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流星

せんだい宇宙館 企画展

ラの

開催中～平成30年1/14（日）

渚展

■流星、流星群の解説
■オーロラの解説
■地上から宇宙ステーションま
での実縮尺模型

場 所：せんだい宇宙館 展示室
＊入館料が必要です

スプライト

流 星

宇宙と地球の間「ソラの渚」では、
様々な現象が起こっています。
中でも特に美しい、流星、オーロラ、
スプライトなどをご紹介いたします。

なぎさ

とソ

それは
宇宙と地球の
織りなす
美しい
詩

オーロラ
せんだい宇宙館

*雨天・曇天時は中止となります

天王星・海王星 観察月間
10/1（日）～10/31（火）18：30～21：00
＊最終入館20：30

太陽系の惑星で二番目に遠い「天王星」
と、最も遠い「海王星」が見頃
を迎えています。これらの惑星と秋の天体を宇宙館の
大望遠鏡で観察してみませんか。
せんだい宇宙館

*雨天・曇天時は一部内容変更となります

中秋の名月 観察会
10/4（水）18：30～21：00 ＊最終入館20：30

＊入館料が必要です

中秋の名月は、旧暦8月15日の月を指し、特に美しいとされます。
名月と秋の星座を中心とした観察と解説をいたします。
参加の方には、
「月球儀ぺーパー
クラフト」をプレゼント！

特別開館 10/9（月） 振替休館 10/10（火）
入館料

場 所：せんだい宇宙館 観測室

■問合せ先

＊入館料が必要です

事業報告

せんだい宇宙館 夏休み科学工作

うそ発見器

日

小・中学生300円/高校生以上500円

＊年間入館券もございます
小・中学生500円/ 高校生以上1,000円

せんだい宇宙館

TEL：31-4477

時：7月29日（土）・8月20日（日）各日2回 計4回
午前の部10：00～12：00 午後の部13：30～15：30
場 所：少年自然の家 ふれあい工房
参加者数：1日目51名・2日目50名 計101名

人はドキドキすると脈拍が速くなったり手に汗をか
きます。今回の工作「うそ発見器」では、ごくわずか
な汗の量を電気の流れやすさで測定し、水分の持つ電
気的な性質についても学習しました。夏休み科学工作
は毎年大変好評で、今年も受付開始から数日で定員と
なりました。
参加者は、親子でドキドキするような質問をお互い
に言い、完成した「うそ発見器」
を試して楽しんでいました。
水や木材を使った工作と実験で
楽しみながら学ぶ夏のひと時を
過ごしていただけたようです。
はんだ付けを初めて体験する
親子も多かったようです。

場 所：せんだい宇宙館 観測室

川内まごころ文学館

カサブランカ

10/21（土）

（字 幕）

14：00～15：42

昭和17年（1942）

フランス領モロッコ
の「カフェ・アメリカ
ン」で再会したアメ
リカ人リックとイル
ザ。異国情緒漂う
切ない大人のラブ
ストーリー。

【監督】マイケル・カーティス
【原作戯曲】マレイ・バネット
ジョアン・アリスン
【出演】ハンフリー・ボガート
イングリッド・バーグマン
ポール・ヘンリード ほか
場所：多目的映像ホール 開場13：30

10/22（日）

（日本語吹き替え）

14：00～15：55

昭和36年（1961）

ホリーと駆けだしの
作家ポールの、
おしゃれなラブス
トーリー。女性の心
をとらえるオードリー
の魅力をちりばめた
素敵な作品。

【監督】ブレイク・エドワーズ
【原作】トルーマン・カポーティ
【出演】オードリー・ヘプバーン
ジョージ・ペパード
パトリシア・ニール
バディー・エプセン ほか

定員：先着95名/車いすスペースあります（映画に限り入館料は必要ありません）

＊無料でご覧いただけます

川内歴史資料館トピック展示

ティファニーで朝食を

川内歴史資料館 歴史講座

明治維新期の薩摩川内

世界を目指した1867年薩摩藩

～戊辰戦争から西南戦争まで～

～パリ万博＆鹿児島紡績所150周年～

9/5（火）～平成30年2/4（日）

10/28（土）13：30～15：00
場 所：川内歴史資料館 研修室
講 師：岩川 拓夫 先生（仙巌園 学芸員）
対 象：一般
定 員：先着50名
受講料：200円（資料代）
募集締切：10/27（金）
申込方法：電話・直接来館

明治維新150周年、NHK大河ドラマ「西郷
どん」放映に関連した展示第1弾。
薩摩川内市における廃仏毀釈、郵便、学
校制度等もパネルで紹介します。

場 所：川内歴史資料館
1Fロビー

探誠夢復路
鹿児島事件ノ件
（明治時代）

入館料 （資料館）大人200円、小学生〜高校生100円
（文学館）大人300円、
小学生〜高校生150円
＊土日祝日は小学生〜高校生入館無料

事業報告

■問合せ先

川内まごころ文学館第12回特別企画展

田沼武能写真展 時代を刻んだ貌

川内歴史資料館 TEL：20-2344
川内まごころ文学館 TEL：25-5580

日 時：7月29日（土）～9月3日（日）32日間
場 所：川内まごころ文学館 企画展示室
入館者数：833名

写真家 田沼武能氏が撮影した作家、画家、芸能人らの肖像写真
77点を展示しました。会期中の7月30日（日）には田沼氏による
講演会「わが心の残像」も開催し、写真家となるきっかけや撮影
秘話などを語っていただきました。
市外からの来館者も多く、「懐か
しかった」「モノクロ写真の良さを
改めて感じた」「またこのような企
画をしてほしい」といった感想を多
く頂戴しました。
講演会のようす

第17回薩摩川内市民まちづくり公社杯ソフトバレーボール大会
10/15（日）8：30～17：00 ＊開会式9：00
場 所：サンアリーナせんだいメインアリーナ
編 成：1チーム6名以内
競技種目：女子 Aパート50歳未満 先着16組
Bパート50歳以上 先着12組
混成 Cパート50歳未満 先着16組
Dパート50歳以上 先着12組
＊詳細は申込書をご覧ください

参加料：1チーム1,500円
申込用紙：サンアリーナせんだい
・公社HPよりダウンロード ほか

募集締切：10/5（木）必着
申込方法：参加料を添えて下記まで

■公園施設課（サンアリーナせんだい内） TEL：25-8282■

事業報告

いきいき生涯学習事業

第7回サマーミュージックフェスティバルin薩摩川内
グランプリ
ハニートラップ（吹奏楽）

公募のアマチュアミュージシャンによるコンサートを開催しました。受
賞された組は以下のとおりです。
団体賞

準グランプリ
DOMINO（ロックバンド）

個人賞

オリジナル楽曲賞（南日本新聞社賞）
堂前秀一（弾き語り）

日 時：8月20日（日）開演13：00
場 所：川内文化ホール 大ホール
参加者数：90名（18組）
入場者数：243名

グランプリ
準グランプリ
オリジナル楽曲賞
（南日本新聞社賞）
特別賞

ベストボーカル
ベストギタリスト
ベストドラマー

ハニートラップ（吹奏楽）
ＤＯＭＩＮＯ（ロックバンド）
堂前秀一（弾き語り）
下荒磯知佳（歌・踊り）
Sonic.Movement.Time（フリースタイルダンス）
HIBIKI（バンド・沖縄ソング）
大島未誇（ソロボーカル）
牧野和敏（サウスシェイカー）
田中健（DOMINO）

特別賞
下荒磯知佳（歌・踊り）

ゲスト Yoshino＆Masae

「鹿児島弁演劇 オモシテガ！！」台風による公演延期のお知らせ
このたび、平成29年9月17日（日）に入来文化ホールにて開催を予定しておりました「鹿児島弁演劇 オモ
シテガ！！」は、台風18号接近に伴い、お客様の安全を第一に考慮し協議を重ねた結果、開催を延期すること
といたしました。開催を心待ちにされている皆様にはまことに申し訳ございませんが、ご理解いただきますよ
う何卒よろしくお願いいたします。

振替公演日 平成29年10月27日（金）開場18：00 開演18：30
【公演チケットについて】現在お持ちのチケットはそのままご利用いただけます
【払い戻しについて】振替公演日にご都合が悪い場合は、払い戻しも受け付けております。
【払い戻し方法】入来文化ホール及び川内文化ホールにてチケットと引き換えに代金をご返金。
【払い戻し期間】9月25日（月）～10月10日（火） ＊期間を過ぎての取り扱いはいたしかねます

■問合せ先

編集後記
南極観測60周年記念「南極展」を観覧しました。南極
大陸の大きさは日本の37倍で、夏でもマイナス40度、
冬にはマイナス70度まで下がる厳しい自然環境。観測
隊員は、オーストラリアから南極観測船しらせに乗り、船
を氷に乗り上げその重さで割りながら進むという特殊
な航法で3週間も航海するそうです。
展示では、蜂の巣状の岩石などと共に隕石がありま
した。宇宙から降りそそいだ隕石は、大陸に広がる氷の
上に落ち、海へ向かってゆっくり移動する氷と共に流さ
れ、山脈のふもとに集まるそうです。組成から月や火
星からだと分かるものもあり、極地研究から得られる情
報は幅広いのだと感心しました。（永田）

文化施設課（川内文化ホール内） TEL：20-7570

