
木原天文台 

■夏休み子ども写生会にご参加を 
　夏休みに家族で写生をしてみませんか？ 

　・と　き　８月８日(土)　１０：００～１４：００ 

　・ところ　市民文化センター入口ホール集合 

　　　　　　会場は浅江島公園（雨天時は市民文化センター） 

　　　　　　※申込み不要、当日直接集合場所へお越しくだ 

　　　　　　さい。 

　・対　象　幼児、小学生、中学生、高校生およびその家族 

　・参加料　無料 

　・展　示　８月９日（日）～８月１７日（月） 

　　　　　　※最終日は午前中まで展示します。 

　・表彰式　８月１７日（月）１３：３０～市民文化セ　　

　　　　　　ンター展示ホール 

　　　　　　参加者全員（保護者を除く）には参加記念品、 

　　　　　　入賞者には賞状を贈呈します。 

■市民納涼盆踊り大会 
　・と　き　８月１６日（日）～１７日（月） 

　　　　　　※雨天の場合は１８日（火）まで順延 

　　　　18：30～19：30　ちびっ子あつまれ！子ども盆踊り 

　　　　19：30～20：30　市民と仮装の北海盆踊り 

　・ところ　南広場（西２南９） 

　　　　　　※大会当日、実施の場合は１７：３０に花火を

　　　　　　　打ち上げます。 

　≪仮装盆踊りに参加しよう！≫ 

　・と　き　１６日（日）個人の部　１７日（月）団体の部 

　　　　　　雨天時は、１８日（火）に個人・団体同時開催 

　・賞　金　個人の部（１人） 

　　　　　　最優秀賞　 50,000円　ほか各賞あり 

　　　　　　　団体の部（５人以上） 

　　　　　　　最優秀賞　100,000円　ほか各賞あり 

　・受付期間　８月１４日（金）までの９：００～１７：００

　　　　　　　（土日を除く） 

　・受付内容　題名･チーム名･人数･代表者名(住所･電話番号) 

　・応募基準　名寄市民 

　・申 込 先　市民納涼盆踊り大会実行委員会（公民館　市 

　　　　　　　民文化センター内） 

　　　　　　　名寄市ホームページ（お知らせ欄） 

　　　　　　　URL http://www.city.nayoro.lg.jp 

■第５回芸術文化鑑賞バスツアー 
　・と　　き　９月４日（金） 

　・日　　程　 

　　９：００　市役所名寄庁舎前出発（ハローワーク前・市

　　　　　　　 民文化センター前・風連福祉センター前停車）

　１６：２０　風連福祉センター前　到着 

　１６：５０　市役所名寄庁舎前到着（ハローワーク前・市

　　　　　　　民文化センター前停車） 

　・行 き 先　旭川市 

　　　　　　 （神田美術館、西川徹郎文學館、ギャラリーシ

　　　　　　　ーズ「アートになった動物たち展」） 

　・費　　用　１，８００円 

　　　　　  　（入館料・昼食代・傷害保険料を含む） 

　※見学内容・費用などは変更することがあります。 

　・申込期間　８月１０日（月）～８月１４日（金）受付 

　・定　　員　３３人（最小催行人数１５人、定員を超えた 

　　　　　　　場合は抽選とします） 

　・申 込 み　市民文化センターまたは 

　　　　　　　風連福祉センター　０１６５５③２５３１　

■プラネタリウム館のご案内 
　「夏の星座と物語」 

　・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　８月３１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 
「ペルセウス座流星観望会」 

　・と　き　８月１２日(水)　２０：３０～２３：００ 

　・ところ　NISSHIN CAFE（JR日進駅前） 

　・内　容　１時間に４０個ほどの流れ星が見られます。 

　・参加費　無料（当日直接お越しください。椅子や敷物 

　　　　　　をご持参ください） 

　※天候不良時は中止となります。 

■８月に見られる天体 
　・月面　１日～５日、２３日～３１日 

　・土星　今月初めまで 

　・木星　今月終わりから 

こと座のベガ 
　夏の夜空で特に明るく輝くこと座の「ベガ」は、七夕物 
語の織り姫星です。 
　１万２千年後に天の北極辺りに移動し、北極星として輝 
くと言われ 
ています。 

（２００９年６月２７日撮影） 
 

広報なよろ第41号　   4

東２条北５丁目　　01654②3956  　　 nayoro@nayoro-star.jp 

URL http://www.nayoro-star.jp 

　  水～日  1 3 : 0 0～1 9 : 0 0　　  月・火、祝日　入館料　無料 休 開 

西13条南４丁目　　　01654②2218　FAX 01654②2356 

　  9 : 0 0～2 2 : 0 0　　　　　月末・年末年始 休 開 市民文化センター 



まなびの部屋 

■指定文化財の写真展開催へ作品募集　 
　名寄市指定４つの文化財をテーマにした写真展に向けて、

市民から展示作品を募集します。 

 

 

 

 

 

 

＜応募要領＞ 

・構図など　いずれかの文化財が被写体になっていること 

　　　　　　それ以外のものが一緒に入っていても構わない

　　　　　　デジタル・スチール、カラー・白黒は問わない 

 

 

 

 

・サイズ　４つ切り、またはワイド４つ切り 

・点　数　１人２点以内（先着50点で締切） 

・受　付　10月13日(火)～11月15日(日)に北国博物館へ　　

　　　　（申込み用紙記入） 

・展　示　11月27日(金)～12月13日(日)、北国博物館ギャ　

　　　　　ラリーホール 

※展示用の額は博物館で用意します。また、提供作品は展示

　会終了後に博物館窓口で返却します。 

■第２０回特別展「クワガタとカブトムシ」　 
　夏休みの昆虫採集で人気のクワガタムシとカブトムシにつ

いての特別展が開催中です。生態や成育環境を通して、地域

の自然のあり方、外来種の移入についても考えるきっかけを

提供しています。北海道産のクワガタ各種のほか、外国産の

大型カブトムシ標本などを紹介し、飼育中のクワガタムシ、

カブトムシも見られます。 

　・と　き　８月２３日(日)まで 

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール（無料） 

■きのこ写真展 
　地域で見られるキノコの写真を数多く展示します。主な毒

キノコと食べられるキノコについては、中毒症例や食べ方に

ついても紹介します。 

　・と　き　８月２８日(金)～９月１３日(日) 

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール（無料） 

5   　平成21年８月号 

【名寄本館の予定】 
●図書館古典文学講座「雨月物語」（全６回）　　　　　 
　・と　き　９月５日(土)～１０月１０日(土)の毎週土曜日 
　　　　　　１３：３０～１５：３０ 
　・受講料　無料 
　・講　師　佐藤　喜代枝さん 
　・定　員　３０人 
　・対　象　中学生以上 
　・申込み　電話またはカウンターで受付 
　　　　　（定員になり次第締め切ります） 
●ミニ展示                              　 
　「課題図書」「夏休みに読みたい科学の本」 
　「アウトドアの本」「秋のドラマ・映画情報」 
●きんようおはなしクラブ(毎週金曜日 15：30～) 
　・と　き　８月７日・１４日・２１日・２８日 
　・ところ　名寄本館２階会議室 
　・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　８月６日・２０日 
　・対　象　３歳未満児・保護者 
　・内　容　６日「ペープサートを楽しもう」、２０日「た
　　　　　　べもの絵本」 
【風連分館の予定】 
●秋のおはなし会 
　・と　き　９月４日（金）１１：００～ 
　・対　象　幼児と保護者 
　・内　容　ペープサート、絵本読み聞かせ 

博物館 
北国博物館　緑丘222　　・FAX   01654③2575 
e-mail  ny-kitahaku@city.nayoro.lg.jp 
　 9 : 0 0～1 7 : 0 0　　　　　　月・年末年始 
風連分館 　風連町南町85　　 01655③2531　FAX　01655③2321

休 開 

図書館 

名寄本館　大通南２丁目　　01654②4751　FAX 01654②4897 
　　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　　　　　　月・月末・祝・年末年始 
風連分館　風連町南町84-1　　　01655③2871　FAX 01655③2380 
　　月～金　9:30～17:00　土  9:30～16:00　  　日・月末・祝・年末年始 休 開 

休 

開 

 

自動車文庫「やまゆり号」８月の巡回日程
  4日（火）・18日（火）麻生公園前     

　　　　　　　　　   ライラック公園前    

　　　　　　　　　   はなぞの広場前 

  5日（水）・19日（水）緑丘第一団地 

　　　　　　　　　   えんれい公園前   

　　　　　　　　　　　　　　    サンピラー・マーガレットヴィラ道営住宅前  

  6日（木）・20日（木）北老人クラブ前         

　　　　　　　　　   ノースタウンふれあい会館前  

  7日（金）・21日（金）コデマリ公園前    

                             　　　　　　栄町公園前    

　　　　　　　　　   西１０南１自衛隊官舎前   

 11日（火）・25日（火）錦町公園前  

　　　　　　　　　   第一老人クラブ前  

                    　　　 ハルニレ公園前 

　　　　　　　　　   浅江島公園築山前 　  

　　　　　　　　　   

　　　　　 11日（火）市街地区   

           　  20日（木）下多寄地区 

           　  26日（水）東風連地区  

　　　　　          　  日進・旭地区 

 

《名寄地区》 
15:00～15:15 

15:25～15:40  

15:55～16:15 

15:05～15:20 

15:30～15:45 

15:55～16:15  

15:15～15:30  

15:40～16:00 

15:00～15:15  

15:25～15:40 

15:50～16:10 

14:40～14:55   

15:05～15:20  

15:30～15:45  

15:55～16:15 

 

10:05～10:55 

10:15～10:40 

10:15～10:45 

13:00～13:55 

 

《風連地区》 

　　　　　　　　文化財（位置など） 

１　日本キリスト教団名寄教会会堂（大通南２丁目） 

２　名寄公園ミズナラ林（緑丘） 

３　風連獅子舞（9月6日・風連町下多寄神社境内） 

４　グイマツ（風連町東風連小学校北側） 

 

（名寄教会会堂については、私有地に建ち、幼稚園、学童保 
育所があります。撮影は日曜日に限定し、敷地内に入るとき 
には教会へ一声かけてください。また、子供や保護者に不審 
を招かないよう、撮影には配慮してください） 

●おはなしタイム(水曜日 15：00～) 
　・と　き　８月５日・１２日・１９日・２６日 
　・対　象　小学生 
●おはなしポケット(金曜日 11：00～) 
　・と　き　８月７日・１４日・２１日・２８日 
　・対　象　幼児と保護者 




