
木原天文台

■第３回花壇コンクール参加者募集

・募集期間 ６月９日（月）～７月７日（月）

・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）

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

・応募先 市民文化センター

風連福祉センター 01655③2531

■第３６回名寄～下川間往復駅伝競走
・と き ６月２２日（日）雨天決行

午前１０時スタート(名寄小学校横歩道橋)
・種 別 中学の部・高校の部・一般の部・自衛官の部

女子の部・オープンの部
・コース 国道２３９号 名寄～下川間 往復42.195Km

国道２３９号 下川～名寄間 片道21.0875Km
（中学・女子・オープンの部のみ）

・申込方法 所定の申込書により６月１０日（火）までに下
記へ申し込んでください（必着）
〒096-0023 名寄市西１３条南４丁目
市民文化センター内
教育委員会生涯学習課スポーツ振興係

■市民講座「Let'sゆかた」の受講者を募集
浴衣の基本を身につけ、『浴衣美人』になりませんか？

・と き ７月９・１６日（水）全２回
18：30～20：30

・ところ 市民文化センター生活研修室
・対 象 着付けの経験のない一般女性
・定 員 ２０人（先着）
・内 容 浴衣の着付け、収納方法、作法を学びます。
・費 用 無料
・持ち物 浴衣、半幅帯、腰ひも、伊達締め、タオル（補

正用）帯板など
・講 師 五十嵐 輝子 氏
・申込み ６月９日（月）から２０日（金）までに市民文

化センターへ

■プラネタリウム館のご案内

「春の星座と物語」
・投影日 水曜から日曜日１５：００から

・休館日 毎週月曜、火曜日、月末日、祝日

・月末休館日 ６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

■特別観望会
・テーマ 「月面観望会」

・と き ６月１４日(土)・１５(日)

19：30～21：00

・ところ 木原天文台

・参加費 無 料（当日直接おいでください）

※曇り・雨天時は中止となります。

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 入館料 無料

■６月にみられる天体

・月面 ７日～１７日 ・火星 今月中

・土星 今月中

黒点の少ない近頃の太陽

平成２０（２００８）年４月２３日木原天文台で撮影

市民文化センター
西１３条南４丁目 01654②2218 FAX 01654②2356

開 ９：００～２２：００ 休 月末・年末年始

■第３回芸術文化鑑賞バスツアー
・と き ７月１１日（金）

８：００ 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）

１7：００ 市役所名寄庁舎前 到着
・行き先 美唄市・砂川市

○アルテピアッツァ（彫刻家 安田侃の作品を見学）
かん

○砂川スイートロード
・申込期間 ６月１６日（月）～２０日（金）
・費用 １，８００円（予定、高速料金・昼食代など）
・定員 ３３人（最少催行１５人、定員を超えた場合は

抽選）
・申込み 市民文化センター

風連福祉センター 01655③2531
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博物館

■「北の風景画」山脇秋夫油彩画展

大雪山周辺を中心に道北、道東の風景画を描いて30年。

公務員として勤務地を巡っての活動でしたが、平成13年に

退職後は、旭川を本拠地に個展の開催などを重ねています。

・と き ６月７日(土)～６月２２日(日)

・ところ 北国博物館ギャラリーホール（無料）

■「雪彩（いろ）」写真展

旭川市在住の写真作家・野崎誠一さんが、雪の結晶をモ

チーフにレンズを通して見た幻想的な作品を紹介します。

・と き ６月２６日(木)～７月６日(日)

・ところ 北国博物館ギャラリーホール（無料）

【名寄本館の予定】

●ミニ展示

『菜園』『おりひめとひこぼし』

●きんようおはなしクラブ(毎週金曜日 15：30から)

・と き ６月６日・１３日・２０日・２７日

・対 象 ３歳以上～小学生

・内 容 絵本・紙芝居・工作 他

●ペンギンクラブ （第１・３木曜日開催）

・と き ６月５日・１９日 10：30から

・対 象 ３歳未満児・保護者

・内 容 読み聞かせ・ペープサートを作ろう（紙で描

いた絵を棒で動かす）他

【風連分館の予定】

●おはなしタイム(毎週水曜日 15：00から)

・と き ６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)

・と き ６月６日・１３日・２０日・２７日

・対 象 幼児と保護者

【図書館ホームページ】

図書の予約状況が確認できるようになりましたので、ご

活用ください。

図書館

■湿原自然探訪会

高層湿原に咲く植物を中心に、初夏の自然を楽しみなが

ら散策します。

・と き ６月２９日(日) 8：00～15：00

・ところ 北国博物館集合、浮島湿原（滝上町）へ

※現地まではバスで移動します

・対 象 一般市民

・定 員 ３０人

・費 用 １００円（傷害保険料）

・持ち物 昼食、飲み物、雨具・防寒具

・共 催 なよろ野の花の会

・申込み １０日(火)から２０日(金)までに北国博物館へ

定員になり次第締め切ります。

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

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

自動車文庫「やまゆり号」６月の巡回日程
《名寄地区》

10日�・25日� 錦町公園前 14:40～14:55

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

4日�・18日� 東三条郵便局前 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

12日�・26日� ハルニレ公園前 15:45～16:00

浅江島公園築山前 16:05～16:20

13日�・27日� コデマリ公園 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》

24日� 市街地区 10:05～10:55

日進・旭地区 13:00～13:55

18日� 下多寄地区 10:15～10:40

19日� 東風連地区 10:15～10:45




