東２条北５丁目
01654②3956 e-mail nayoro@nayoro-star.jp
URL http://www.nayoro-star.jp
開 水〜日 13:00〜19:00 休 月・火、祭日 入館料 無料

木原天文台
■月面

20〜30日

■金星

今月中

■土星

平成16年４月27日
名寄市内で撮影

市民文化センター
■と

■投影日 水曜日〜日曜日15:00から
■休館日 毎週月曜日・火曜日、月末日、祭日
■月末休館日 ４月30日(月)
■入館料 ○一般100円 ○小学生〜高校生50円 ○幼児無料
※減免：学校、幼稚園、保育所、福祉施設等は、市内免除・
市外半額になります。（事前に申請が必要ですので、お問い
合わせください。）
■連絡先
プラネタリウム館（大通南２丁目） 01654②4751
※休館のお知らせ
４月７日(土)〜15日(日)の期間は、機器整備のため休館とな
ります。

西13条南４丁目
01654②2218 FAX 01654②2356
開 9:00〜22:00 休 月末・年末年始

き

５月６日(日)10:00スタート
(なよろ健康の森陸上競技場)
■種別 【10km】中学生男子の部、高校生男子の部、一般
男子Ａの部、女子の部
【５km】小学生の部、一般男子Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ
の部、中学生女子の部、高校生女子の部、一般
女子Ａ・Ｂの部
【３km】オープンの部（小学生〜一般）
■申し込み方法 ４月16日(月)までに所定の申し込み書を
提出してください。（必着）
■申し込み 教育委員会生涯学習課スポーツ振興係
〒096-0023 名寄市西13条南４丁目
市文化センター内

■と き
■行き先
9:00

「春の星座と物語」

今月中

５月18日(金)
旭川市
市役所名寄庁舎前出発
（ハローワーク前・文化センター前停車）
9:25
風連福祉センター前出発
16:30頃 風連福祉センター前到着
17:00頃 市役所名寄庁舎前到着
（ハローワーク前・文化センター前停車）
○旭川美術館 ○旭川博物館 ○男山酒造資料館
■申し込み期間 ４月23日(月)〜27日(金)
■費 用 2,200円（入館料・昼食代・傷害保険料）
※定員は33人です。最小催行人数15人とさせていただきま
す。なお、定員を超えた場合は抽選させていただきます。
■申し込み 市民文化センター

■手作り味噌
・と き ５月14日(月)13:30、15日(火)13:00、16日(水)9:00
・ところ 手作り工房あぐりん館
・定 員 12人（先着）
・参加費 1,500円（材料代）
・講 師 斉藤美知さん
■木彫入門
・と き ５月10日〜７月19日の毎週木曜日
13:30〜15:30＜全10回＞
・ところ 市民文化センター市民工芸室
・定 員 12人（先着）
・参加費 7,000円程度（材料代・道具代）
・講 師 日野幸枝さん
■申し込み期間 両講座とも４月２日(月)〜13日(金)
■申し込み 市民文化センター

■と

き

４月12日(木)・26日(木)
①9:00〜12:00 ②13:00〜16:00③ 18:00〜21:00
※毎月第２・４木曜日の開催を基本としていますが、月１回
の開催、開催日が変更になる場合がありますので、「広報な
よろ」市民カレンダーや電話などでご確認ください。
■ところ 風連陶芸センター
■定 員 各時間帯 15人
■費 用 粘土代１kg200円（１人何kgでも使用可）
■持ち物 エプロンなど
■問い合わせ 風連陶芸センター（ 01655③2743）
※このほか団体での陶芸教室も受け付けていますので、気軽
にお問い合わせください。

広報なよろ第13号
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まなびの部屋
博物館

北国博物館 緑丘222
・FAX 01654③2575
e-mail ny-kitahaku@city.nayoro.lg.jp
開 9:00〜17:00 休
風連分館
風連町南町85
01655③2531 FAX 01655③2321

月・年末年始

■野外植物展

■「民族資料目録Ⅱ」を発行

写真、押し花、リース、染色などをとおして、地域
の野外植物を身近に感じてもらう展示会です。なよろ
野の花の会会員が各分野の作品を出品します。
・と き ４月21日(土)〜５月13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

北国博物館所蔵のアイヌ民族資料に関する目録の第
２集です。矢口親六、小国喜八、杉村満、杉村フサ、
神山元氏などから寄贈された祭具、狩猟用具、装飾品、
衣類など276点について、カラー図版入りで概要をま
とめ、寄贈者の経歴も紹介しています。
ご入用の方は、北国博物館までお越しください。
・規 格 Ａ４判、56ページ
・価 格 １冊1,000円

■大型連休企画「博物館であ・そ・ぼ・う!!」
子どもたちにも博物館に親しんでもらえるように、
館内の広いスペースを遊び場として開放します。手づ
くりの木のおもちゃを中心に、牛乳パックなどのリサ
イクル品を活用した、ままごと、輪投げ、空き缶魚釣り、
ぬりえ、折り紙、簡単工作などのコーナーを用意します。
また、市立大学の学生がボランティアとして遊びの
手助けをしてくれます。家族連れでお楽しみください。
・と き ４月28日(土)〜５月６日(日)
※期間中、休館日はありません。
・ところ 北国博物館ラウンジ、ギャラリーホール、
講堂、地域情報室など（無料）

図書館

名寄本館 大通南２
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
01655③2871 FAX 01655③2380
開 月〜金 9:30〜17:00 土 9:30〜16:00 休 日・月末・祝・年末年始

【名寄本館の行事】
●金曜おはなしクラブ（毎週金曜日15:30から）
４月６日・13日・20日・27日
・対 象 ３歳以上のお子さん
●こども図書館まつり（名寄本館２階会議室）
①０歳〜３歳向き
・と き ４月26日(木)10:30〜11:30
・内 容 絵本読み聞かせ、赤ちゃん講座ほか
・定 員 20人
②３歳〜小学２年生対象
・と き ５月９日(水)15:00から
・内 容 絵本、工作
・定 員 50人
■申し込み期間 ①②ともに４月10日(火)から
※定員になり次第締め切ります。
■申し込み 名寄本館

【風連分館の行事】
●おはなしタイム（毎週水曜日15:00から）
４月４日・11日・18日・25日
・対 象 児童
●おはなしポケット（毎週金曜日11:00から）
４月６日・13日・20日
・対 象 就学前の幼児・保護者
●カンガルーのポケット
４月27日(金)10:00から
・内 容 自己紹介、こいのぼり作りなど
・対 象 就学前のお子さんと保護者
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平成19年４月号

《 名 寄 地 区 》
10日
（火）第１老人クラブ前

14:50〜15:05

錦町公園前

15:15〜15:35

麻生公園前

15:45〜16:05

ライラック公園

16:15〜16:35

11日
（水）ハルニレ公園前

15:20〜15:40

浅江島公園築山前

15:50〜16:30

12日
（木）道営サンピラー・マーガレットヴィラ 15:20〜15:45
南が丘総合福祉会館前
13日
（金）コデマリ公園
西10南１自衛隊官舎前
17日
（火）東三条郵便局前

15:55〜16:10
15:00〜15:15
15:55〜16:35
15:05〜15:20

緑丘第１団地

15:30〜15:50

はなぞの広場

16:05〜16:30

18日
（水）ﾉｰｽﾀｳﾝふれあい会館

15:15〜15:35

《 風 連 地 区 》
10日
（火）東風連地区

10:00〜

11日
（水）下多寄地区

9:45〜

17日
（火）市街地地区

10:00〜

19日
（木）日進・旭地区

12:45〜

