
なよろ市立天文台

きたすばるきたすばる

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

　 水～日・祝日 1 3 : 0 0 ～ 2 0 : 0 0　　　 月・火休開

休

西1 3 条南４丁目　　　01654②2218　FAX 01654②2356

　  8 : 0 0 ～ 2 2 : 0 0　　　　　月末・年末年始開市民文化センター

▲８月19日撮影　撮影者：村上恭彦

「アンドロメダ大星雲Ｍ31」

■天文台利用案内

　・開　館　水曜日～日曜日、１１日（月）

　・休　館　月曜日､火曜日､１３日（水）

　・入館料　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。

※１０月から閉館時間が冬時間(２０:００)に変更にな

　りました（１９:３０までに入館してください）

■プラネタリウムのご案内

　・職員投影　１５：００､１７：００､１９：００

　・放映番組

■秋の星雲・星団観望会
  ・と　き　１０月６日（水）～１１日（月）
　　　　　　１８：００～２０：００
　・ところ　なよろ市立天文台　
　・参加費　天文台の入館料

■天体観望案内
　・月面が見える期間　１２日～２６日
　・今月見える惑星　　金星・木星・天王星・海王星
　※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。
　

■親子ふれあい体操(定員なし)

　親子で楽しく体を動かしましょう！

　・と　き　１０月１９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

　・申込み　不要。直接会場へお越しください。

■グループ・サークル活動を応援します！

　「ジャックの豆事業」

　　市民の皆さんの、自主的な生涯学習活動を促進させ

　るための事業です。

　・対　象　市民５人以上で構成される自主的な学習グ

　　　　　　ループ・サークル

　・用　途　参加者を一般募集して行う学習会、講習　

　　　　　　会、講演会などの活動等

　・要　件　１グループ年間１回利用

　　　　　（３年間助成を受けている場合は、その後　

　　　　　　３年間は受けられません）

　・助成額　上限２万円（対象経費の２分の１以内、　

　　　　　　千円未満切捨て）

　・対象経費　消耗品費、講師謝礼、旅費、借上料、　

　　　　　　　その他必要と認める経費

　※申込みは随時受付中です。市民文化センターへ

■市民講座「薬物乱用防止研修会」を開催します！

　　かけがえのない子どもたちの生命を守るために、　

　地域の大人たちができること…！

　・と　き　１０月２４日(日)１３：３０～１５：３０

　・ところ　市民文化センター大会議室　

　・講　師　宿輪 龍英（しゅくわ たつひで）氏

　　　　　（特定非営利活動法人 北海道ダルク）

　・参加料　無料

　・対　象　一般市民

　※どなたでもご参加ください。

　

　

　

HAYABUSA BACK TO THE EARTH
（ショートバージョン）

HAYABUSA BACK TO THE EARTH
（ロングバージョン）

15:00～

17:00～

水曜日・木曜日・金曜日 土曜日・日曜日・祝日

ぼくたち惑星８兄弟19:00～

　暗い所では肉眼でも見ることのできるアンドロメ
ダ大星雲。星雲という名前が付いていますが、その
正体は数千億個の星の大集団である銀河です。大き
さは満月を横に５個並べたほどもあります。
　これからの時期、天文台で見ごろとなる天体で
す。

　マスコミを通して、有名人が薬

物乱用によって逮捕される事件報

道がされています。

　このことは遠い世界の出来事と

思いがちですが、今やインターネ

ットで買えないものはない時代で

す。都会も地方も同じように情報

や物を手に入れることができま

す。ぜひ、青少年の健全育成のた

めに、薬物に対する正しい知識を

習得し、未然に青少年への広がり

を防止しましょう。
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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

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（風連歴史民俗資料館 　風連町南町85）　　 

休開博物館

《名寄地区》

《風連地区》

自動車文庫「やまゆり号」１０月の巡回日程

   1日(金)・15日(金)   コデマリ公園前

  　 　　　　　　　   栄町公園前

  　　　　　　　　    西１０南１自衛隊官舎前

   5日(火)・19日(火)   麻生公園前       

　　　　　　　　　   ライラック公園前

   　　　　　　　　   はなぞの広場前　

　6日(水)・20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　　　　　　　　　 　 

　7日(木)・21日(木)  北老人クラブ前

  　　　　　　　　　 ノースタウンふれあい会館前  

 12日(火)・26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 

　　　　　  5日(火)  市街地区  

　　　　　12日(火)  下多寄地区

　　　　   13日(水)  東風連地区         

　　　　   14日(木)  日進・旭地区 

15:00～15:15

15:25～15:40 

15:50～16:10

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

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

10:10～11:10

【名寄本館・風連分館の共通行事】

●特別開館　１１月３日〈水・祝〉

　　　　　　９：３０から１６：００まで開館

●雑誌リサイクル

　・と　き　１１月３日〈水・祝〉

　・ところ　《名寄本館》　９：３０～１１：００

　　　　　　　　　　　　　２階会議室

　　　　　　《風連分館》　９：３０～１１：００

　　　　　　　　　　　　　ゆうぎ室

　・内　容　古雑誌・寄贈図書を本人に限り一人１０

　　　　　　冊差し上げます。

【名寄本館の予定】

●ミニ展示　「食欲の秋」

　　　　　　「ハロウィン」

●おはなしクラブ(土曜日 10：30～)

　・と　き　１０月２日、１６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　１０月７日

　・対　象　３歳未満児・保護者

　・内　容　「パネルシアターを作って楽しもう｣

【風連分館の予定】

●小学生１日司書体験

　・と　き　１０月１３日（水）～１５日（金）

　　　　　　１５：３０～１６：３０

　・対　象　小学１年生～３年生

　・定　員　１日２人

　・申込み　風連分館で受付

　　　　　（定員になり次第締め切ります）

●おはなしタイム(水曜日 15：00～)

　・と　き　１０月６日、１３日、２０日、２７日

　・対　象　児童

●おはなしポケット(金曜日 11：00～)

　・と　き　１０月１日､８日､１５日､２２日､２９日

　・対　象　幼児と保護者

■企画展「名寄銭湯物語」　

　今では１軒を残すのみになった名寄の銭湯の歴史を

たどります。明治の開拓期から市内にあった銭湯の記

録を紹介し、昭和40年以降の

浴場については位置、営業中

の様子、廃業までの経過をま

とめました。また、少し昔の

風呂道具などを展示し、昭和

の銭湯の雰囲気を懐かしんで

いただきたいと思います。

　・と　き　１０月９日（土）～２４日（日）まで

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール（無料）

■ＳＬキマロキがシートで覆われます　

　北国博物館前に野外展示しているＳＬ排雪列車キマ

ロキは、道北で活躍した機関車・マックレー車・ロー

タリー車・機関車の４台編成として全国唯一保存され

ています。今年も多くの見学者が訪れましたが、降雪

期を前に今月中旬、車体保護のためのシートで覆いま

す。以後は、来年４月下旬にシートが外されるまで見

られなくなりますので、見学はお早めにどうぞ。

風連歴史民俗資料館は、風連福祉センター解体工
事に伴い10月末まで臨時休館しています。

お知らせ


