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せんだい宇宙館 市民星空観望会

＊入館料が必要です

「月面X」観察会
2/1（土）
19：30～21：00

宇宙館フェスタ
3/20（金/祝）10：00～16：00
・親子工作教室
・星つりゲーム
・太陽プロミネンスと金星を見よう！
（晴天時）
・入館者への花の苗プレゼント
・出店 ポップコーン ほか

場 所：観測室

雨天・曇天時は中止します
事前の申込は不要です

＊申し込み不要/無料

鹿大の天文学者と楽しむ宇宙の姿
3/22（日） 1回目11：30～12：30
2回目14：00～15：00

場所：せんだい宇宙館 ほか

入館料

宇宙や天文に関する基礎から最新情報までを
豊富な写真やCGを使って鹿大生がお話しします。

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

場所：薩摩川内市立少年自然の家

事業報告

＊入館料が必要です

花いっぱいの寺山で、一足早い春の一日を過ごしませんか

月面に現れる「X」の文字。
スマホで撮影できます！

せんだい宇宙館 天文教室

せんだい宇宙館・寺山いこいの広場

開館時間/10：00〜21：00

川内まごころ文学館 トピック展示

古木鐵太郎生誕120年記念展示

TEL：31-4477◆

休館日/毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）

日 時：7月23日（火）～12月22日（日）132日間
場 所：川内まごころ文学館 1階展示室内
観覧者数：344名

宮之城出身の作家・古木鐵太郎（こき てつたろう）の生誕120年の節目にあたり、その人生や作品を
取り上げました。志賀直哉や里見弴などの思い出を綴った『現代作家印象記』や代表作『紅いノート』
の解説、改造社を主宰した山本實彦との関係
性を紹介し、古木の人となりや作品に興味を
もっていただく機会になったようです。

児童向け『今昔物語』
（1977）古木鐵太郎・こきかおる編や古木の随筆などが
収録された『大正の作家』
（1966）など著作の数々。

事業報告

川内まごころ文学館

第9回まごころ児童絵画展

日 時：12月14日（土）～1月13日（月/祝）23日間
場 所：川内まごころ文学館 企画展示室
観覧者数：715名

今回は、2019年4月に開校した東郷学園義務教育学校も含め全27校にご参加いただき、264点の作品を展示しまし
た。来場者からは「子どもたちの個性ある絵を見て元気をもらえた」「いろんな賞がついていて面白かった」など
の感想をいただきました。家族や友人と来場される方が多く、児童絵画展の期間中に設置した「ぬりえコーナー」
と併せて、団欒のひとときを楽しんでいただけたようです。

ぬりえコーナー

場 所：川内まごころ文学館

多目的映像ホール

2/15（土）

女の一生

10：00～11：59

昭和42年
（1967）

【監督】野村芳太郎
【原作】モーパッサン「女の一生」
【出演】岩下志麻 栗塚旭 田村正和
竹脇無我 宇野重吉 左幸子
開場は30分前です

原作の舞台を戦後の
信州に変え、翻弄され
る女の人生を描く。
主人公 伸子を演じる
岩下の演技が光る。

2/16（日）

クイール

10:00～11：40

平成15年
（2003）

原作は実在の盲導犬の生
涯を描いたベストセラー。
一匹の子犬が訓練を経て、
立派な盲導犬としてひとり
立ちする感動の物語。

【監督】崔洋一
【原作】
「盲導犬クイールの一生」
【出演】小林薫 椎名桔平
香川照之 寺島しのぶ

＊定員：先着95名/車いすスペースあります/入場無料

＊入館料が必要です

川内まごころ文学館 特別企画展

川内歴史資料館 歴史講座

THE KAIZO 100th～改造社と作家たち～ 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
3/17（火）～5/17（日）
山本實彦をはじめ、島崎藤村、有島武郎、広津和郎、横溝正史らの
2/9（日）13：30～15：00
新収蔵資料も展示します

講

場 所：川内まごころ文学館 企画展示室

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）
＊無料でご覧いただけます

川内歴史資料館 トピック展示

明治時代の薩摩川内
12/3日（火）～3/29（日）
改造社宛書簡 島崎藤村ほか

川内まごころ文学館 まごころ文芸講座

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

名詩で味わう文学
2/23（日）

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。

＊無料で参加いただけます

川内まごころ文学館

15：00～16：30

文学ゆかりの里めぐり～改造社・山本實彦編～
3/28（土）13：00～17：00予定

明治から大正期に作られた唱歌や
童謡の作者などについて学び、
歌います

講師：齊藤 玲子先生（声楽家）
場所：川内まごころ文学館 多目的映像ホール
定員：先着50名
申込方法：電話、来館
申込締切：2/1〜2/22まで
受講料：100円（資料代）

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

さつま町、薩摩川内市内にある改造社・
山本實彦ゆかりの所を散策します。

集合場所：川内まごころ文学館
対 象：小学生以上
定 員：先着20名

■問合せ先

＊小学3年生以下は保護者同伴

申込方法：電話、来館
申込期限：3/3〜3/27

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）

令和元年12月4日、当公社は、第10号

薩摩川内市女性活躍推進企業として認定されました
１ 女性が継続して就労できる環境整備
２ 女性の積極的な登用やキャリアアップの推進
３ 男女ともに働きやすい職場を実現するための取組
当公社は、女性だけでなく男女ともに働きやすい職場環境づくりに取り組んでいます。

薩摩川内市女性活躍推進企業ロゴマーク

＊詳細は、当公社HPをご覧ください

事業報告

せんだい宇宙館

部分日食観察会

日 時：12月26日（木）14：00～16：30
場 所：せんだい宇宙館 2階観測室
参加者数：37名

日食は、太陽と地球の間に来た月の影が地球に映ることで起こる現象です。鹿児島では平成31年1月6日に
続き、今年は2回目となる部分日食でした。当日は生憎の空模様で、太陽が欠けていくようすを連続して観
察することは出来ませんでしたが、幸いにも、厚い雲の隙間から太陽が見える瞬間があり、部分日食の進行
を確認することができました。
太陽が雲に隠れ肉眼で観察できない時間
には、グアム島の金環日食のライブ映像を
パソコン画面に映しながら、日食のしくみ
を職員が解説しました。参加者の皆さんは
太陽が現れると、日食メガネを使って観察
し、歓声を上げ感動していました。

せんだい宇宙館では、14：12に食が始まり、15：27に食の最大（食分0.38）、16：32に食が終了しました。

事業報告

いきいき生涯学習事業

フラワーアレンジメント教室

日 時：12月26日（木）13：30～15：30
場 所：川内文化ホール 第3会議室
講 師：上妻 早苗氏（ヨーロピアンフラワーデザイン連盟講師）
参加者数：16名

毎年好評のフラワーアレンジメント教室を開催しました。
初心者に合わせたペースで進行し、花を挿す位置やバラン
スの調整などを講師がひとりひとりにアドバイスしながら、
お正月飾りに最適な作品を完成させました。
アンケートには、「先生も優しく丁寧だったので楽しく
できました」「楽しいうちにステキな作品が出来上がりま
した」「お正月もこれで華やかに玄関を彩れそうです」と
あり、参加者は楽しく作品を完成させ、出来栄えにも満足
されたようでした。

編集後記
1月17日、国際地質科学連合は、約77万4千～12万9
千年前の地質時代を「チバニアン（千葉時代）」と正
式に決定しました。日本列島は地殻変動が大きく、数
十億年もの古い地層がないとされ、日本の地名に由
来する名称がつけられるのは初めてです。
決め手となった地磁気逆転の痕跡は、地層に残留
した磁気を解析しますが、千葉県の房総半島はプレ
ートが沈み込む真上で、海底の地層が隆起しやすか
ったのだそうです。2017年の申請以来、地道にデータ
ー収集・検証を重ねた日本の研究チームによる努力
が実を結んだ明るいニュースでした。（永田）

