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■天文台利用案内

　・休　館　３日、１０日、１７日、２５日、２９～３１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

　　

　　　　　

■１.６ｍ「ピリカ」望遠鏡見学・観望案内

  ・見学のみ（開館時間～１６：００頃）　

　　１日～２日、４日～９日、１１日～１６日、

　　１８～２４日、２６日～２８日

　・天気が良ければ星が見られる日時(１６:００頃～２０:００)

　　１～２日、７日～９日、１４日～１６日､

　　２１日～２４日、２８日

■天体観望案内

　・月面が見える期間　１日、１５日～３１日

　・今月見える惑星　　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。

■ふたご座流星群観望会

　・と　き　１２月１３日（木）～１４日（金）

　　　　    １９：００～２１：３０

　　　　　　※観望会中は２１：３０まで開館時間を延長

2012年10月27日撮影(撮影者 渡辺　文健)

М１ かに星雲

　おうし座にある「かに星雲」。この

天体は１０５４年に超新星爆発を起こ

した星の残骸です。

　望遠鏡で見るとぼんやりと浮かんだ

雲のように見えます。

○下弦

●新月

○上弦

○満月
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１２月の太陽・月の暦
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※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。

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/　　
　 火～日・祝日 1 3 : 0 0 ～ 2 0 : 0 0 （19：30までに入館）開きききききききき るるすばるるるるるるるるるたすばるるるるるるるるす るたすた るるきたすばる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なよろ市立天文台なよろ市立天文台

時　間

15:00～

17:00～

19:00～

プログラム

スノーフレーク

スターリーテイルズ

スターリーテイルズ

■岡田成治写真展「大雪山・天塩岳の四季」

　　士別市朝日町出身の岡田さんが撮影した山岳写真を紹

　介します。四季折々、雄大な美しさを見せる道北の自然

　をお楽しみください。

　・と　き　１２月１６日（日）まで

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール（無料）

【関連講演会】「山岳風景に魅せられて」

　　岡田さんが写真を紹介しながら、撮影時のエピソード

　や北の山々の魅力を語ります。

　・と　き　１２月９日（日）１３：３０～１５：３０

　・ところ　北国博物館講堂（無料）

　　※申し込みはありません。直接会場へお越しください。

■体験講座「お正月飾り作り」

　　稲わらの輪じめや木片を土台に、ちりめんや和紙の飾

　りを付けてモダンで個性的なお正月飾りを作りましょう。

　・と　き　１２月１５日（土）１３：３０～１５：３０

　・ところ　北国博物館講堂

　・対　象　一般市民（２０人）

　・参加費　８００円（材料費）

　・持ち物　裁ちばさみと裁縫道具

　・申込み　１２月１２日（水）まで

            に北国博物館へ

　　　　　　※定員になり次第締め切り

■戦争体験を語り継ぐパネル展

　１０月に開催した企画展ですが、反響が大きく、開催

期間が短かったため、再度開催することになりました。

市民２５人から聴き取った戦争体験のパネルを中心に、

当館収蔵の戦時下の資料、写真などを加えて、平和への

願いを届けます。

　・と　き　１２月２１日（金）～１月１３日（日）

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール（無料）

■森のたんけん隊２０１３冬

　　真冬の森で遊びを通して森の仕組みや生き物たちの営

　み、人と森との関係を学びます。

　・と　き　１月１０日（木）～１１日（金）

　　　　　　北海道大学宿舎に１泊２日

　・ところ　北海道大学北方生物圏フィールド科学センター

　　　　　　 雨龍研究林（幌加内町字母子里）

　・対　象　小学４年生～６年生（３０人）

　・内　容　森の宝さがし、イグルー造り、アイスクリー

　　　　　　ム作り、雪原パーティーなど

　・参加費　４０００円（宿泊費、食費、傷害保険料など）

　・申込み　１２月１８日（火）までに北国博物館へ電　

　　　　　　話、FAX、郵便などで氏名、性別、学校学　

　　　　　　年、住所、電話番号、保護者名を添えて

　　　　　　※応募者多数の場合は抽選

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）　　 

休開物館博物館物館博物館
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図図図図図図図図図図図図図図図図書館図書館書館図書館

　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

【名寄本館の予定】

■ミニ展示コーナー

　「お酒のたしなみ」「たのしいクリスマス」

■おはなしクラブ（土曜日　１０：３０～）

　・と　き　１２月１日、１５日

　・対　象　３歳以上～小学生

■ペンギンクラブ（木曜日　１０：３０～）

　・と　き　１２月６日、２０日

　・対　象　３歳未満児・保護者

　・内　容　６日「わらべうた」２０日「いのちの絵本」

■冬休みの工作

　・と　き　１月１０日（木）１０：１５～

　・対　象　小学３、４年生　・定　員　１５人

　・内　容　「クリオネのキラキラドーム」

　・持ち物　カッター、ハサミ

　・申込み　名寄本館で受付。定員になり次第締め切り。

【風連分館の予定】

■ミニ展示コーナー

　「クリスマスの絵本」

■おはなしタイム(水曜日 １５：００～)

　・と　き　１２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 １０：００～)

　・と　き　１２月１４日、２８日

　・対　象　幼児と保護者

■冬のおはなし会

　・と　き　１２月２１日（金）１５：００～

　・対　象　小学生

　・内　容　絵本読み聞かせ、エプロンシアター、パネル

　　　　　　シアター、語り

15:00～15:15
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15:50～16:10
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《名寄地区》

《風連地区》

自動車文庫「やまゆり号」１２月の巡回日程

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）

14日(金)・28日(金)

13日(木)・27日(木)

4日(火)・18日(火)

5日(水)・19日(水)

12日(水)・26日(水

 12日(水)

20日(木)

21日(金)

市民文化センター　西1 3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･公民館涯学習課･公民館生涯学習課･公民館
■冬休み子ども料理教室

 　冬休みは料理に挑戦！

　・と　き　１２月２２日（土）９：３０～１２：３０

　・ところ　市民文化センター　調理実習室

　・講　師　名寄市立大学保健福祉学部栄養学科助教

　　　　　　および学生

　・メニュー　ごちそうピザ・ポテトツリー・野菜ゼリー

　・参加費　５００円

　・持ち物　エプロン・三角巾・上靴

　・定　員　２４人（先着）

　・申込み　１２月５日（水）～１４日（金）

■第４０回 新春こども書き初め広場

 　一年の始まりを書き初めで！

　・と　き　１月７日（月）受付９：３０開会１０：００

　・ところ　市民文化センター　多目的ホール

　・対　象　幼児・小学生・中学生(高校生・一般は自由参加)

　・持ち物　書き初め道具一式、練習用紙（半切条幅）、上靴

　・申込み　１２月３日（月）～２８日（金）※当日参加可

■ジャックの豆事業「文芸講座」に参加しませんか？

 　短歌を学び自作し、心豊かな生活を送りましょう。

　・と　き　１２月１０日、１月１４日、２月１１日

　　　　　　３月１１日、２５日（全５回）

　　　　　　１０：００～１２：００

　・ところ　市民文化センター　小会議室

　・講　師　斉藤一郎氏（生涯学習リーダーバンク登録者）

　・定　員　１５人　・参加費　１５００円程度（資料代）

　・主　催　文芸しらかば会

　・申込先　佐久間（　０１６５４③９２６０）

　　　　　　当日参加可

■団体・サークル情報誌「サークル便利帳」が完成しました

 　配本を希望される方は名寄市民文化センターまたはふう

　れん地域交流センター（風連公民館）までお越しください。

　・掲載内容　団体・サークル名・代表者・連絡先など


