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（風連歴史民俗資料館 風連町南町85）

■昆虫標本展

■海浜植物探訪会

北国博物館所蔵の昆虫標本には、寄贈や採集によって集ま
った道内生息のチョウ類、トンボ、セミ、クワガタムシ、カ
ブトムシなどが数多くあります。これまで展示の機会があま
りありませんでしたが、今回整理して紹介します。

冬は流氷に閉ざされる厳しいオホーツク海岸で、初夏に咲
く浜辺の植物を訪ねてみましょう。植物観察については、な
よろ野の花の会会員が案内します。

・と き
・ところ

６月１２日（土）〜２７日（日）
北国博物館ギャラリーホール（無料）

■風連歴史民俗資料館の臨時休館について
ふうれん地域交流センター（風っ子ホール）の開館に伴い、
旧風連福祉センターの解体工事が始まり、隣接する風連歴史
民俗資料館の周囲にも影響が生じます。このため６月初旬か
ら工事終了の10月末まで風連歴史民俗資料館は休館させてい
ただきます。同館は北国博物館の分館として、風連地区の歴
史を中心とした展示室を公開してきました。しばらく利用で
きなくなりますが、見学者の安全確保のためご理解いただき
ますようお願いいたします。

名寄本館

図書館

開 火・金

土・日
風連分館
開 月〜金

「楽しくなるサッカーの話」

「雨がふってもたのしいね」
●おはなしクラブ(毎週金曜日 15：30〜)

催

自動車文庫「やまゆり号」６月の巡回日程
《名寄地区》
3日
（木）・17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

・と き

６月４日、１１日、１８日、２５日

・ところ

名寄本館２階会議室

栄町公園前

15:25〜15:40

・対 象

３歳以上〜小学生

西１０南１自衛隊官舎前

15:50〜16:10

・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３日、１７日

・対 象

３歳未満児・保護者

・内 容

３日「生活絵本」、１７日「音であそぼう」

【風連分館の予定】
●おはなしタイム(水曜日 15：00〜)
・と き

６月２日、９日、１６日、２３日

・対 象

児童

●おはなしポケット(金曜日 11：00〜)
・と き
・対 象

７

・主

６月２７日（日）9 :00〜15 :00
北国博物館集合、バスで雄武町日の出岬へ
一般市民
３０人
100円（傷害保険料）
昼食、飲み物、雨具、植物図鑑
６月８日(火)〜22日(火)に北国博物館へ
※定員になり次第締め切り
なよろ野の花の会・名寄市北国博物館

大通南２丁目
01654②4751 FAX 01654②4897
9:30〜17:00 水・木 9:30〜20:00 ※17:00以降は１階のみ
9:30〜16:00
休 月・月末・祝・年末年始
風連町南町84‑1
01655③2871 FAX 01655③2380
9:30〜17:00 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

・と き
・ところ
・対 象
・定 員
・費 用
・持ち物
・申込み

６月４日、１１日、１８日、２５日
幼児と保護者

平成22年6月号

4日
（金）・18日（金） コデマリ公園前

8日
（火）・22日（火） 麻生公園前

15:00〜15:15

15:00〜15:15

ライラック公園前

15:25〜15:40

はなぞの広場前

15:55〜16:15

9日
（水）・23日（水） 緑丘第一団地
えんれい公園前

15:05〜15:20
15:30〜15:45

サンピラー・マーガレットヴィラ道営住宅前 15:55〜16:15
15日
（火）・29日（火） 錦町公園前

14:40〜14:55

第一老人クラブ前

15:05〜15:20

ハルニレ公園前

15:30〜15:45

浅江島公園築山前

15:55〜16:15

《風連地区》
8日（火） 市街地区

10:05〜10:55

10日（水） 日進・旭地区

10:10〜11:10

16日（木） 東風連地区

10:15〜10:45

24日（木） 下多寄地区

10:15〜10:40

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 水〜日・祝日 1 3 : 0 0 〜 2 1 : 3 0
休 月・火

■天文台利用案内
・開 館
・休 館
・入館料

■天体観望案内

水曜日〜日曜日、祝日 １３：００〜２１：３０
月曜日､火曜日
大人５００円（４００円）
大学生４００円（３００円）
小学生〜高校生 ２００円（無料）
※カッコ内は名寄市民料金。70歳以上の方も無料
となります。

■プラネタリウムのご案内

・月面が見える期間
１５日〜２７日
・今月見える惑星
金星・火星・土星
※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。

「望（ぼう）」
満月の日でも、ちょうど満月になる時間があります。
その瞬間を「望」といいます。そんな時間ぴったりに撮
った写真です。

「HAYABUSA − Back To The Earth」
職員投影
１５：００､１７：００､１９：００から各４０
分間。
※土曜日・日曜日の１９：００からは「HAYABUSA ロングバ
ージョン」の投影をいたします。普段の番組よりもさらに
詳しい小惑星探査機「はやぶさ」の旅を、一度ご覧になっ
てはいかがでしょうか。

■イベント
◆部分月食観望会
・と き
６月２６日（土）１９：００〜２２：３０
・ところ
なよろ市立天文台
・参加費 天文台入館料
・備 考 インターネットライブ中継も予定しています。
雨天時は中止となります。

市民文化センター

▲ 2010年４月28日撮影

西1 3 条南４丁目
開 8:00〜22:00

■「親子ふれあい体操」
親子で楽しく体を動かしましょう！
・と き ６月１５日（火）１０：３０〜１１：３０
・ところ 女性児童センター「ほっと２１」（西１１北２）
・対 象 就学前の乳幼児と保護者
・定 員 なし
・申込み 必要ありません。直接、会場へお越しください。

■「お母さんのためのヨガ教室」
ヨガでリラックスして、お母さん同士の交流も深めましょう！
・と き ７月７日（水）１３：３０〜１５：００
・ところ 市民文化センター 生活研修室（託児あり）
・対 象 乳幼児〜高校生の子どもをお持ちのお母さん
・定 員 なし
・参加料 無料
・申込み ６月３０日（水）までに市民文化センターへ
※市ホームページからもお申込みできます。

なよろ市立天文台にて
撮影者：渡辺文健

01654②2218

FAX 01654②2356

休 月末・年末年始

■「食べなきゃ、危険！」講演会
うつ病、リウマチ、冷え性、糖尿病、アトピー、成績不振、
発達障害児…が食事で改善！現代人のミネラル不足を解明！
・と き ７月９日（金）１５：００〜１６：３０
・ところ 市民文化センター 視聴覚研修室
・講 師 中戸川 貢 氏（食品とくらしの安全基金）
・対 象 一般市民
・定 員 ６０人
・参加料 無料
・申込み ７月８日(木)までに市民文化センターへ
※市ホームページからもお申込みできます。

■「親子関係サポート教室」
自己主張したり、我慢したりを大人が受け止め、適切に導
いてあげましょう！子どもとのコミュニケーションを学ぶこ
とで、親自身も成長！
・と き ７月１４日（水）１９：００〜２０：３０
・ところ 市民文化センター大会議室（託児あり）
・対 象 子育て中の方、その他一般市民
・申込み ７月７日（水）までに市民文化センターへ
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