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■天文台利用案内

　・休　館　２６日のみ

　・観覧料　大人４００円､大学生３００円

　　　　　　高齢者(７０歳以上)および高校生以下無料。

■１.６ｍ「ピリカ」望遠鏡見学・観望案内

   ・見学のみ(開館時間～１８：３０頃)　

　　１～１８日、２０日～２５日、２７日～３１日

　・天気が良ければ星が見られる日時

　　（１８：３０頃～２１：３０）

　　２～４日、９～１１日、１６～１８日、３１日

■天体観望案内

　・月面が見える期間　９日～２４日

　・今月見える惑星　　金星、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。

■プラネタリウムのご案内

■ペルセウス座流星群観望会(観覧料のみ)

　・と　き　８月１２日(月)～１３日(火)

　　　　　　２０：００～２４：００

■インターネット中継講演(無料)

　・タイトル　３０ｍ望遠鏡ＴＭＴでみる宇宙

　・内　容　杉並区立科学館で行われる講演会をインター

　　　　　　ネット中継します(国立天文台 家 正則氏)

　・と　き　８月３１日(土)１６：３０～１８：３０

　　　2013年6月27日撮影(撮影者 渡辺　文健)

亜鈴状星雲

　亜鈴状星雲は「こぎつね座」

にある惑星状星雲の一種で、そ

の姿が鉄アレイに似ていること

からこの名で呼ばれています。

●新月

○上弦

○満月

○下弦

日 日の出 日の入 月の出 月の形 月の入 日

８月の太陽・月の暦

 1日
10日
20日
31日

4時15分
4時26分
4時37分
4時50分

18時57分
18時45分
18時29分
18時10分

ｰｰ時ｰｰ分
7時44分
 17時33分
ｰｰ時ｰｰ分

14時32分
19時53分
  3時22分
14時47分

 7日
14日
21日
28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157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 0～21 : 3 0（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

時　間

14:00～

18:00～

プログラム

　　　　　はびたぶるぞ～ん

　　　　　はびたぶるぞ～ん

　　　　　エターナルリターン20:00～

16:00～ 　　　　　エターナルリターン

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

【名寄本館の予定】

■夏休みの工作(事前に申込みが必要です)

　・と　き　８月７日(水)１０：００～

　・ところ　２階会議室

　・対　象　小学３・４年生　※定員１５人

■１日司書体験(事前に申込みが必要です)　

　・と　き　８月７日(水)１３：１５～

　・ところ　２階会議室

　・対　象　小学５・６年生　※定員６人

　・持ち物　エプロン、えんぴつ、消しゴム

■ミニ展示コーナー

　「図鑑で調べてみよう」「ヒロシマ・ナガサキ」

■おはなしクラブ(金曜日　１５：３０～)

　・と　き　８月２日、９日、２３日、３０日

　・対　象　３歳以上～小学生

■ペンギンクラブ(木曜日　１０：３０～)

　・と　き　８月１日

　・対　象　３歳未満児・保護者

　・内　容　のりもの絵本

【風連分館の予定】

■ミニ展示コーナー

　「たのしい！夏休み」

■おはなしタイム(水曜日 １５：００～)

　・と　き　８月７日、１４日、２１日、２８日

　・対　象　小学生

■おはなしポケット(金曜日 １０：００～)

　・と　き　８月９日、１６日、２３日

　・対　象　幼児と保護者

2日(金)・16日(金)

 　 　　　　　　　  6日(火)・20日(火)

 　　　　　　　　　

　　　　　　　　   　　　　　　7日(水)・21日(水)

8日(木)・22日(木)

14日(水)・28日(水)

 　　　　

 　 　　　　　　  21日(水)

29日(木)

　　      　　　　         

　　　　        　　 

  　　　　 　　　　 

15:25～15:40

15:50～16:05 

15:10～15:25 

15:35～15:50

16:00～16:20

15:10～15:25

15:35～15:50

16:00～16:20 

15:10～15:25

15:35～15:50

16:00～16:20

15:10～15:25

15:35～15:50

10:15～10:35

11:00～11:10

10:15～10:40

10:50～11:05

11:15～11:30

自動車文庫「やまゆり号」８月の巡回日程

ﾉｰｽﾀｳﾝふれあい会館前

コデマリ公園前　

麻生公園前　

ライラック公園前　

はなぞの広場前　　　　　　　　 　    

第１老人クラブ前

ハルニレ公園前

浅江島公園築山前　

錦町公園前

栄町公園前　　

西10南１自衛隊官舎前　

緑丘第１団地

ｻﾝﾋﾟﾗｰ･ﾏｰｶﾞﾚｯﾄｳﾞｨﾗ道営住宅前

東風連地区（東風連小学校）

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） 

《風連地区》

《名寄地区》
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まなびの部屋

■夏休み子ども写生会にご参加を

　・と　き　８月８日(木)１０：００～１４：００

　・ところ　集合　市民文化センター　多目的ホール

　　　　　　会場　浅江島公園

　　　　　　　　　※雨天時：市民文化センター

　・対　象　幼児、小学生、中学生、高校生およびその家族

　・参加料　無料

　・持ち物　写生用具一式、敷物、飲み物、昼食など

　　　　　　※画用紙は受付で配付します。

　・申し込み　不要。当日直接集合場所にお越しください。

　・展　示　８月８日(木)～１９日(月)正午まで

　・表彰式　８月１９日(月)１３：３０～

　　　　　　市民文化センター　展示ホール

　　　　　　(参加したお子さんに記念品、入賞者には賞状

　　　　　　を贈呈します）

■家庭教育支援講座

　①「子どもがかかりやすい病気」

　　病気に対する知識を学ぶことで、基本的生活習慣の大切

　　さを考えてみませんか？

　・と　き　８月２３日(金)１０：００～１１：３０

　・ところ　市民文化センター　大会議室

　・講　師　市立総合病院小児科医

　　　　　　診療部長　平野　至規氏

　・対　象　一般市民(どなたでもお気軽に参加ください)

　・申し込み　不要。当日、直接会場にお越しください。

　

　※託児が必要な方は、８月13日(火)までに連絡ください。

　　託児の定員１０人(１歳～小学３年生)

　②「お母さんのためのヨガ教室」

　　子育て中の母親の健康管理支援および母親同士の交流含

　　めヨガ教室を行います。

　・と　き　９月７日(土)、２１日(土）【全２回】

　　　　　　１３：３０～１５：００

　・ところ　市民文化センター　生活研修室Ａ・Ｂ

　・対　象　子育て中の母親（１６週以降の妊婦さんも可）

　・講　師　吉田　征子氏(日本マタニティヨーガ協会会員)

　・定　員　２０人（託児の定員１０人：１歳～３年生）

　・申込期間　８月５日(月)～２０日(火)

■市民講座「陶芸教室」

　初めての方、歓迎！お気軽にご参加ください。

　・と　き　９月１２日(木)、１３日(金)

　　　　　　１０月１０日(木)、１１日(金)

　　　　　　１１月１４日(木)　【全５回】

　　　　　　１８：３０～２０：３０

　・ところ　市民文化センター　市民工芸室

　・定　員　３０人（先着）

　・受講料　粘土１Kgにつき４００円

　・持ち物　エプロン、タオル、筆記用具

　　　　　　木べら（表面をなめらかにするなどに使用）

　・講　師　名寄鈴石窯陶芸同好会

　・申込期間　８月１日(木)～３０日(金)

　　

市民文化センター　西13条南４丁目　　01654②2218

　 ９: 0 0～22 : 0 0　　　月末・年末年始　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

■風連歴史民俗資料館の夏季特別開館

　　北国博物館の分館「風連歴史民俗資料館」は、平成２

　年、旧風連町が開基９０年記念事業として建設したもの

　で、開拓からの歩みを紹介する展示室などがあります。

　日頃、職員が常駐せず、見学のつど開錠していますが、

　お盆、風連ふるさとまつりに合せて２日間、職員が在館

　対応します。

　・と　き　８月１３日(火)

　　　　　　　　１４日(水)

　　　　　　１０:００～１６：００

　・ところ　風連歴史民俗資料館

　　　　　　(無料)

■第２８回特別展

　「名寄の米作り～もち米日本一までの歩み～」

　　明治３０年代に開拓が始まった名寄地方では、大正期

　から次第に水田が増え、昭和５０年代からはうるち米か

　らもち米生産に転換しました。厳しい気象条件下でも、

　知恵と努力で作付日本一となった良質なもち米生産を誇

　る地域農業の歩みを振り返ります。また、１１日には関

　連講演会ともちまきを開催します。

　・と　き　８月２５日(日)まで

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール(無料)

≪講演会≫

　・テーマ「もち米の里風連・もち米農家の挑戦」

　・講　師　堀江　英一氏

　　　　　（もち米の里ふうれん特産館代表取締役）

　・と　き　８月１１日(日)１０:００～１１:３０

　・ところ　北国博物館講堂（無料）

　　※事前の申込み、チケットはありません。

　　　直接会場へお越しください。

≪もちまき≫

　・と　き　８月１１日(日)１１:３０～１２:００

　・ところ　北国博物館前

　　※参加自由、名寄のもち米でついたもちをまきます。

■企画展「レコード展」

　　博物館収蔵のレコードを、蓄音機、ステレオ、ジュー

　クボックスなどとともに展示し、一部は実際に聴くこと

　ができます。

　・と　き　８月３０日(金)～９月１５日(日)

　・ところ　北国博物館ギャラリーホール(無料)

北国博物館　緑丘222　　・FAX   01654③2575
　 ny-kitahaku@city.nayoro.lg.jp
　 ９ : 0 0～17 : 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


