木原天文台

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、祝日

■プラネタリウム館のご案内
「秋の星座と物語」

入館料 無料

■１１月にみられる天体

・投影日
水曜日〜日曜日１５：００〜
・休館日
毎週月曜、火曜日、月末日、祝日
・月末休館日 １１月３０日（日）
・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、福祉施設などについて
は、市内免除市外半額になります(事前に申請が必要で
す、お問合せください)
・連絡先
プラネタリウム館（大通南２丁目）01654②4751

・月面 ３日〜１６日
・木星 〜中旬
・天王星・海王星 今月中
・星雲・星団 ２０日〜３０日

プレアデス星団Ｍ４５（すばる）

■文化の日・天文教室
・内 容 皆既日食―その神秘のメカニズム―
・と き １１月３日（月）１５：００〜
・ところ プラネタリウム館
・入 場 無料（１回の上映は定員６５人、当日直接ご
来場ください）
平成２０（２００８）年１０月８日函岳(美深町)で撮影

市民文化センター

西１３条南４丁目
開 ９：００〜２２：００

01654②2218 FAX 01654②2356
休 月末・年末年始

■家庭教育支援講座「親子であそぼう」

■新成人になられる皆さんへ

・と き １１月１６日(日)１０：３０〜１１：３０
（１時間程度）

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。

・ところ 市立大学（恵陵館体育館）

（名寄市に住民票のある方は、連絡の必要はありません）

・講 師 鈴木 文明 教授（市立大学短期大学部児童学科）
・対 象 親子２５組５０人 幼児（４歳〜６歳）

◇進学・就職などで、名寄市以外にお住まいで、名寄市での

・申込締切 １１月１０日(月)
０１６５４②２２１８
・申込み 名寄市公民館

◇何らかの事情で、名寄市への転入届を済ませていない方

※運動のできる服装、上靴

・対 象 昭和６３年４月２日から平成元年４月１日までに

■風連公民館講座「手打ちそば講座」

※１２月に案内状を発送します。

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

成人式に出席を希望する方

生まれた方。
今年こそは、大みそかにむけて「年越しそば」の練習をし
ませんか。

成人式の日程
・と き 平成２１年１月１１日（日）

風連公民館では、手打ちそば講座を開催します。
・と き １２月２０日（土）９：３０〜１２：３０

受付１３：００〜 式典１４：００〜
・ところ グランドホテルメープル

・ところ 風連福祉センター
・講 師 名寄地区手打ちそば愛好会

問い合わせ 名寄地区 市民文化センター

・定 員 １５人

０１６５４②２２１８

・参加料 ９００円（受講料＋試食＋自分で打ったそばの
土産付）

風連地区 風連福祉センター
０１６５５③２５３１

・個人で用意していただくもの
お お

タオル・エプロン・三角巾（髪を覆うもの）
・申込締切 １２月１０日（水）
・申込み 風連公民館

A０１６５５③２５３１

広報なよろ第32号｜6

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 月・年末年始
風連分館 風連町南町８５ 01655③2531 FAX 01655③2321

■北国講演会「オーロラの謎」

■羊毛を使った季節を飾る小物作り講習会

アラスカ大学の国際北極圏研究センターの所長を昨年退任し
今年、4回シリーズで開催してきた講習会の最後は、「冬
た赤祖父俊一博士を講師に迎えます。赤祖父博士は、オーロラ 小びとのクリスマス」がテーマです。
と地球電磁気学における世界的権威で、地球温暖化問題にも詳
北欧では、納屋や仕事場に幸せを運ぶ小びとが住んでいる
しく、貴重なお話を聞くことができます。
と言い伝えられていました。この小びと人形とクリスマスツ
リーなどを、昔、名寄でも数多く飼育されていた羊の毛をフ
・と き １１月７日(金)1８：３0〜２０：00
ェルト化して作ります。
・ところ 北国博物館講堂（無料）
※事前の申し込みなどはありません。当日会場へお越しくだ
・と き １２月６日(土) 13：00〜15：00
さい。
・ところ 北国博物館講堂
・講 師 逸見りかさん
（美深町仁宇布・ウール工房ひつじ小屋niupu）
■企画展「ラジオ・ステレオ展」
・対
象
一般市民（３年生以下は保護者同伴で）
「昭和」をテーマに各分野で重ねてきた企画展の最後は、音
・定
員
２０人
を楽しむ機器です。デジタル化の前、アナログの時代に活躍し
・費 用 ５００円（材料費）
たラジオやステレオを集めて紹介します。音源となったレコー
・持ち物 エプロン
ドを用意し、懐かしい曲などを聞いていただく場も設けます。
・申込み １１月６日(木)〜 北国博物館へ
※定員になり次第締め切り
・と き １１月１３日(木)〜１２月７日(日)
あ か

そ

ふ

しゆん い ち

・ところ 北国博物館ギャラリーホール（無料）

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
01655③2871 FAX 01655③2380
開 月〜金 9：30〜17：00 土 9：30〜16：00
休 日・月末・祝・年末年始

【名寄本館の予定】
●ミニ展示 「読書」(11/4〜29)
「手づくり」(11/13〜29)
●きんようおはなしクラブ(毎週金曜日 15：０0〜)
・と き １１月７日・１４日・２１日・２８日
・対 象 ３歳以上〜小学生
・内 容 絵本・紙芝居・工作ほか
●ペンギンクラブ(第１・３木曜日 1０：３0〜)
・と き １１月６日・２０日
・対 象 ３歳未満児・保護者
・内 容 パネルシアターを作ろう

自動車文庫「やまゆり号」１１月の巡回日程
《名寄地区》
4日

5日

ｸ・18日

ｹ・19日

【風連分館の予定】
●特別展示
・テーマ 「源氏物語千年紀―かさねと香りの世界―」
・と き １１月１８日(火)〜１２月６日(土)
9：30〜16：00 ※日曜日は休館
●おはなしタイム(水曜日 15：00〜)
・と き １１月５日・１２日・１９日・２６日
・対 象 児童
●おはなしポケット(金曜日 11：00〜)
・と き １１月７日・１４日・２１日・２８日
・対 象 幼児と保護者

7｜平成20年11月号

6日

ｺ・20日

ｸ 錦町公園前
第一老人クラブ前

15:05〜15:25

麻生公園前

15:35〜15:50

ライラック公園前

16:00〜16:15

ｹ 東三条郵便局前

ｻ・21日

13:25〜13:40

緑丘第一団地

13:50〜14:05

南が丘総合福祉会館前

14:15〜14:30

はなぞの広場

15:35〜16:00

サンピラー・マーガレットヴィラ道営住宅前

16:15〜16:40

ｺ ハルニレ公園前
浅江島公園築山前

7日

14:40〜14:55

ｻ コデマリ公園

15:45〜16:00
16:05〜16:20
14:30〜14:45

ノースタウンふれあい会館前

14:55〜15:15

西１０南１自衛隊官舎前

15:55〜16:25

《風連地区》
11日

ｸ 市街地区

10:05〜10:55

12日

ｹ 下多寄地区

10:15〜10:40

13日

ｺ 東風連地区

10:15〜10:45

25日

ｸ 日進・旭地区

13:00〜13:55

