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せんだい宇宙館 ウィークエンド工作

せんだい宇宙館 市民星空観望会

＊入館料が必要です

空飛ぶ円盤
1/26（日）

「月面X」観察会
2/1（土）

13：00～16：00

19：30～21：00

くるくると回転！作って、
遠くまで飛ばしてみよう！

月面に現れる「X」の文字
スマホでも撮影できます！

定員：先着25名

雨天・曇天時は中止します

場 所：せんだい宇宙館 展示室
せんだい宇宙館 企画展

＊入館料が必要です

事前の申込は不要です

事前の申込は不要です

開催中

＊入館料が必要です

場 所：せんだい宇宙館 観測室

ソラのノリモノ 展

入館料

7/4（木）
（火）～1/13（月/祝）

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◆

開館時間/10：00〜21：00 休館日/毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）
12/29〜30、1/2〜3は17時閉館、12/31〜1/1は臨時休館、1/4より通常開館

事業報告

日 時：10月29日（火）～11月24日（日）24日間
場 所：川内歴史資料館 第1展示室
観覧者数：407名

川内歴史資料館 トピック展示

収蔵資料・いろいろ

当館では、開館前の昭和５５年から地域の歴史や文化に関する資料を収集、保存するとともに、その一部
を展示公開しています。しかしながら、常設展示や企画展示などの機会は限られていることから、収蔵資料
を一様に公開することは容易ではありません。そのため、今回の展示では、時代や分野、テーマにとらわれ
ず、収蔵資料を広く公開するこ
ことを目的に企画しました。

滑稽新聞絵葉書世界
滑稽新聞（明治34〜41年）の別冊として刊行された絵葉書雑誌。滑
稽新聞は、過激な社会風刺とユーモア溢れた表現や挿絵が人気で
あった。新聞と同様に、絵葉書も浮世絵師たちが手掛けた。

事業報告

錦絵「薩州 西ノ海嘉次郎」
多色刷浮世絵版画。蜂須賀国明画。
国明は、相撲絵を得意としていた。

せんだい宇宙館・寺山いこいの広場

寺山秋まつり

展示資料は、昨年４月に鹿
児島県指定有形文化財に指定
された「里八幡神社の大般若
波羅密多経」（全600巻）の
ほか、川内に伝わる仏像、第
１６代横綱力士で現薩摩川内
市高城町出身西ノ海嘉治郎の
錦絵、明治期の絵はがきなど
を紹介しました。
（学芸員 出来久美子）

日 時：11月24日（日）10：00～16：00
場 所：せんだい宇宙館・寺山いこいの広場
来館者数：149名

日頃よりご利用の方々への感謝を込めて、家族一緒に寺山で楽しん
でいただけるゲームや工作のイベントを開催しました。午前中は激し
い雷雨でしたが、ご来館いただき誠にありがとうございました。

科学実験・ガウス加速器
磁石を使った加速装置の原理を解説

缶バッジ工作 子どもたちに大人気！

日食メガネ工作
完成した後は、12月26日の日食に備え、太陽を観察してみました

場 所：川内まごころ文学館

多目的映像ホール

昭和26年
（1951）

10：00～12：04

【監督】小津安二郎
【出演】原節子 笠智衆 淡島千景
三宅邦子 菅井一郎
東山千栄子 杉村春子

お正月
特別上映

妻よ薔薇のように 家族はつらいよⅢ 1/19（日）

1/18（土）

麦秋

婚期を逃した娘を心
配する父と、意に介さ
ない娘。絶妙な間と
台詞がコミカルな小
津作品。

1/5（日）14：00～15：55

釣りバカ日誌9
平成9年
（1997）

【監督】栗山富夫
【原作】やまさき十三 北見けんいち
【脚本】山田洋次 朝間義隆
【出演】西田敏行 三國連太郎
浅田美代子 風吹ジュン
小林稔侍

東シナ海の楽園
甑島での投げ釣
りを楽しむハマ
ちゃん。当市各地
でロケ撮影され
た作品。

【監督・原作】山田洋次
【出演】橋爪功 吉行和子
西村まさ彦 夏川結衣
中嶋朋子 林家正蔵
妻夫木聡 蒼井優

冬の子ども
映画会

平田家の長男の嫁史枝のヘ
ソクリが盗まれた。
これをきっ
かけに史枝は家出してしまう。
主婦の不在に家事が滞り、平
田家は大混乱となる。

1/13（月/祝）11：00～12：00

手ぶくろを買いに（15分）
トムとジェリー（10分）
ブレーメンの音楽隊（23分）
どなたでも
ご覧いただけます
ブレーメンの音楽隊

手ぶくろを買いに

＊定員：先着95名/車いすスペースあります/入場無料

開場は30分前です

＊入館料が必要です

川内まごころ文学館 トピック展示

里見弴大寒忌コーナー
1/15（水）～1/26（日）
里見弴の命日
「大寒忌」にちなみ
ゆかりの出来事と資料を紹介します。

場 所：川内まごころ文学館 2階常設展示室内

明治時代の薩摩川内
12/3日（火）～3/29（日）
江戸から明治になり、
どのように移り変
わってきたのかをパネルで紹介します。

場 所：川内歴史資料館 1階ロビー
写真説明：
「太平橋架橋碑」
太平橋は明治8年、川内川で初めての架橋。これにより
歩いて川内川を渡ることが可能となりました。

紙で作る竹とんぼ

1/4（土）10：00～15：00

どなたでも無料で、自由に参加できます。
（小学2年生以下は、保護者同伴）
材料がなくなり次第終了
場所：川内歴史資料館 受付前スペース

川内歴史資料館 歴史講座

幕末維新期の政局における
西郷隆盛と島津久光の関係性について
2/9（日）13：30～15：00
講

事前申し込みはいりません
川内歴史資料館・川内まごころ文学館

お正月無料開館

1/3（金）～1/5（日）

どなたでも無料でご覧いただけます。
＊どなたでも無料で参加できます

お正月遊び

1/3（金）～1/13（月/祝）

9：00～16：30

場所：川内歴史資料館 研修室

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

＊無料でご覧いただけます

川内歴史資料館 トピック展示

川内歴史資料館 工作ひろば

川内歴史資料館

10:00～12：03

平成30年
（2018）

師：市村 哲二氏（鹿児島県歴史資料センター黎明館
調査史料室勤務 学芸専門員）

場 所：川内歴史資料館 研修室
対 象：どなたでも可
定 員：先着50名
受講料：200円（資料代）

申込方法：電話、来館
申込期限：〜2/8（土）

川内歴史資料館・川内まごころ文学館

＊入館料が必要です

冬休みチャレンジクイズ

12/21（土）～1/5（日）
展示を見ながらクイズに挑戦！
参加者にはプレゼントがあります。

■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

開館時間/9：00〜17：00 休館日/月曜日
（祝日の場合は翌日）
年末年始は12/29〜1/2は臨時休館、1/3より通常開館

事業報告

いきいき生涯学習事業

中国茶道体験
～工夫式茶器で高級烏龍茶を淹れてみましょう～

日 時：11月14日（木）13：30～15：30
場 所：川内文化ホール 第2会議室
講 師：丸山 真由美氏（中国国家認定茶芸師）
参加者数：20名

発酵や製法の違いで緑茶、白茶、黄茶、青茶、紅茶、黒茶の6種類に分類される中国茶。香りを楽しむ中
国茶の世界を、中国茶道の工夫式茶器で体験する講座を開催しました。
講座の前半では、茶葉に香りを添加するジャスミン茶やハマナスの蕾入りのメイクイ茶、発酵に時間をか
けるビンテージ・プーアール茶など、それぞれの特徴などを紹介いただきました。後半では、茶盤、茶海、
茶壺などの茶器を使って台湾産の凍頂烏龍茶（青茶）を淹れ、1煎、2煎、3煎と変化する味と香りを聞香杯
で確かめました。続いて、中国広東省のライチ紅茶、雲
南省のプーアール圓茶（黒茶）を淹れました。
中国茶道を通じて、多様なお茶文化に触れ、楽しんで
いただけたようでした。

聞香杯は2つ1組。背の高い杯で香りを楽
しみ、もうひとつでお茶を飲みます。

茶うけは、安渓鉄観音烏龍茶のパウンドケ
ーキ、
ドライバナナ、かぼちゃの種、山査子。 講師による中国茶道の披露。工夫式茶器の茶盤でウーロン茶を淹れました。

いきいき生涯学習事業

季節のお菓子作り
10：00～12：00
2/6（木） 1回目
2回目 13：30～15：30
場 所：国際交流センター・調理室
定 員：先着16名×2回
対 象：18歳以上の方
参加料：500円（材料代）
持参品：エプロン、三角巾など
申込方法：電話、来館
申込開始：1/14（火）9：00〜

1回目10：00〜12：00
フランスの伝統菓子「ウィークエンドシトロン」ほか
無料託児あります
対象：6ヶ月以上の未就学児
＊同伴はできません。託児をご利用ください。

編集後記
令和初めての正月を迎え、あけましておめでとう
ございます。今年の干支は子（ね・ねずみ）。新しい命が創
造され、子孫繁栄に縁起がよいとされます。
干支といえば子丑寅（ね・うし・とら）などの十二支と思
われますが、本来は天体を12等分した十二支と、五行
思想に基づく甲乙丙（こう・おつ・へい）などの十干（じっかん）と
を組み合わせた60種が干支です。十二支は、そこに
漢字や動物をあてはめたことから始まり、月、時刻、
方角にも使われていた身近なものでした。
現代でも伝承されている古来よりの習わし。次の
世代へも引継いでいければいいですね。（永田）

2回目13：30〜15：30
中国風の蒸し菓子「馬拉糕（マーラーカオ）」
（写真）
パイナップルケーキ「鳳梨酥（フォンリースー）」

◆文化施設課◆ TEL：20-7570
対応時間/9：00〜17：00 （川内文化ホール内）

