

　・風連地区　風連公民館(ふうれん地域交流センター内)

　　　　　　　　01655③2620

■ジャックの豆事業「文芸講座」に参加しませんか

　短歌を学び自作し、心豊かな生活を送りましょう

　・と　き　11月11日(月)、12月９日(月)、１月13日(月)

　　　　　　全３回　10:00～12:00

　・ところ　市民文化センター　小会議室

　・講　師　斉藤 一郎氏（生涯学習リーダーバンク登録者）

　・定　員　15人

　・参加費　1,000円程度（資料代）

　・主　催　文芸しらかば会

　・申込先　佐久間（　01654③9260）※当日参加可

■放送大学４月入学生募集

　　文部科学省では、国民の誰もが、いつでもどこでも自由

　に学ぶことができるよう放送大学を設立しています。

　ＢＳデジタル放送（231～233ch）で授業を視聴できます。

　・学習分野　心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学など 

　・出願期限　平成26年２月28日(金)

　・資料請求　放送大学北海道学習センター

　　　　　　　　011(736)6318
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まなびの部屋

■天文台利用案内

　・休　館　５日(火)、11日(月)、18日(月)、25日(月)

　　※11月より開館時間が冬時間に変わります。

■１.６ｍ「ピリカ」望遠鏡見学・観望案内

  ・見学のみ【開館時間～16:00頃】

　　　10日(日)､12日(火)～17日(日)､19日(火)～24日(日)、

　　　26日(火)～30日(土)

　・天気が良ければ星が見られる日時

　　【18:30～20:00】

　　　１日(金)～３日(日)、８日(金)～９日(土)

　　【16:00頃～20:00】

　　　10日(日)､15日(金)～17日(日)､22日(金)～24日(日)､

　　　29日(金)～30日(土)

■天体観望案内

　・月面が見える期間　６日(水)～20日(水)

　・今月見える惑星　　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。

■プラネタリウムのご案内

　※開館時間変更のため、20:00の回が19:00になります

■秋の星雲・星団観望会(閲覧料のみ)

　・と　き　11月６日(水)～10日(日) 17:30～20:00

■インターネット中継講演(無料)

　・と　き　11月２日(土) 12:30～13:50

　・内　容　国立天文台ハワイ観測所、東京都杉並区と

　　　　　　なよろ市立天文台を結ぶ３元中継講演

　

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 0～2０ :０0（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

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19:00～

16:00～ 　　　　　エターナルリターン

※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。

●新月

○上弦

○満月

○下弦

日 日の出 日の入 月の出 月の形 月の入 日

 1日
10日
20日
30日

6時05分
6時17分
6時30分
6時42分

16時22分
16時11分
16時01分
15時55分

3時12分
12時05分
 18時07分
3時05分

14時55分
  23時08分
8時30分
13時57分

 3日
10日
18日
26日

１１月の太陽・月の暦

すばる

 「すばる」は古来より日本人に親

しまれてきた天体で、一ヵ所にた

くさんの星が集まっている様子が

見えます。

　　　2013年9月16日撮影(撮影者 中島　克仁)

■企画展「懐かしの学び舎～中学・高校・大学～」

　　平成21年10月に開催した｢思い出の学び舎～小学校展｣

　の続編として、名寄の中学、高校、大学について紹介し

　ます。戦前にあった旧制の学校や、風連高校、名寄恵陵

　高校など廃校になった学校を含め、沿革や位置、校舎な

　どを解説し、写真や保存資料を展示します。

　・と　き　11月８日(金)～24日(日)

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール(無料)

■北国講演会

　「道北地方のイオマンテ～霊送りの思想と儀式～」

　　アイヌの伝統儀式「熊送り」について、道北地方での

　姿を中心に解説し、その精神文化を学びます。

　・と　き　11月23日(土) 13 :00～15 :00

　・ところ　北国博物館講堂（無料）

　・講　師　北原 次郎太氏

　　　　　　(北海道大学アイヌ先住民研究センター准教授)

　　※事前の申し込みやチケットはありません。

　　　直接会場へお越しください。

■巡回展「北海道開拓記念館から北海道博物館へ」

　　札幌にある北海道の博物館「北海道開拓記念館」が、

　2015年に北海道立アイヌ民族文化研究センターと統合し

　｢北海道博物館｣となり、新しくなる展示室の展示内容を

　紹介する巡回展が道内６カ所で開催されています。名寄

　展では、関連事業として２つの講座も開催します。

　【展　示】

　・と　き　11月29日（金）～12月15日（日）

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール(無料)

　・主　催　北海道開拓記念館・北海道立アイヌ民族文化

　　　　　　研究センター

　【講　座】

　　①「アイヌ語と口承文芸の世界」(大人向け)

　　　・と　き　11月30日(土) 15 :00～16 :30

　　　・講　師　田村 雅史氏

　　　　　　　　(北海道立アイヌ民族文化研究センター)

　　　※事前の申し込みやチケットはありません。

　　　　直接会場にお越しください。

　　②「アイヌ民族の狩りとわな」(親子向け)

　　　・と　き　12月１日(日) 10 :30～11 :30

　　　・講　師　出利葉 浩司氏

　　　　　　　　(北海道開拓記念館学芸副館長)

　　　・申込期間　11月５日(火)～26日(火)

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


