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＊入館料が必要です

せんだい宇宙館
開館20周年

～

7月号

開催中～2019.1.14（月）

赤 い 惑

星

の

真

実 ～

この夏、日本の小惑星
探査機「はやぶさ2」が目
的地の小惑星リュウグウに
到着します。
このミッションに
ついて紹介します。

7月31日は、2003年以来
15年ぶりに火星が地球に
大接近します。展示を
通じて、火星と火星
探査について
紹介します。

■展示内容
・火星探査の歴史
・西郷星にまつわる錦絵

～
ご入館者（小学生以上）に
「火星儀」と「はやぶさ2」の
ペーパークラフトをプレゼント！！

せんだい宇宙館
〒895-0005

太陽系の記憶を探す旅

～

■展示内容
・なぜ小惑星を調べるのか？
・初代はやぶさとの違い
・はやぶさ2の計画

イラスト：池下章裕

℡0996-31-4477

薩摩川内市永利町2133-6（寺山いこいの広場内）

【入館料】大人500円 小人300円 ＊未就学児は無料・身障者の方は免除
【お得な入館券】大人1,000円 小人500円
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せんだい宇宙館 市民星空観望会

せんだい宇宙館 夏休み科学工作体験

天候不良時は
中止します

土星観察月間

アニメ投影機

7/1（日）～7/31（火）20：00～21：00

自分で描いた絵が動き出す！？

土星は環のある惑星で人気があります。
夏の夜空と西郷星（火星）も一緒に
観察してみませんか？

場 所：少年自然の家
対 象：小学生以上

（小学生は保護者同伴）

場 所：せんだい宇宙館 観測室

せんだい宇宙館

（最終入館6：00）

明け方、
月のすぐ近くには火星も輝い
ています。皆既月食に合わせて早朝、
開館いたします。

定 員：各回先着２５名
参加料：1,000円（１人１セットのみ）
申込開始：7/20（金）10：00〜電話にて

・絵は12コマ
あります

＊入館料が必要です

皆既月食観察会
7/28（土）3：00～6：30

8/19(日)
1回目10：00～12：00
2回目13：30～15：30

せんだい宇宙館 火星観察特別開館事業

天候不良時は
中止します
欠け始め
皆既の始め
皆既の終り
食の終り
（日の出

天候不良時は
中止します

火星大接近観察会
7/30（月）20：00～22：00（夜間のみ特別開館）
7/31（火）20：00～22：00（開館時間を延長）

3：24
4：30
6：14
7：19
5：30）

（両日とも、最終入館21：30）

15年ぶりに火星が地球に大接近します。火星は
西郷星とも呼ばれ、西郷隆盛ともゆかりの深い
星です。

場 所：せんだい宇宙館 観測室

場 所：せんだい宇宙館 観測室

＊入館料が必要です

＊入館料が必要です

火星を背景に
撮影できるよ！

せんだい宇宙館
開館20周年
同時開催企画展

～

赤 い 惑

星

の

真

実 ～

～

太陽系の記憶を探す旅

～

開催中～2019.1.14
せんだい宇宙館では、この夏15年ぶりの火星大接近、そして2014年に
打ち上げられた小惑星探査機はやぶさ2が6月に目的地の小惑星リュウグ
ウに到着、という２つの話題に注目し、これらを網羅した企画展を開催
しています。はやぶさ2の大きさを体験できるコーナーや刻々と明らかに
なるリュウグウの最新情報も随時、更新！

リュウグウ
大きさ：約900ｍ

もしかしたら、
火星人？に
会えるかも。。。

キュリオシティ
着陸機（ランダー）

火星のジオラマ

入館料

事業報告

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

キュリオシティ
探査車（ローバー）

■問合せ先

川内歴史資料館トピック展示

花文様の平佐焼と八橋蒔絵螺鈿硯箱（模作）
四季に咲く花々は、季節や吉祥、自然の生命力を表すもの
などとして、文様のモチーフに多く用いられてきました。今
回の展示では、花を文様のモチーフにしている平佐焼、そし
て『伊勢物語』の一場面が燕子花（かきつばた）の花とともに
表された八橋蒔絵螺鈿硯箱（模作）
について紹介しました。
作品の文様に注目することで、
観覧者もそれぞれの花の表現や意
味などにも興味を持って、鑑賞し
ていただく機会になりました。

せんだい宇宙館

TEL：31-4477

日 時：4月24日（火）～6月10日（日）42日間
場 所：川内歴史資料館 第2展示室
入館者：1,262名

菊花文様が施された皿や鉢、酒器など、
さまざまな器（うつわ）

場 所：川内まごころ文学館

多目的映像ホール

秋日和

昭和35年
（1960）

【監督】小津安二郎
【出演】原節子 司葉子
佐田啓二
佐分利信
沢村貞子 ほか

7/21（土）
14：00～16：08
原作は里見弴。美しい未亡人
の秋子は、年頃の娘アヤ子と
つましく暮らしていた。秋子の
亡夫 三輪の七回忌に集まった
その旧友たちはアヤ子の縁談
を進めようとするが、母を一人
残して嫁ぐ気になれないとわ
かり話は進まなかった。

＊定員：先着95名/入場無料

上映に先立ち、現代のコミック、アニメーション、また戦争を題材に
した物語として、
この作品がどのような点で際立っているのかにつ
いて、専門家に語っていただきます。
1944年（昭和19年）2月、18歳の主人公すずは広島から呉へ嫁ぐ。
想像力豊かなすずは、絵が得意で、体験した出来事を描いていた。
日本の戦況が悪化するにつれ、軍港のある呉への空襲は激しくな
り、ある日、時限爆弾で負傷してしまう。

開場13：30
＊定員：先着95名/入場無料
対 象：未就学児〜小学生

◆まんが日本昔ばなし上映会◆

7/29（日）14：00～14：50

（未就学児は保護者同伴）

場 所：川内まごころ文学館
多目的映像ホール

＊開場13：30

常田富士男と市原悦子の語りによる
懐かしいアニメ作品です。

・一寸法師
・絵姿女房

美しい映像で情感豊かに戦争中の生活を描いた作品として、幅広
い世代の共感を集めた『この世界の片隅に』を上映いたします。

・一休さん
・田植地蔵

＊定員：先着95名/入場無料
場 所：川内まごころ文学館
多目的映像ホール

■講師

川内まごころ文学館里見弴生誕記念展示

＊入館料が必要です

里見弴の藝の世界
7/10（火）～9/2（日）
里見弴の書画を展示、その豊かな
”藝の世界”をご紹介します

場 所：川内まごころ文学館 2階ホール

里見弴画「花」

＊入館料が必要です

川内歴史資料館 歴史資料館講座

川内歴史資料館 終戦記念展示コーナー

ステンドグラス風アート
7/28（土）9：30～12：00

資料から見る戦中・戦後の暮らし
7/18（水）～10/14（日）

場 所：川内歴史資料館 研修室
対 象：小学生以上（3年生以下は保護者同伴）
定 員：先着15名
参加料：400円（材料代）
持ってくるもの：絵の具セット・筆記用具
・図案（A4サイズ/なくても可）
申込方法：電話、または来館にて資料館まで
申込開始：7/10（火）〜24（火）
川内まごころ文学館

夏休みおはなし会
7/29（日）10：30～11：00

戦中・戦後を物語る資料から
当時の暮らしをご紹介します

場 所：川内歴史資料館 2階展示室
ガラス絵の具で、グラデー
ションを楽しみながらステ
ンドグラス風に仕上げます

＊無料でご参加いただけます

読み聞かせボランティアおはなしグループ
まごころによるおはなし会。エプロンシアターなど。

対 象：幼児とその保護者
場 所：川内まごころ文学館 企画展示室

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

川内歴史資料館トピック展示

7/21（土）〜29（日）
文学館映像ホール前にて
シネマトークに合わせた
関連展示を行います

＊無料でご覧いただけます

西郷伝説と薩摩川内
開催中～9/30（日）
明治維新150周年、NHK大河ドラマ
「西郷どん」放映に関係した展示第２弾。

場 所：川内歴史資料館 1階ロビー
川内歴史資料館・川内まごころ文学館

西郷どんのツン
藤川天神
（薩摩川内市東郷町）

＊入館料が必要です

夏休みチャレンジクイズ
7/21（土）～9/2（日）
■問合せ先

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

芸術文化振興事業

１０月１４日（日）

開場 １３：３０

入来文化ホール
チケット発売日

８月２３日（木）10:00～
プレイガイド

夏休み書道教室
7/24（火） 9：30～11：30
13：30～15：30
7/25（水） 13：30～15：30
場 所：川内文化ホール 第2会議室
対 象：小学3〜6年生
定 員：各回先着15名
もってくるもの：習字道具、お手本など
参加料：200円（材料代）
申込期間：7/3（火）9：00〜19（木）
まで

3回あります

風間杜夫 落語独演会＆トークショー
12月23日
（日/祝）開演14：00 場所：川内文化ホール
会員は無料でご覧いただけます
◇最終年度となる今年は、新規会員の受付はございません。
◇会員様へは、各事業のご案内をお届けいたします。

スモモをいただきました。酸味がある硬めの果肉
しか知らなかったのですが、いただいたのは完熟。
果肉は柔らかく甘ったるい香りが漂い、ひとつ食べ
ると止まりません。沢山だったので、教えてもらった
ジャムを作ってみました。皮のまま砂糖と一緒に火
にかけると、くつぐつと沸き立ち次第に鍋は鮮やか
な赤でいっぱいに。
スモモは中国原産のプラムとコーカサス原産の
プルーンに大きく分けられ、6～9月ごろが旬。葉酸
やカリウムが豊富に含まれ貧血や高血圧予防など
の効果もあるそうです。（永田）

文化施設課

所：川内中央図書館
象：小学生

TEL：20-7570

3階研修室

＊ただし3年生以下は保護者同伴

定 員：先着20名
もってくるもの：水彩絵の具など絵を描く道具
「あら、不思議！絵が消えた！？」
参加料：100円（材料代）
＊電話、または来館にて川内文化ホールへ
申込開始：7/20（金）9：00〜
お申し込みください。

鑑賞補助事業
昭和のうたコンサート
10月14日
（日）開演14：00
鑑賞補助券500円を発行

場所：入来文化ホール

海援隊トーク＆ライブコンサート
2月11日
（月・祝）開演14：00 場所：川内文化ホール
鑑賞補助券2,000円を発行 ＊会員限定先行販売予定

■問合せ先

編集後記

（当日２００円増し/税込み）

マジックブックを作ろう
8/7（火）9：30～12：00

平成30年度薩摩川内市芸術協会の事業
鑑賞事業

前売券１,０００円

図書館講座

場
対

＊電話、または来館にて
川内文化ホールへ
お申し込みください。

１４：００

入来文化ホール・川内文化ホール
サンアリーナせんだい・川内歴史資料館
せんだい宇宙館・ローソンチケット（Lコード８２１３５）

■問合せ先
いきいき生涯学習事業

開演

全席自由

事務局（川内文化ホール内） TEL：20-7570

