
木原天文台

■第３０回名寄市民スキー大会を開催します

競技の申し込みは、すでに締め切りましたが、当日参加型

のレクリエーション（スキー場内特設ジャンプ台の下周辺に

て、正午開始予定）などを行いますので、ぜひ会場にお越し

ください。

・と き ３月１５日（日）

・選手受付 ８：００～８：４０ ピヤシリフォレスト前

・開 会 式 ８：４５ ピヤシリフォレスト前

・インスペクション ９：００～９：３０ ※コースの下見

・競技開始 ９：３０

・と こ ろ 名寄ピヤシリスキー場

※荒天により、大会が中止になる場合もあります。

問い合わせ 名寄市民スキー大会実行委員会事務局

（生涯学習課スポーツ振興係）

市民文化センター ０１６５４②２２１８

風連福祉センター ０１６５５③２５３１

■６０歳からの学生生活！

「名寄ピヤシリ大学」で学生を募集
健康・福祉・法律など知っておくと便利な知識から、名寄

の歴史や自然など幅広く学べます。
また、遠足や体育祭、大学祭、クラブ活動など楽しい行事

が盛りだくさん！
大学（４年間）を卒業すると大学院（２年間）へ進学する

ことができます。
皆さんも、新しい自分、新しい出会い、新しい仲間を見つ

けてみませんか。

入学資格 市内にお住まいの満６０歳以上の方
募集定員 ３０人
修業年限 ４年間
※講義は原則として毎月第２・４火曜日（年間２０回程度）
学 費 無料
※ただし教材費・自治会費などは自己負担です。
学習内容 一般教養、社会見学、実技、奉仕活動、体育祭、

大学祭、遠足、クラブ活動、自治会活動など
入 学 式 ４月２８日（火）予定
応募方法 入学願書（窓口備え付け）に必要事項を記入して

３月３１日（火）までに市民文化センターへ提出
してください。

問い合わせ 教育委員会教育部生涯学習課
（市民文化センター内）

０１６５４②２２１８

■プラネタリウム館のご案内

「冬の星座と物語」
・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
・月末休館日 ２月２８日（土）
・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

■特別観望会

・内 容 月と惑星観望会～欠けた金星と環の細い土星～
わ

・と き ３月４日(水)～６日(金)１８：００～２０：００
・ところ 木原天文台
・入 場 無料
※天候不良時は、中止となります。

■３月にみられる天体
・月面 １日～１１日
・金星 今月初め頃まで
・土星 今月中
・星雲・星団 １４日～２８日

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

宵の明星（金星）と三日月が隣り合って輝いているのが
よ い

西の空に見えていました。

「 金星と月が並ぶ 」

2009年1月30日撮影

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
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まなびの部屋

博物館

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

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」３月の巡回日程

《名寄地区》

６日� 中名寄小学校

砺波保育所

11日� 東保育所

南児童クラブ

12日� 西保育所

カトリック幼稚園

智恵文小学校

智恵文保育所

13日� 南保育所

名寄拘置所

光名幼稚園

大谷幼稚園

中央保育所

智恵文中学校

《風連地区》

５日� 東風連地区 10:15～10:45

10日� 市街地区 10:05～10:55

日進・旭地区 13:00～13:55

11日� 下多寄地区 10:15～10:40

冬期間は、遠隔地の

小中学校および保育

所、幼稚園などのみ

の配車となります

■棚橋美術教室作品展

市内の美術教室に通う子供たちが１年分の作品を発表しま

す。絵画のほか、デザイン、造形作品など、明るく楽しいキ

ッズアートをお楽しみください。

・と き ３月７日(土)～１５日(日)

・ところ 北国博物館ギャラリーホール（無料）

・主 催 棚橋美術教室（棚橋麗子さん指導）

■「新名寄市史」・「風連町史第二巻」
旧名寄市、風連町がそれぞれ開拓１００年を記念して編纂

した両市町史です。平成１８年に合併誕生した現在の名寄市

の歩みを知るために読んでみませんか。北国博物館、市立図

書館の本館・分館などで閲覧できるほか、それぞれ販売もし

ていますので、手元に置いて活用ください。

◇「新名寄市史」B5判全3巻(平成11年～14年発刊）12,000円
第１巻 先史から昭和２０年までの名寄・智恵文地

区の歴史（776p）
第２巻 昭和２０年～平成９年の名寄・智恵文地区

の歴史（926p）
第３巻 自然、年表、統計、資料、開拓１００年記

念事業（543p）
◇「風連町史第二巻」B5判（平成11年発刊）2,000円

昭和４２年発刊「風連町史」の概略と以後平成９年
までの風連地区の歴史（985p）

※販売場所は北国博物館と、風連町史第二巻については市役
所風連庁舎でも取り扱っています。送付希望の場合は北国
博物館にご連絡ください。

■新着資料展
本年度中に市民の皆さんからの寄贈によって収蔵した新資

料を紹介します。スキー製作用具、農機具、裁縫道具、秤、

地図、衣服など、ひと昔前の産業、生活の一端をご覧くださ

い。

・と き ３月１９日(木)～３１日(火)

・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

「金田一 秀穂」「おひなさま」「幼児に読んであげたいお

すすめの絵本」「通園・通学手づくりバック」

●きんようおはなしクラブ(毎週金曜日 15：０0～)

・と き ３月６日・１３日・２７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

・と き ３月５日(木)1０：３0～

・対 象 ３歳未満児・保護者

・内 容 「絵本の読み聞かせを楽しもう！」

【風連分館の予定】

●おはなしタイム(水曜日 15：00～)

・と き ３月４日・１１日・１８日・２５日

・対 象 児童

●おはなしポケット(金曜日 11：00～)

・と き ３月６日・１３日・２７日

・対 象 幼児と保護者
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