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 1 3 : 0 0〜1 9 : 0 0 休 月・火、祝日 入館料 無料

■プラネタリウム館のご案内

月面

「春の星座と物語」
・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
・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

■６月にみられる天体
・月面
・土星

１日〜５日、２６日〜３０日
今月中

市民文化センター

2009年４月５日撮影

西1 3 条南４丁目
開 9:00〜22:00

■第３回芸術文化鑑賞バスツアー
・と
き ６月２７日（土）〜２８日（日）１泊２日
・日
程
２７日
９：２０ 市役所名寄庁舎前 出発
（ハローワーク・市民文化センター・風連
福祉センター前停車、帰路も同じ）
２８日
１７：００頃 市役所名寄庁舎前 到着
・行き先 富良野市
〇富良野GROUP公演 2009夏『歸國（きこく）』鑑賞
ドラマ『風のガーデン』に続く倉本 聰氏の新作、そし
て 富良野塾 改め 富良野GROUP として初めての
新作舞台です。
〇丘の写真館
美瑛・富良野の美しい丘陵の四季をとらえる写真家・渥
美顕二氏のギャラリーです。
〇グラスフォレスト イン フラノ
オリジナルのしばれ硝子や富良野をイメージした多数の
作品を鑑賞・ご購入いただけます。
・申込期間 ６月１日（月）〜５日（金）受付
・参 加 料 １５,５００円
（観劇料・宿泊料・昼食代・傷害保険料 を含む）
・定
員 ３３人（最少催行２０人、定員を超えた場合は
抽選とします）
※内容・費用等は変更になることがあります。
・申 込 み 市民文化センターまたは
風連福祉センター 01655③2531

■第４回花壇コンクール参加者を募集します
・募集期間 ６月１２日（金）〜７月１０日（金）
・審査部門 ①家庭小花壇の部（概ね１坪）
②家庭中花壇の部（概ね３坪）
③家庭大花壇の部（概ね５坪以上）

01654②2218

FAX 01654②2356

休 月末・年末年始

④職場花壇の部
⑤地域花壇の部
⑥学校花壇の部
⑦家庭フラワーボックスの部
⑧職場フラワーボックスの部
⑨地域フラワーボックスの部
・応募方法 市民文化センターまたは
風連福祉センター( 01655③2531）へ

■市民講座の受講生を募集
「ブレイクダンス」 初心者大歓迎！一緒に踊ろう！
・と き ７月７日〜９月８日 毎週火曜日 全８回
１９：００〜２１：００
・ところ 市民文化センター多目的ホール
・対 象 一般
・定 員 ２０人（先着）
・費 用 無料
・申込み ６月１日(月)〜１９日(金)に市民文化センターへ
※定員になり次第締め切り

■家庭教育支援講座
「お父さんと☆ボクとわたしのはじめてのお弁当☆」
＊はじめてのお弁当づくりにチャレンジしてみませんか？
＊「食いく」のこともちょっとお勉強
・と き ７月１１日（土）９：３０〜１２：３０
・ところ 市民文化センター
・対 象 小学生とその父親
・費 用 一人４００円
・定 員 ２４人
・持ち物 エプロン、スカーフ、おてふき、弁当箱、カメラ
（完成品を写します）
・申込み ７月６日(月)までに市民文化センターへ

広報なよろ第39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 : 0 0〜1 7 : 0 0
休 月・年末年始
風連分館 風連町南町85
01655③2531 FAX 01655③2321

■堀田清写真展「春の植物エネルギー」

■初夏の自然探訪会

長い冬から目覚める植物のみずみずしい姿、たくましさに
愛情込めてレンズを向けた写真30枚（全紙・半切）を展示し
ます。草花や樹木の秘めたエネルギーを感じさせる作品をご
覧ください。
・と き ６月１４日（日）〜２８日（日）
９：００〜１７：００（最終日は１６：００まで）
・ところ 北国博物館ギャラリーホール（無料）

北海道大学中川研究林内の上音威子府樹木園に出かけ、
園内の植物を中心に初夏の自然を観察します。
・と き ６月２１日（日）８：００〜１５：００
・ところ 北国博物館集合、上音威子府樹木園へ
※現地までバスで移動します。
・対 象 一般市民
・費 用 １００円（傷害保険料）
・定 員 ３０人
・持ち物 昼食、飲み物、雨具・防寒具、植物図鑑
・申込み ６月９日（火）から北国博物館へ
（定員になり次第締め切り）
・指 導 なよろ野の花の会

■植物講演会「北海道の植物達の元気」
植物写真を撮ることで自らも元気をもらっているという堀
田さんが、全道各地で撮影した植物の発芽から結実までと、
襟裳岬の植物を紹介するスライドトークです。
・と き ６月１３日（土）１８：００〜１９：３０
・ところ 北国博物館講堂（無料）
・講 師 堀田 清氏（北海道医療大学薬学部准教授）
※事前の申込みはありません。直接お越しください。

図書館

名寄本館 大通南２丁目
01654②4751 FAX 01654②4897
開 火・金 9:30〜17:0 0 水・木 9:30〜20:0 0 ※17:00以降は１階のみ
休 月・月末・祝・年末年始
土・日 9:30〜16:0 0
風連分館 風連町南町84-1
01655③2871 FAX 01655③2380
開 月〜金 9:30〜17:0 0 土 9:30〜16:0 0 休 日・月末・祝・年末年始

【名寄本館の予定】
●ミニ展示
「ハチ」「おりひめとひこぼし」
「トワイライト」
●きんようおはなしクラブ(毎週金曜日 15：30〜)
・と き ６月５日・１２日・１９日・２６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(木曜日 1０：３0〜)
・と き ６月４日・１８日
・対 象 ３歳未満児・保護者
・内 容 ４日「わらべうた」１８日「どうぶつ絵本」

自動車文庫「やまゆり号」６月の巡回日程
《名寄地区》
2日（火）・16日（火）麻生公園前
ライラック公園前

15:25〜15:40

はなぞの広場前

15:55〜16:15

4日（木）・18日（木）北老人クラブ前

15:15〜15:30

ノースタウンふれあい会館前 15:40〜16:00
9日（火）・23日（火）錦町公園前

●おはなしタイム(水曜日 15：00〜)
・と き ６月３日・１０日・１７日・２４日
・対 象 児童
●おはなしポケット(金曜日 11：00〜)
・と き ６月５日・１２日・１９日・２６日
・対 象 幼児と保護者

第一老人クラブ前

15:05〜15:20
15:30〜15:45

浅江島公園築山前

15:55〜16:15

10日（水）・24日（水）緑丘第一団地

12日（金）・26日（金）コデマリ公園前

15:30〜15:45

15:00〜15:15

栄町公園前

15:25〜15:40

西１０南１自衛隊官舎前

15:50〜16:10

《風連地区》
9日（火）市街地区

10:05〜10:55

17日（水）東風連地区

10:15〜10:45

日進・旭地区

平成21年６月号

15:05〜15:20

サンピラー・マーガレットヴィラ道営住宅前 15:55〜16:15

25日（木）下多寄地区
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14:40〜14:55

ハルニレ公園前

えんれい公園前

【風連分館の予定】

15:00〜15:15

13:00〜13:55
10:15〜10:40

