
 １9 平成23年11月号

日進15 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（19：30までに入館）開きたすばるきたすばるきたすばる

なよろ市立天文台なよろ市立天文台なよろ市立天文台

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）　　 

休開博物館博物館博物館
■藤倉英幸「北の風物語」第２章名寄展　

　　ＪＲ北海道車内誌の表紙絵などで知られる藤倉英幸氏

　の原画展が開かれています。「はり絵でつむぐ、ぬくも

　りの風景たち。」と題して、本年度、士別、名寄、剣淵

　の３市町でシリーズ開催の第２章です。

　　名寄展は「雪と北のくらしの物語」をテーマに、「北

　の教会｣｢氷点下の街」「雪の里に｣｢春の使者たち｣｢大雪

　に夏が来る」など、38点のうち多くが昨年から今年にか

　けて制作された作品です。

　・と　き　１１月１３日（日）まで

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール(無料)

■企画展「アイヌ語地名を歩く」　

　　アイヌ語地名研究の第一人者、山田秀三氏が遺した資

　料の中から、名寄市と周辺の地図、写真、記録などを紹

　介し、アイヌ語地名調査の足跡をたどる展示会です。

　・と　き　１１月１９日（土）～１２月２５日（日）

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール(無料)

　・主　催　北海道立アイヌ民族文化研究センター

　　　　　　名寄市北国博物館

■展示解説講座･講演会｢名寄･道北のアイヌ文化をさぐる｣

　　企画展「アイヌ語地名を歩く」に関連して初日に、展

　示資料を解説する講座とアイヌの歴史・文化に関する講

　演会が開かれます。どちらも事前の申し込みなどはあり

　ませんので、直接来場ください。

　展示解説講座　

　・と　き　１１月１９日（土）１３:００～１４:００　

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール

　・講　師　北海道立アイヌ民族文化研究センター職員

　講演会　

　・と　き　１１月１９日（土）１４:３０～１７:００　 

　・ところ　北国博物館２階講堂

　・講　師　北原次郎太氏（北海道大学准教授）

　　　　　　田村将人氏（北海道開拓記念館学芸員）

まなびの部屋

■天文台利用案内

　・開　館　水曜日～日曜日　１３：００～２０：００

　　　　　　※開館時間が冬時間に変更になりました。 

　・休　館　月曜日、火曜日、４日、２４日

　・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)

　　　　　　ただし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。

■プラネタリウムのご案内

　・職員投影　１５：００、１７：００、１９：００から

　・投影番組　　

　　　　　

■天体観望案内

　・月面が見える期間　１日～１３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。

■木星観望会（会場：なよろ市立天文台)

  ・と　き　１１月２３日(水)､２５日(金)～２７日(日)

  　　　　　１７：３０～２０：００

  ・参加費　天文台入館料

■秋の天文教室（会場：なよろ市立天文台)

  ・と　き　１１月２３日（水）１６：００～１６：４０

　・参加費　天文台入館料

　※申し込み不要。当日直接お越しください。

■１.６ｍ「ピリカ」望遠鏡見学・観望案内

  ・見学のみ（開館時間～１６時頃）　

　　５日～６日､９日～１３日､１６日～２０日､２３日、

　　２５日～２７日、３０日

　・天気が良ければ星が見られる日時

　　【５日～６日】→１６:３０～２０:００

　　【１１日～１３日､１８日～２０日､２５日～２７日】

　　　→１６:００～２０:００

　※急きょ、必要な観測が生じた場合は、見学・観望が　

　　できないことがありますので、ご了承ください。

　※詳しい時間などはホームページをご確認いただくか、

　　天文台にお問い合わせください。

　

2011年９月26日撮影
撮影者：渡辺　文健

燃える木（NGC2024）

　冬の星座オリオン座にある

散光星雲。あたかも燃えてい

る木のように見えることから

「燃える木」と呼ばれる。海

外では「Frame Nebula（炎星

雲）」と呼ばれている。

ﾊﾔﾌﾞｻ ﾊﾞｯｸ ﾄｩ ｼﾞ ｱｰｽ ﾊﾔﾌﾞｻ ﾊﾞｯｸ ﾄｩ ｼﾞ ｱｰｽ

帰還Ver DC版
（ショートバージョン）

帰還Ver DC版
（ロングバージョン）

銀河鉄道の夜
（ショートバージョン)

銀河鉄道の夜
（ロングバージョン)



図書館図書館図書館
　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　　　・FAX 01655③2871　 
　　月～金　9:30～17:00　土  9:30～16:00　  　日・月末・祝・年末年始休開

休

開

市民文化センター　西13条南４丁目　　01654②2218　
　  8 : 0 0～2 2 : 0 0　　　月末・年末年始
風連陶芸センター　　01655③2743　　

休開生涯学習課･公民館生涯学習課･公民館生涯学習課･公民館

 広報なよろ第68号 18

■新成人になられる皆さんへ

　　新成人になられる方の名簿を作成しています。住民基本

　台帳により調査を進めていますが、次の方はご連絡くださ

　い。(本市に住民票のある方は、連絡の必要はありません)

　

▲

進学・就職などで、名寄市以外にお住まいで、名寄市で

　　の成人式に出席を希望する方

　
▲

何らかの事情で、名寄市への転入届を済ませていない方

　※対　象　平成３年４月２日から平成４年４月１

　　　　　　日までに生まれた方

　・と　き　平成２４年１月８日（日）

　　　　　　式典１４：００（受付１３：００）

　・ところ　グランドホテル藤花

　・問い合わせ

　　名寄地区　市民文化センター　　01654②2218

　　風連地区　地域交流センター　　01655③2531

■名寄市公民館・名寄市子ども会育成連合会合同事業

『みんな集まれ☆つみ木広場』を開催します【参加無料】

　　１５，０００個のつみ木を使用した、幼児から大人まで

　楽しめるダイナミックなつみ木遊びです。つみ木遊びを通

　じて集団の中で子ども達の「主体的に考える力｣｢他人と協

　調する力｣｢思いやりや感動する心」を育てます。

　・と　き　１１月２７日（日）　

　　　　　　第１部　【名寄市子ども会育成連合会事業】

　　　　　　１０：００～（受付９：３０～９：５５）

　　　　　　第２部　【家庭教育支援講座】

　　　　　　１３：３０～（受付１３：００～１３：２５）

　・ところ　市民文化センター多目的ホール

　・対　象　第１部　子ども会会員（小中学生）

　　　　　　第２部　幼児（３歳以上）～小学生と保護者

　・定　員　各１００人（先着）

　・講　師　荻野雅之氏（木楽舎つみ木研究所）

　・託　児　定員１０人（先着）※１歳以上に限る。

　・申込方法　

　　１１月１１日(金)まで

　　に、電話または所定の

　　ＦＡＸ用紙にてお申し

　　込みください｡

■市民講座 「ペンスケッチ教室」(全５回)

　　身近なものをスケッチして、水彩絵具で好きな色を塗ろ

　う！

　・と　き　１２月１０日（土）～４月２１日（土）

　　　　　　１１：００～１３：３０　※月１回

　・ところ　市民文化センター

　・定　員　１０人

　・持ち物　耐水性のサインペン(黒２本)０.２と０.５

　　　　　　スケッチブック（どのようなものでも可）

　　　　　　水彩絵具（ただし初回は使いません）

　・講　師　花井あゆみ氏

　・申込期限　１１月２８日（月）

【名寄本館の予定】

■ミニ展示　｢ワインの本｣｢東北地方が舞台の小説｣

　　　　　 「本を読むのは楽しい」

■おはなしクラブ(土曜日 10：30～)

　・と　き　１１月５日、１９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(木曜日 10：30～)

　・と　き　１１月１７日

　・対　象　３歳未満児・保護者

　・内　容　おとうさん・おかあさんの絵本

【風連分館の予定】

■おはなしタイム(水曜日 15：00～)

　・と　き　１１月２日、９日、１６日

　・対　象　小学生

■おはなしポケット(金曜日 10：00～)

　・と　き　１１月４日、１８日

　・対　象　幼児と保護者

   1日(火)・15日(火)
 
  

   2日(水)・16日(水)
 　
　

   4日(金)・18日(金)
 　
   

   9日(水)・25日(金)
 　
 　

  10日(木)・24日(木)
  

 
　　 　 　   2日(水)

　　　      17日(木)

　　　　    24日(木)

麻生公園前
ライラック公園前
はなぞの広場前　
第一老人クラブ前
ハルニレ公園前
浅江島公園築山前
コデマリ公園前
栄町公園前
西１０南１自衛隊官舎前
緑丘第一団地前　
名寄東小学校横 
サンピラー・マーガレットヴィラ道営住宅前 
錦町公園前　　　　　　　　 　 
北老人クラブ前　　　    
ノースタウンふれあい会館前  
 
東風連地区（東風連小学校）
市街地区（野村様宅前）
日進地区（日進小学校）          
旭地区（大久保様宅前）
下多寄地区（下多寄小学校）   
フロンティアハウス 

15:00～15:15
15:25～15:40 
15:55～16:15
15:00～15:15 
15:25～15:40
15:50～16:10
15:00～15:15
15:25～15:40 
15:50～16:10 
15:05～15:20
15:30～15:45 
15:55～16:15
15:00～15:15
15:25～15:40
15:50～16:05

10:15～10:35
11:00～11:15
10:10～10:35
11:00～11:10
10:15～10:40
10:50～11:05

《名寄地区》

《風連地区》

自動車文庫「やまゆり号」１１月の巡回日程


