
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

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

 広報なよろ第73号 14

■第60回なよろ憲法記念ロードレース

　・と　き　５月６日（日）10:00スタート

　・ところ　なよろ健康の森陸上競技場

　・種　別　

　　10ｋｍ：男子の部（中学生、高校生、一般男子Ａ)

　　　　　　女子の部（中学生～一般）

　　５ｋｍ：男子の部（小学生、中学生、高校生、一般Ｂ

　　　　　　～Ｆの部）

　　　　　　女子の部（小学生、中学生、高校生、一般女

　　　　　　子Ａ・Ｂ）

　　３ｋｍ：小学生～一般、親子ペア

　・申込み　所定の申込書により４月１３日 (金)までに下

　　　　　　記にお申込みください。

　※ゲストランナー　有森裕子氏

　　　　　　　（オリンピック女子マラソンメダリスト）

【なよろ憲法記念ロードレース事務局】

　市民文化センター内教育委員会生涯学習課スポーツ振興係

■平成２４年度 風連陶芸センター陶芸教室のご案内

　・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。広報なよろの市民カレンダーや

　　　　　　電話などでご確認ください）

　　　　①9:00～12:00　②13:00～16:00　③18:00～21:00

　・定　員　各時間帯１５人

　・費　用　粘土代１㎏２００円（一人何㎏でも使用可）

　・持ち物　多少汚れるためエプロンなど

　・申込み　風連陶芸センター　　01655③2743

　※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。

■生涯学習リーダーバンクのご活用を！

～市民の皆さんの「学びたい、生かしたい」のお手伝いをし

　ます～

【学びたい！】

　　生涯学習リーダーバンクには、市内在住の各指導者が登

　録されています。グループまたは個人で学びたいこと、や

　ってみたいことがありましたら市民文化センターにご相談

　ください。指導者をご紹介します。

【生かしたい！】

　　ご自分のもっている知識や経験、技能を生かすため、生

　涯学習リーダーバンクに登録しませんか。登録を希望する

　方は市民文化センターに申請書を提出してください。

【推薦します！】

　　社会教育団体、その他の団体および学校が指導者を推薦

　する場合は、推薦書を提出してください。

◆登録期間に制限はありません。

◆申請書､推薦書は市民文化センターにてお受取りください｡

3日(火)・17日(火)

 　 　　　　　　　  

4日(水)・18日(水)

 　　　　　　　　　

　　　　　　　　    

11日(水)・25日(水)

 　　　　　　　　  　　　　　　　　

12日(木)・26日(木)

 　　　　　　　　　 

 　　　　　　　　   

13日(金)・27日(金)

  　　　　　　　　  

 　 　　　　　　　   

 

11日(水)

19日(木)

　　　      　　　　         

26日(木)

　　　　        　　 

  　　　　 　　　　 

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

15:00～15:15

15:25～15:40 

15:50～16:10

15:25～15:40

15:50～16:05

16:10～16:25

10:15～10:35

10:10～10:35

11:00～11:10

10:15～10:40

10:50～11:05

11:15～11:30

《名寄地区》

《風連地区》

自動車文庫「やまゆり号」４月の巡回日程

【名寄本館の予定】

■ミニ展示　｢おかあさん　だいすき！」

■こども図書館まつり

　・と　き　４月２８日（土）１０：３０

《０歳～３歳向き…定員20人､名寄本館２階会議室》　

　・内　容　絵本読み聞かせ、紙芝居、みんなで作って

　　　　　　あそぼう

《３歳～小学２年生対象…定員40人､名寄本館３階読書室》

　・内　容　絵本読み聞かせ・ストーリーテリング、工作

　・持ち物　はさみ

※申込みは、名寄本館に電話またはカウンターで受付

（定員になり次第しめきります）

■おはなしクラブ(金曜日 15：30～)

　・と　き　４月６日、１３日、２０日

　・対　象　３歳以上～小学生

■ペンギンクラブ(木曜日 10：30～)

　・と　き　４月５日、１９日

　・対　象　３歳未満児と保護者　

【風連分館の予定】

■おはなしタイム(水曜日 15：00～)

　・と　き　４月４日、１１日、１８日、２５日

　・対　象　小学生

■おはなしポケット(金曜日 10：00～)

　・と　き　４月１３日、２７日

　・対　象　幼児と保護者

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　　

緑丘第一団地前

サンピラー・マーガレットヴィラ道営住宅前

錦町公園前　

栄町公園前 

西１０南１自衛隊官舎前 

ノースタウンふれあい会館前  　　　　　　　　 　 

北老人クラブ前　　　    

コデマリ公園前

 

東風連地区（東風連小学校）

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

市街地区（野村様宅前） 



15 平成24年4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 0～2１ :３0（21：00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
■及川幸雄絵画展　

　　下川町でトマトファームを経営する傍ら絵画の創作活

　動を行い、国際美術展において数多く入選、入賞されて

　いる及川氏の北国の自然をテーマにした作品を展示しま

　す。

　・と　き　４月６日（金）～２２日（日）

　　　　　　※最終日は１５：００まで

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール（無料）

　・主　催　及川幸雄氏

　　　　　（パリ国際サロン、日本国際美術家協会会員）

■野外植物展　

　　芽吹きの季節に合わせて開く恒例の展示会です。地域

　で見られる植物を写真、標本で紹介するほか、植物を使

　ったリース、手工芸作品などを展示します。

　・と　き　４月２７日（金）～５月１３日（日）

　・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（三浦忠一会長）

■名寄市指定文化財「風連獅子舞」の資料展示

　　明治41年以来、百年を超える歴史を持つ｢風連獅子舞｣

　は、下多寄地区青年の世代を越え継承されてきました。

　また、舞に使用される獅子頭などもこれまで更新を経て

　受け継がれています。

　　このたび２代目として使用さ

　れた獅子頭を中心に、衣装、道

　具などが北国博物館に寄贈され、

　エントランスホールにてお披露

　目しますのでご覧ください。

■大型連休企画「博物館であ・そ・ぼ・う !!」　

　　「こどもの日」にちなみ、館内の広いスペースをお子

　さまが遊ぶことができる空間として開放します。木のお

　もちゃ、リサイクルおもちゃ、工作コーナーなどで自由

　に遊んでください。玄関前には鯉のぼりを飾ります。

　・と　き　４月２８日（土）～５月６日（日）

　　　　　　※期間中は３０日(月)も開館します。

　・ところ　北国博物館ラウンジ、講堂など

まなびの部屋

■天文台利用案内

　・開　館　水曜日～日曜日､祝日１３：００～２１：３０

　　　　　　※4月から閉館時間が夏時間になっています。

　・休　館　月曜日、火曜日

　・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　　

　　　　　

■１.６ｍ「ピリカ」望遠鏡見学・観望案内

  ・見学のみ（開館時間～１８：００頃）　
　　１日､６日～８日､１１日～１５日､１８日～２２日､　
　　２５日～３０日

　・天気が良ければ星が見られる日時(１８:００～２１:３０)
　　１日､６日～８日､２０日～２２日､２７日～30日

■天体観望案内

　・月面が見える期間　１日～７日、２４日～３０日

　・今月見える惑星　　金星、火星、土星

　※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。

■土星観望会（会場：なよろ市立天文台、要入館料)

  ・と　き　４月１１日(水)～１５日(日)　

　　　　　　１９：３０～２１：３０

■ゴールデンウィーク観望会（会場：なよろ市立天文台、

要入館料)

  ・と　き　４月２８日(土)～５月６日(日)

　　　　    １９：３０～２１：３０

　

　

2012年3月11日撮影(撮影者 渡辺文健)

土　星
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)

　太陽系第６惑星の土星は、環

（わ）のある惑星です。環の中

には黒い筋「カッシーニのすき

間」が見えています。今年は７

月末頃まで天文台で見ることが

できます。

○満月

○下弦

●新月

○上弦
　

日 日の出 日の入 月の出 月の形 月の入

 

日

４月の太陽・月の暦

 1日
10日
20日
30日

5時10分
4時53分
4時36分
4時21分

17時59分
18時10分
18時23分
18時35分

 11時34分
22時35分
 3時44分
11時33分

1時37分
6時55分
 17時29分
0時42分

 7日
13日
21日
29日

※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。


