
木原天文台

※公民館「市民講座」と「芸術文化バスツアー」につ

いては、別紙チラシをご覧ください。

■第５７回憲法記念ロードレース
・と き ５月１０日（日）午前１０時スタート
・ところ なよろ健康の森陸上競技場
・種 別【10ｋｍ】中学生男子の部・高校生男子の部・

一般男子Ａの部・女子の部
【５ｋｍ】小学生男子の部・小学生女子の部・

中学生男子の部・中学生女子の部・
高校生男子の部・高校生女子の部
一般男子Ｂ～Ｆの部・一般女子Ａ・Ｂの部

【３ｋｍ】小学生～一般
※詳しくは大会事務局までお問い合せください。
・申込方法 所定の申込書により４月１３日(月)までに下記

にお申し込みください。（必着）
申し込み・問い合わせ
教育委員会生涯学習課スポーツ振興係
〒096-0023 名寄市西１３条南４丁目市民文化センター内
０１６５４②２２１８ FAX０１６５４②２３５６

■家庭教育支援講座「ケータイ安全教室」の開催
～被害者・加害者にならないために～
・と き ４月１５日(水)１８：３０～
・ところ 市民文化センター大会議室
・対 象 小・中・高校生の保護者等一般市民
・内 容 携帯電話を悪用したトラブル等の対

処法や、利用の際のマナーやルール

■ジャックの豆事業「フラダンス体験会」(全２回)
へご参加を
明るいハワイのリズムにあわせて、楽しく踊りましょう。
基礎から丁寧に指導します。

・と き ４月２５日(土)･５月９日(土)１０：３０～１１：３０
・ところ 市民文化センター ２階 視聴覚研修室
・講 師 マイレ本間フラスクール 石川 房子 氏
・定 員 １０人
・参加費 ５００円（２回分）
・主 催 名寄フラダンス愛好会
・申込み ４月２０日までに市民文化センター佐藤へ

０１６５４②２２１８

■平成２１年度 名寄市風連陶芸センター 陶芸教室
・と き 毎月第２･第４木曜日（月１回の開催になる場合

があります。開催日を電話等でご確認ください。）

午前の部 ９：００～１２：００
午後の部 １３：００～１６：００
夜間の部 １８：００～２１：００

・ところ 風連陶芸センター
・定 員 各時間帯 １５人
・費 用 粘土代１㎏２００円（お一人何㎏でも使用可）
・持ち物 多少汚れるのでエプロンなど
問い合わせ 風連陶芸センター ０１６５５③２７４３
※このほか団体での陶芸教室も受け付けて
いますので、お気軽にお問い合わせくだ
さい。

■プラネタリウム館のご案内

「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
・月末休館日 ４月３０日（木）
・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

■４月にみられる天体
・月面 １日～９日、２８日～３０日
・土星 今月中

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

「 樹氷と北斗七星 」

2009年2月17日

日進にて撮影

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

■第７回北国の彩 及川幸雄絵画展

下川町でトマトファームを経営しながら、森や氷雪など北

国の自然をテーマにした絵画を創作して、海外でも高い評価

を得ている及川さん。新作を中心に油彩画約２５点での個展

です。

・と き ４月２日(木)～８日(水)

・ところ 北国博物館ギャラリーホール（無料）

・主 催 及川幸雄さん

■望岳台のナキウサギ写真展

博物館サポーターの一人、新谷裕滋さんが開く自主企画展

です。新谷さんは、日ごろ博物館行事の記録撮影に協力くだ

さっていますが、昨年は十勝岳望岳台周辺に生息するナキウ

サギに惹かれて何度も撮影に出かけました。雄大な自然の中
ひ

で出会ったナキウサギの様々な写真を紹介します。

・と き ４月１０日(金)～１９日(日)
・ところ 北国博物館ギャラリーホール（無料）

・主 催 新谷裕滋さん

■野外植物展

芽吹きの季節に合わせて、毎年恒例の展示会です。植物を

活かした押し花、写真、リースなど、会員がそれぞれの分野

で制作した作品、観察成果などを紹介します。

・と き ４月２２日(水)～５月６日(水)

・ところ 北国博物館ギャラリーホール（無料）

・主 催 なよろ野の花の会

■博物館であ・そ・ぼ・う！！

館内の広いスペースに、木のおもちゃ、リサイクルおもち
ゃ、工作コーナーなどを設けます。
ペットボトルの輪投げ、空き缶魚釣り、ぬりえ、小枝の木

工作などを友達同士、家族連れでお楽しみください。

・と き ４月２５日(土)～５月６日(水)

・ところ 北国博物館講堂・エントランスホールなど（無料）

※期間中は月曜日（４/２７、５/４）も開館します。

【名寄本館の予定】
●ミニ展示
「通園・通学手づくりバック」「男女共同参画とは？」
「子ども（３歳～６歳）に読んであげたいおすすめの絵本」
「わるい人から自分をまもろう！」

●きんようおはなしクラブ(毎週金曜日 15：30～)
・と き ４月１０日・１７日・２４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 ４月１６日(木)1０：３0～
・対 象 ３歳未満児・保護者
・内 容 ペンギンクラブスタート

●こども図書館まつり
＜０歳～３歳向き＞
・と き ４月２５日（土) １０：３０～１１：１５
・ところ 名寄本館２階会議室
・内 容 絵本読み聞かせ、紙芝居、手遊び、パネルシア

ターを作ろうほか
・定 員 ２０人

＜３歳～小学２年生対象＞
・と き ５月９日（土） １０：３０～１１：３０
・ところ 名寄本館２階会議室
・内 容 絵本読み聞かせ、ブラックライト紙芝居、工作

ほか
・定 員 ５０人
・持ち物 木工用ボンドとはさみ
・申込み ４月1日から名寄本館に電話またはカウンター

で申し込みください。（定員になり次第締め切
ります）

【風連分館の予定】
●春のおはなし会
・と き ４月２４日(金)1１：０0～
・対 象 幼児と保護者
・内 容 手遊び､歌､エプロンシアター､絵本読み聞かせ

●おはなしタイム(水曜日 15：00～)
・と き ４月１日・８日・１５日・２２日
・対 象 児童

●おはなしポケット(金曜日 11：00～)
・と き ４月３日・１０日・１７日
・対 象 幼児と保護者

自動車文庫「やまゆり号」４月の巡回日程
《名寄地区》

７日・21日 麻生公園前 15:00～15:15
ライラック公園前 15:25～15:40
はなぞの公園前 15:55～16:15

8日・22日 緑丘第一団地 15:05～15:20
えんれい公園前 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

9日・23日 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

10日・24日 コデマリ公園 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

14日・28日 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》
7日 市街地区 10:05～10:55

15日 東風連地区 10:15～10:45
28日 日進・旭地区 13:00～13:55

下多寄地区 10:15～10:40
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