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平成２９年度
薩摩川内市立少年自然の家
せんだい宇宙館 共催事業

（金・祝）
当日のみ

☆花の苗プレゼント☆

少年自然の家

少年自然の家・せんだい宇宙館

★各種創作体験

各施設先着各300名様

★プラネタリウム

★親子工作教室

ビー玉コロネ（無料）
オリジナル缶バッジ（有料）

青空フリーマーケット
スタンプラリー

楽しいよ!

★ゲーム大会

おうし座の一等星が月に隠される現象を観察してみませんか

4/1（土）18：15～20：00

市民星空観望会

＊入館料が必要です
＊天候不良時は中止します

水星観察週間
開催中～4/9（日）18：45～19：15
場所：観測室

こいのぼり釣り
（先着400名）
ウルトラクイズ（11：30と13：15の2回）

＊天候不良時は中止します

アルデバラン食観察会
場所：観測室

共 通

せんだい宇宙館

市民星空観望会

小中学生 無料
高校生以上350円

＊入館料が必要です

★天体観測

太陽のプロミネンスと金星を観察しよう
天文台のお仕事体験（晴天時）
木星・初夏の星空観察会（夜の部）

★YAC日本宇宙少年団

液体窒素・真空ポンプ科学実験コーナー

★奇術パフォーマンスショー

鹿児島大学奇術同好会による
マジックとジャグリング

無料送迎バスを

ご利用ください !

区間 寺山いこいの広場駐車場〜
国際交流センター駐車場

時間 9：30 〜 15：30（15 分間隔）

小豆のアイピロー作り
アイピロー作品例

＊入館料が必要です

入館料 小・中学生300円、高校生以上500円

問合せ先

いきいき生涯学習事業

小豆を入れたアイピローを作りま
した。小豆をレンジで温めることで
発生する水蒸気が温熱となり、目元
に乗せて使うアイピローは疲れ目に
効果があるといわれています。
参加者の皆さんは、小豆の香りと
じわじわ温まるやさしいぬくもりを
体感され、とても驚いていました。
アロマオイルで香りをつけたアレン
ジも大好評でした。

場所：展示室

＊ただし、12 時〜 13 時は運休

＊詳細は次号にて！

事業報告

開催中～4/16（日）

＊年間パスポートもございます

小・中学生500円、高校生以上1,000円

せんだい宇宙館◆

TEL：31-4477

日 時：2月16日（木）13：30～15：30
場 所：川内文化ホール 第3会議室
参加者数：12名

首や肩に使う「ネックピロー」もご紹介
しました

完成したアイピローを目に乗せた
参加者の皆さん

◇参加者アンケートより◇
「百聞は一見にしかずで実技を習ってよかった」「プレゼントにしたい」「久しぶりに裁縫をして楽しかった」
「アイピローは気になっていたのでラッキーな講座だった」「自然のカイロができてよかった」

席数：95席（先着順）/車いす席あります。整理券配付13：30 （映画に限り入館料は必要ありません）
いちぶん

4/15（土）

武士の一分

14：00～16：01

平成18年（2006）

盲目の武士と愛する妻。命をかけた一分とは？

（日）
そして父になる 4/16
14：00～16：01
平成25年（2013）

カンヌ国際映画祭審査員賞受賞の話題作
【監督・脚本】是枝裕和
【出演】福山雅治 尾野真千子
真木よう子 リリー・フランキー
吉田羊 田中哲司 井浦新
風吹ジュン 樹木希林 ほか

【監督】山田洋次
【原作】藤沢周平【音楽】冨田勲
【出演】木村拓哉 檀れい
笹野高史 桃井かおり
大地康雄 ほか
ⓒ2006松竹株式会社

■問合せ先

受講料

☎ 25-5580(川内まごころ文学館)

まごころ文芸講座受講生募集

無料

申込期間
申込方法

＊ただし共通パスポート
（900円）購入が必要です

＊身障者手帳をお持ちの方はパスポート購入に代わり、教材費として500円いただきます

4月1日
（土）〜4月17日
（月）消印有効
往復はがき
（〒895-0072 中郷二丁目2-6 まごころ文芸講座係）
FAX（0996-20-0818）
・メール（magokoro@po4.synapse.ne.jp）
・年齢・電話番号（FAX）
・資、文、共通パスポートの有無
記載事項 希望講座名・住所・氏名（ふりがな）
＊申し込み多数の場合は、抽選となります/ご本人に限り、一度で複数講座への応募可能です

源氏物語を読む～物語を彩る人びと～
講師

廣尾理世子先生（鹿児島純心女子高等学校教諭）

5～10月 第4日曜日 10：30～11：30
全5回（8月休講） 定員30名 ＊初回のみ12：00まで

楽しく学ぶ薩摩狂句
講師

5～12月 第1土曜日 10：30～12：00
全7回（8月休講） 定員20名

大人のための美文字講座
講師

福冨則義先生（前 川内まごころ文学館長）

名作・名詩を歌う

青崎テル子先生（日本習字講師）

講師

齊藤玲子先生（声楽家）

5～2月 第3金曜日 10：30～12：00
全8回（8・12月休講） 定員20名

5～2月 第1土曜日 14：00～15：30
全8回（8・12月休講） 定員15名 ＊初回のみ第2土曜日

＊過去に受講された方は申込みいただけません

＊オペラとして名高い文学作品を題材に発音・発声を学び、歌います

春のおはなし会

4月29日（土/祝）

トピック展示

ふるさとを知る～川内川と民話～
開催中～6/4（日）
本市を流れる鹿児島県一長い川内川と
ゆかりのある民話をパネルでご紹介します。

場 所：川内歴史資料館 1階ロビー
入場料：無料で観覧できます

＊5/1（月）
は特別開館

4/29（土/祝）～5/5（金/祝）
問合せ先

川内歴史資料館

平成29年度芸術協会会員募集
平成28年度芸術協会会員募集
年会費
期 間
特 典
申込先

1口2,400円
5月～翌年4月
鑑賞補助券 ＊H28実績3,000円分
チラシのお届け等事業の案内
年会費を添えて、事務局へ

事務局：川内文化ホール内

TEL：20-7570

ニニギノミコト
民話『稲穂神社』より

TEL：20-2344

川内まごころ文学館

●●●前年度の鑑賞補助事業●●●

TEL：25-5580

事業報告

まごころ文芸講座

「唱歌・童謡の楽しみ」修了コンサート
～歌の想いを語りながら～

日 時：2月25日（土）15：00～16：30
場 所：川内まごころ文学館 多目的映像ホール
出 演：まごころ文芸講座「唱歌・童謡の楽しみ」受講生
指 揮：齊藤玲子先生
伴 奏：小園ひとみ先生
来場者数：66名

まごころ文芸講座「唱歌・童謡の楽しみ」の最終回に修了コンサートを開催しました。
これまで練習してきた「鐵道唱歌」や「手のひらを太陽に」など計11曲を披露しました。来場された
方から「楽しい時間でした」「昔の童謡を久しぶりに耳にすることができて、とても良かったです」と
の感想をたくさんいただきました。受講
生にとっても懐かしい曲を歌う貴重な時
間となったようです。

声楽家の齊藤先生から発声法のレクチャーを受けたあと、会場
全体で「汽車ポッポ」を歌いました。

事業報告

わくわく薩摩川内土曜塾

「手のひらを太陽に」では、客席のお客様も一緒に参加して、
とても盛り上がりました。

万華鏡作り

のぞくと雪の結晶のように見える万華鏡を作りました。
トッピングを入れて万華鏡を覗いた瞬間、見える模様が雪
の結晶のように綺麗で参加者から驚きの声が上がりました。
そのあとも飽くことなく覗いていました。アンケートには
「楽しかった」「また作りた
い」とあり、とても喜んでい
ただけたようでした。
くるくる回すと、見える模様が
どんどん変わります

編集後記
教会での演奏会を聴く機会がありました。壁面には
四角い音符の古い楽譜やイタリアの修道院にちなん
だ拓本などが飾られ、席には讃美歌集が備え付けて
ありました。
演奏はハイドンのオラトリオ「十字架上のキリストの
最後の七つの言葉」という作品。管弦楽団の後ろに混
声合唱が立っていました。各楽章の前に場面説明の朗
読があり、物語を知らなくても情景が想像できました。
原語の歌詞とコンサートホールとは違う雰囲気での
演奏は異世界の体験でした。（永田）

日 時：2月25日（土）10：00～12：00
場 所：川内歴史資料館 研修室
参加者数：16名（一般7名、小学生9名）

