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開催中～2019.1.14（月）まで

せんだい宇宙館 開館20周年 同時開催企画展

～

赤 い 惑

星

の

＊入館料が必要です
この夏、小惑星リュウグウに
到着した日本の小惑星探
査機「はやぶさ2」に
ついて紹介します。

真 実 ～

■展示内容■
火星観察のポイント
火星探査の歴史
火星のジオラマ

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 市民星空観望会

中秋の名月 観察会
9/24（月・祝）19：00～21：00

＊入館料が必要です
天候不良時は
中止します

（最終受付20：30）

～

太陽系の記憶を探す旅

～

イラスト：池下章裕

せんだい宇宙館 ウィークエンド工作

超簡単電車
10/14（日）13：30～16：00

＊入館料が必要です
小学生は保護者同伴で
お申し込みください

ネオジム磁石・電池・銅線を使ってコイルの中を走る電車を作ります。
動く原理の解説もあります！

中秋の名月は、旧暦の8月15日の月を
指します。特に美しいとされるこの月を
大望遠鏡で観察してみませんか？

場 所：せんだい宇宙館 展示室
対 象：小学生以上
定 員：先着25名
参加料：500円（材料代）
申込期間等：9/28（金）10：00〜宇宙館へ電話・直接来館

＊参加の方には記念品をプレゼント！
（なくなり次第、終了）

場 所：せんだい宇宙館 観測室

皆既月食観察会
火星大接近観察会

事業報告
せんだい宇宙館

夏の天文観察会

7月28日（土）3：00～6：30 入館者：32名
7月30日（月）・31日（日） ＊2回実施
２日間とも 20：00～22：00 入館者：35名
ペルセウス座流星群観察会 8月12日（日）21：30～25：00 入館者：223名

猛暑だった今年の夏、せんだい宇宙館では３つの天文現象の観察会を行いました。今年2回目で半年ぶりの
皆既月食観察会は、早朝3時半ごろから部分食が始まり、月のすぐ
そばには、大接近中の火星が見えました！火星大接近観察会では、
15年ぶりの火星大接近に、参加者は、赤い惑星を目に焼き付けるか
のように、望遠鏡をのぞいていました。
そして、ペルセウス座流星群観察会は、月明かりのない好条件と
晴天が重なり、流星が流れるたび大きな歓声が上がりました。「20
個見たよ！」と興奮気味に語るお子さんもいらっしゃいました。
熱い注目を集め、いくつもの天文現象に恵まれた夏。宇宙に興味
を持つきっかけになれば幸いです。
入館料

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

いきいき生涯学習事業

皆既月食観察会のようす。
スマートホンでの撮影やスケッチ
するなど、参加者は思い思いに月を追いかけていました。

■問合せ先

色で元気にカラーセラピー講座
場 所：川内文化ホール 第5会議室
対 象：一般
定 員：先着30名 ＊定員になり次第、締め切ります
参加料：50円（材料代）
持ってくるもの：12色以上のクレヨン1セット
申込期間：9/6（木）〜9/14（金）
申込方法：川内文化ホールへ電話・直接来館

せんだい宇宙館

TEL：31-4477

9/19（水）14：00～15：30
＊受付は13：45から

「色」を衣食住に取り入れ、
スト
レスケアなどを学びます。
講 師：中之薗 恵美子先生

カラーセラピスト
イルドクルール鹿児島East代表

◆文化施設課◆

TEL：20-7570

場 所：川内まごころ文学館

多目的映像ホール

ギターを持った渡り鳥
昭和34年
（1959）

9/15（土）
14：00～15：18

当時の日活看板スター 小林旭
の代表作。元刑事の滝伸次は
【監督】斎藤武市
ギターを片手に函館に流れ着
【出演】小林旭 浅丘ルリ子 く。喧嘩に強いところを買われ、
中原早苗
取り立て屋として雇われる。
渡辺美佐子
テンポの早いストーリー展開と
宍戸錠 ほか
ロケーションの良さも見どころ。
開場13：30

東京は恋する
昭和40年
（1965）

9/16（日）
14：00～15：35

ヒットメロディーにのせて若
者の恋を描く。美術学校に入
【監督】柳瀬観
学することを夢みて働く看板
【出演】舟木一夫 和田浩治 屋の塚ロ明夫(舟木一夫)。銀
伊藤るり子
座で雨やどりをする美少女
山本陽子
ミチコ(伊藤るり子)を見かけ、
堺正章 ほか
忘れられなくなってしまう。

＊定員：先着95名/車いすスペースあります/入場無料
川内歴史資料館トピック展示

＊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）
開催中～9/2（日）

場 所：川内歴史資料館 1階ロビー

場 所：川内まごころ文学館 2階ホール
明治維新150年・北海道150年記念
有島記念館合同パネル展示

＊入館料が必要です

＊無料でご覧いただけます

有島武郎と北海道
開催中～9/2（日）

9/15（土）～9/24（月・祝）
事業報告

資料から見る戦中・戦後の暮らし
開催中～10/14（日）
平成30年度トピック展示
山本實彦旧蔵 肥後直熊筆

＊入館料が必要です

西郷隆盛像（複製）展示
開催中～平成31年1/6（日）

場 所：川内まごころ文学館 1階ホール

敬老の日無料開館

＊入館料が必要です

場 所：川内歴史資料館 2階展示室

姉妹館 有島記念館（ニセコ町）
との合
同企画。有島家と北海道との関わりや
有島農場について紹介します。

川内歴史資料館・川内まごころ文学館

川内歴史資料館 終戦記念展示コーナー

対象：65歳以上

＊9/18（火）は、休館日です。

川内まごころ文学館 シネマトーク

片隅から世界を照らす光
—映画『この世界の片隅に』をめぐって

山本實彦が所蔵していた「西郷隆盛像」の
展示と共に實彦と西郷の関わりや、明治維
新に触れた著作等を紹介します。

場 所：川内まごころ文学館 1階常設展示室内
日 時：7月22日（日）13：30～17：00
場 所：川内まごころ文学館 多目的映像ホール
来場者：95名
講 師：鹿児島国際大学教授 小林潤司先生
鹿児島大学准教授
中路武士先生
鹿児島県立短期大学准教授 小林朋子先生

今回のシネマトークは、アニメ作品を取り上げたこともあり、
小学生から80代まで幅広い年代層の方にご来場いただきました。
講師の専門の立場からのお話に加え、アニメ映画製作の裏話
なども聴くことができ、来場者にとって有意義な時間となった
ようです。
シネマトークを初めて聞いたという方も多かったのですが、
「トークにより、鑑賞のポイントを知ることができた」という
声を数多くいただきました。映画、トーク共に大変好評でした。
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

■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

語学を学ぶ、異文化を知る、体験する、
国際交流には様々な出会いが詰まっています。
教

室

名

日

時

場

所

講

師

定

員

続楽しいフランス語教室

10/１６日（火）スタート 毎火曜日
全１０回 １９：３０～２１：００

国際交流センター

ラウフェンブルガ＝
橋渡よし江氏

続基礎から学ぶ韓国語教室

１０/５日（金）スタート 毎金曜日
全１０回 １９：３０～２１：００

国際交流センター

厳 海玉氏

続中国語入門コース

１０/４日（木）スタート 毎木曜日
全１０回 １９：００～２０：３０

国際交流センター

薩摩川内市国際交流員
李 静曉氏

続英語を学ぼう！
基礎コース

１０/５日（金）スタート 第１・３・５金曜日
全１０回 １８：３０～２０：００

国際交流センター

中尾修一氏

外国人に日本語を教える
ボランティア養成講座

１０／１８、２５ １１／１、２２、２９
１２／６、１３ 木曜日 全７回
１０：３０～１１：３０

国際交流センター

鹿児島純心女子大学国際人
間学部ことばと文化学科
１０名
教授
田原良子氏
（先着申込順）
准教授 加藤理恵氏

随時募集
子ども中国語会話コース

現在実施中
第１・２・３金曜日
１７：００～１７：５０

国際交流センター

谷口美如氏

１５名
（先着申込順）

２０名
（先着申込順）

２０名
（先着申込順）

１５名
（先着申込順）

１０名
（先着申込順）

＊「中国語初級コース」 「中国語中級コース」 「中国語上級コース」についても随時、受講生を募集しています。
○受講料

２，０００円（ただし、本協会会員の方は無料で複数の教室を受講できます。）
子ども中国語は保護者の入会が必要です。 ＊入会は随時受付 年度会費２，０００円
＊各教室テキスト代、資料代などは別途必要

◆申込・お問合せ先◆

薩摩川内市国際交流協会
〒８９５－００１１ 薩摩川内市天辰町2211番地1
TEL: 0996-22-7740
FAX： 0996-22-7730
E-mail : kssb@ninus.ocn.ne.jp URL： http：//www.kssb-satsumasendai.com

事業報告

いきいき生涯学習事業 図書館講座

マジックブックを作ろう

めくると絵が消えたように見えるしかけの絵
本を作りました。5枚の場面を描き、製本する
だけの簡単な工作でしたが、「ほら！絵が消え
た。」と演出して説明してみせると「わぁっ」
と、驚きの声が起こりました。参加者は、完成
した絵本を嬉しそうに何度も試していました。

ちゃんと消えるか確認！

編集後記
ペルセウス流星群観察会に初めて参加しました。
宇宙館までの短いアプローチや広場はすでに人で
いっぱい！人気のイベントのようです。観測室へ上
がり暗闇に目が慣れると、そこは寝ころんで流星を
観察する人たちで埋め尽くされていました。
流れる雲の隙間に時々流星が現れ、そのたび
「おぉっ」と、どよめきが上がります。軌跡を追えず
残念がる声も聞こえていました。
流星の正体は1ミリほどの塵。地球の大気に触れ
燃えて光る現象で、ペルセウス座を中心として放射
状に流れるように見えるのだそうです。（永田）

日 時：8月7日（火）9：30～11：30
場 所：中央図書館 3階研修室
参加者：23名

