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■天文台利用案内

　・休　館　４日、１２日、１８日、２５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

　　

　　　　　

■宇宙の写真展

　・と　き　２月５日（火）～１７日（日）

　・参加費　入館料のみ

■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～３日、５日～１１日、１３日～１７日、

　　１９日～２４日、２６日～２８日

　・天気が良ければ星が見られる日時(１６:３０頃～２０:００)

　　１日～３日、８日～１０日、１５日～１７日、

　　２２日～２４日

■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　　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。

■冬の星雲・星団観望会

　・と　き　２月１３日（水）～１７日（日）

　　　　　　１８：００～２０：００

　・参加費　入館料のみ

2013年1月10日撮影(撮影者 渡辺　文健)

太陽黒点

　日々見ている太陽には「黒

点」という温度の低いところ

があり、専用望遠鏡で見ると

黒く見えます。この黒点が増

えるほど太陽活動が活発であ

り、今年はその活動がピーク

を迎えると言われています。

○下弦

●新月

○上弦

○満月

日 日の出 日の入 月の出 月の形 月の入 日

２月の太陽・月の暦

 1日
10日
20日
28日

6時46分
6時35分
6時21分
6時07分

16時41分
16時54分
17時08分
17時18分

 22時18分
6時01分

 11時47分
20時08分

8時47分
17時02分
  2時21分
6時51分

 3日
10日
18日
26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。

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

■第27回特別展｢冬の鉄路～豪雪地帯で活躍した機関車～｣

　　名寄は、かつて宗谷本線に加え、名寄本線、深名線の

　起点となる鉄道のマチでしたが、積雪寒冷地であったた

　め、冬の運行には大変な苦労が伴いました。野外展示さ

　れている「キマロキ編成」はじめ、冬の鉄路で活躍した

　機関車の姿を写真や資料で振り返ります。

　・と　き　２月１７日（日）まで

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール（無料）

■雪あかりコンサート２０１３

　　スノーランタンなど、雪の灯りをガラス越しに眺めな

　がら楽しむ恒例のコンサートです。

　　今回は、地元で活動するサキソフォーンアンサンブル

　「イルミネ」の皆さんを迎え、馴染みの曲を中心にゆっ

　たりとお楽しみいただきます。

　・と　き　２月２３日（土）１８：００～１９：３０

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール（無料）

　・出　演　サキソフォーンアンサンブル「イルミネ」

　　　　　　（国沢悟、笹岡湧太、野方大樹、菅歩）

　・プログラム　「星に願いを」「千の風になって」

　　　　　　　　「アルルの女」「Ｇ線上のアリア」ほか

■体験教室「雪と遊ぼう！」

　　冬も元気に外遊びをしていますか。博物館周辺で、雪

　や寒さを利用した遊びを体験します。

　・と　き　３月９日（土）９：３０～１２：００

　・ところ　北国博物館周辺

　・対　象　小学生以上（低学年は保護者同伴）

　・定　員　２０人（※定員になり次第締め切り）

　・費　用　無料

　・協　力　道北自然観察指導員会

　・申込み　１５日（金）～２８日（木）

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】

■特別休館

　　２月２５日（月）～２８日（木）　※蔵書整理のため

■ミニ展示コーナー

　「英語の絵本」

■おはなしクラブ（土曜日　１０：３０～）

　・と　き　２月２日、１６日　３月２日、１６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　２月７日、２１日

　・対　象　３歳未満児・保護者

　・内　容　７日「色であそぼう」

　　　　　　２１日「パネルシアターを作って楽しもう」

【風連分館の予定】

■特別休館

　　３月１日（金）～２日（土）※蔵書整理のため

■ミニ展示コーナー

　「あったか手作り」

■おはなしタイム(水曜日 １５：００～)

　・と　き　２月６日、１３日、２０日、２７日

　・対　象　小学生

■おはなしポケット(金曜日 １０：００～)

　・と　き　２月８日、２２日

　・対　象　幼児と保護者

10:15～10:35

10:15～10:40

10:50～11:05

11:15～11:30

10:10～10:35

11:00～11:10

《名寄地区》

《風連地区》

自動車文庫「やまゆり号」２月の巡回日程

東風連地区（東風連小学校）

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）

日進地区（日進小学校）

旭地区（大久保様宅前）       

冬機関は、遠隔地の小中学校および

保育所・幼稚園などのみの運行となります。

 13日(水)

14日(木)

21日(木)

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
■６０歳からの学生生活！「名寄ピヤシリ大学」で学生を募集

  　健康、福祉、法律など知っておくと便利な知識や名寄の

　まちづくりなどについて幅広く学べます。また、遠足、体

　育祭、大学祭、かるた大会など楽しい行事が盛りだくさん！

　　大学（４年間）を卒業すると大学院（２年間）に進学す

　ることができます。新しい自分、新しい出会い、新しい仲

　間を見つけてみませんか。

　・入学資格　市内にお住まいの６０歳以上の方

　・募集定員　３０人

　・修業年限　４年間（授業は原則として毎月第２・第４火

　　　　　　　曜日）※年間２０回程度

　・学　　費　無料（教材費、自治会費などは自己負担）

　・学習内容　一般教養、社会見学、実技、奉仕活動、体育

　　　　　　　祭、大学祭、遠足、クラブ活動、自治会活動

　　　　　　　など

　・入 学 式　４月下旬（申し込みは２月１日から）

■「ジャックの豆事業」～グループ・サークル活動を応援し

　ます！～

　　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グループにつき年間１回に限る

　　　　　　（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　２万円を限度とし、対象経費の２分の１以内

　　　　　　　の額（千円未満切り捨て）

　・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

　※申し込みは随時受け付けています。

■スナップ写真展出品者募集

　　どなたでも気軽に出品できる写真展を開催します。お気

　に入りの写真を文化センターに展示してみませんか？

　・テ ー マ　自由

　　　　　　  ※お子さんやお孫さん、ご家族や友人とのひ      

              ととき、ペット、風景･･･なんでもＯＫです。

　・募集期間　３月５日（火）まで

　・展　　示　３月７日（木）～３月２０日（水）

　　　　　　　市民文化センター

　・作品規定　サイズ自由。カラー・モノクロ問いません。

　　　　　　　どんなカメラ（デジカメ、携帯電話、インス

　　　　　　　タントカメラなど）でもＯＫです。

　・出品点数　ひとり１０点まで

　・写真返却　３月２５日（月）～４月３０日（火）の間　

　　　　　　　に文化センターまで取りに来てください。

　・そ の 他　賞などは一切設けません。

　　　　　　　大切な写真ですので、画鋲の穴など開けずに

　　　　　　　展示しお返しします。

　　　　　　　（糊は使わず、台紙に貼って展示します。額

　　　　　　　は必要ありません）

　　　　　　　肖像権侵害にあたらないよう十分留意してく

　　　　　　　ださい。




