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せんだい宇宙館

せんだい宇宙館

振替休館日 5/7（火）

特別開館日 4/29（月/祝）・5/6（月/祝）
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

＊4/29（月）〜5/6（月）の連休期間中は開館いたします。

■問合せ先

せんだい宇宙館

開館時間/10：00〜21：00

TEL：31-4477

休館日/毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）

川内まごころ文学館トピック展示

入館料が必要です

里見弴の随筆「五代の民」
-“皇統五代にわたる方々”との思い出-

3/19（火）～5/6（月/祝）
作家里見弴が皇室ゆかりの人々との思い出を綴
った随筆「五代の民」を紹介します。読売文学
賞を受賞した本作の直筆原稿も展示します。
場

事業報告

所：川内まごころ文学館
2階常設展示室

いきいき生涯学習事業

日 時：3月1日（金）13：30～15：30
場 所：国際交流センター 調理室
参加者数：13名

季節のお菓子作り

2種類のお菓子、リンゴのアップサイドダウンケーキとスペインの伝統菓子 トゥロンを作りました。ケーキは
型の底にトッピングのリンゴをきれいに並べ、その上にケーキ生地を流し、焼いた後で上下を逆さまに盛り
付けます。トゥロンは、煮詰めて飴状になった砂糖にナッツを手早くからめます。ケーキを焼いている間に
材料のアーモンドなどについてご紹介しました。
参加者の皆さんは、同じグループ同士で仲良く談笑しな
がら楽しい時間を過ごされたようでした。

飾りのレーズンがアクセントのケーキ

トゥロンはあら熱がとれたら棒状に切り分けます

トゥロン
トゥロンは、フランスではヌガー、イタリアでは
トゥローネと呼ばれます。スペインのレシピに
は、たくさんのアーモンドが使われます
50ｇ
【材料】 アーモンド
ミックスレーズン 20ｇ
クルミ
50ｇ
シナモンパウダー 小さじ1/2
上白糖
80ｇ
30㏄
水

1

2

3

【作り方】 １ ナッツ類にシナモンパウダーをまぶす。
２ 鍋に上白糖と水を入れ、沸騰したら中火にして煮詰める。
混ぜると再結晶化して固まるので、静かに鍋全体をまわし混ぜる。
キャラメル色になったら、
フォークなどで固さをみて、飴状になったところで火を止める。
３ 手早くナッツ類を入れ、全体にからめる。オーブンシートを敷いたバットに平たく広げる。

場 所：川内まごころ文学館

＊名作シネマ上映会は、上映時間が午前10：00に変更となりました。

多目的映像ホール

4/20（土）

銀座の恋の物語
昭和37年
（1962）

【監督】蔵原惟繕
【出演】石原裕次郎
ジェリー藤尾
浅丘ルリ子 江利チエミ
清水将夫
開場は30分前です

銀座を舞台に、若者の恋
を描く。
若き画家次郎と恋人久子
は突然の交通事故で引き
裂かれてしまう。

4/21（日）

モリのいる場所

10：00～11：33

平成30年
（2018）

【監督・脚本】沖田修一
【出演】山﨑努 樹木希林
加瀬亮 吉村界人
光石研 青木崇高
吹越満 きたろう

10：00～11：39

有島生馬と交流のあった画家
熊谷守一の物語。昭和49年の
東京。自宅の小さな庭の生命
を描き続けたモリ。呼んでも
いないのに不思議と人がやっ
てくる魅力とは。

＊定員：先着95名/車いすスペースあります/入場無料

ゴールデンウィーク特別上映

（1日2回上映）

1回目 10：00～11：30
5/3（金/祝）2回目 14：00～15：30

フリントが発明した「食べ物マ
シーン」は事故で飛んで行って
しまった。それ以来、豪雨ととも
に空から巨大なハンバーガー
が降るようになる。次第に巨大
化する食べ物に、最初は喜んで
いた町の人々も・・・。

【監督】クリス・ミラー
【原作】ジュディ・バレット
ロン・バレットの児童書
【脚本】クリス・ミラー
フィル・ロード

＊無料でご参加いただけます

春の特別おはなし会
4/28（日）10：30～11：10

くもりときどきミートボール
平成21年
（2009）

川内まごころ文学館

年に一度の音楽付きおはなし会です。
おはなしと音楽をお楽しみください。

出 演：おはなしグループまごころ
伊地知元子先生（作曲家）
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

無料でご覧いただけます

川内歴史資料館トピック展示

昔のくらし～稲作～
1/29（火）～6/30（日）
農業機械が普及した昭和30〜40年代。
牛や馬、人力が主流だった頃の稲作について
民俗画や写真パネルなどでご紹介します。

場

所：川内歴史資料館

1階ロビー

田おこし
（左）

代かき
（右）

『民俗画集 目で見る戦前の暮らし』
（画：鉢迫 豊志）
より

川内歴史資料館トピック展示

＊入館料が必要です

いれもの・いろいろ
4/23（火）～6/9（日）
暮らしの中で、使われてきた「いれもの」。
用途に応じてさまざまな素材や形をしています。
ハレの日や特定の用途に用いられるもの、
装飾が施された道具などをご紹介します。

場 所：川内歴史資料館

第2展示室

「むかし男ありけり・・・
三河の国、八橋といふ所にいたりぬ。」
作品の題材である伊勢物語の第
九段には、沢に咲くかきつばたの
五文字を句の先頭において歌が
詠まれています。
八橋蒔絵螺鈿硯箱（模作）
平佐焼 染付柳文二段重
段重とは？
重箱のように使われていたいれもの。
化粧道具などに用いられた可能性もある。

＊無料で体験いただけます

川内歴史資料館・川内まごころ文学館

川内歴史資料館

ゴールデンウィーク無料開館

4/27（土）～5/6（月/祝）

春のおりがみ広場
4/27（土）～5/6（月/祝）9：00～16：30

期間中、
どなたでも無料でご覧いただけます

場 所：川内歴史資料館

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

1階ロビー

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

開館時間/9：00〜17：00

休館日/月曜日
（祝日の場合は翌日）

川内まごころ文学館

まごころ文芸講座受講生募集のお知らせ
5月から始まる講座の受講生を募集いたします。

受講料

申込期間
申込方法

記載事項

無料 ＊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。

3月17日
（日）〜4月7日
（日） ＊当日消印有効
往復はがき、FAX、
メールのいずれかでお申し込みください。
〒895-0072 中郷二丁目2-6
川内まごころ文学館「まごころ文芸講座」係
FAX（0996-20-0818）
・メール（magokoro@po4.synapse.ne.jp）

希望講座名・住所・氏名（ふりがな）
・年齢・電話番号（FAX番号）
・身体障害者手帳の有無、
資料館、文学館、年間共通パスポートの有無（お持ちの方はナンバー）
＊往復はがきでのお申し込みは、返信面に住所、氏名を記載してください。
＊先着順ではありません。定員を超えた場合は、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。

楽しく学ぶ薩摩狂句
講師

福冨則義先生（川内まごころ文学館前館長）

＊鹿児島弁の意味や使い方、薩摩狂句の定義、基本定
型、規定などを学びます。
＊名句鑑賞や作句（即興吟）及び添削指導をいたします。

日

定

時：5～12月 毎月第1土曜日
10：30～12：00 ＊5月のみ第2土曜日
全7回（8月休講）
員：20名

源氏物語を読む～物語を彩る人びと～
講師

＊源氏物語の
「賢木（さかき）」巻を鑑賞し、現代語訳
や作品の歴史的背景などの解説を行います。

日

定

文学で学ぶ美文字講座
講師

日

定

時：5～2月 毎月第3金曜日
10：30～12：00
全8回（8・12月休講）
員：25名

編集後記
ＢＳのTV番組でおうし座にある「かにパルサー」
が取り上げられていました。1968年、電波望遠鏡で
観測した信号の規則性に着目した天文学者が、発
信源を突き止めました。それは高速で回転する中
性子星で、放出する電波が周辺の超新星残骸のガ
ス「かに星雲」を明るく照らしています。
番組で見た「かに星雲」は、赤と青のガスが美し
く広がっていましたが、せんだい宇宙館の望遠鏡
をとおして見た姿は、淡い白雲のようでした。人の
目と長い露出で撮影された写真とでは、見える光
や色が大きく違うのに驚かされました。（永田）

時：5～10月 毎月第4日曜日
10：30～11：30 ＊5月のみ12：00まで
全5回（8月休講）
員：30名

名作・名詩を歌う

青崎テル子先生（日本習字講師）

＊文学作品を手本に、
ひらがなやカタカナを基礎から
学び、楷書・行書できれいな字が書けるように練習
します。
（鉛筆使用）
＊過去に
「大人のための美文字講座」
を受講された方は
お申込みいただけません。

廣尾理世子先生（鹿児島純心女子高等学校教諭）

講師

齊藤玲子先生（声楽家）

＊発声について学びながら、当館が創作したオペラ
「袈裟姫（けさひめ）伝説」
を演じ、体験します。

日

定

時：5月～2月

奇数月…第2・4土曜日
偶数月…第2土曜日
14：00～15：30
全13回（8・12月休講）
員：30名

