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【写真は2014年寺山の桜です】

春爛漫❀ 寺山は、毎年、多くのお花見客で賑わいます。
また、広場内の花壇には季節ごとにお花が植えかえられ
色とりどりの花と緑を楽しむこともできます。

少年自然の家共催

4/4 土

※ 雨天・曇天時は
中止となります。
18：45～23：00
要

皆既月食観察会

せんだい宇宙館・観測室
月食の終了まで、開館時間を延長して、
観察会を行います。 解説を聞きながら
一緒に観察しませんか！
欠け始めから終了までの全過程を見る
ことができる条件の良い皆既月食です。
色の変化の美しい天文現象を
スケッチして記録してみましょう。

■問合せ先
☎ 31-4477(せんだい宇宙館)

皆既月食10分毎の撮影/2014年10月8日18h10m～21h50m

【内 容】＝木星及び冬、春の星空を中心とした観察と解説です。
皆既月食とは？
太陽、地球、月が一直線上に並び、月が地球の影に完全に進入した状態をいいます。
月食が起こると、月はなぜ赤くなるの？
地球の影に入るにつれて、月は徐々に暗くなりますが、真っ黒ではなく赤味を
帯びた色に染まります。これは、地球に大気があるためです。太陽の光が地球
の大気を通過する際、散乱されにくい赤い色だけが残り、 さらに、大気の屈折
により赤い光は影の内側にまで曲げられて、月をほんのり赤く照らすのです。
今回の皆既月食の時間は？
およそ、3時間30分の天体ショーです。
欠け始め(19時15分) 皆既の始まり(20時54分） 食の最大は（21時00分),
食の終わり(22時45分)

4/18

土 13：00～16：00

○定員/先着25名
(申込み不要）
○参加料/50円
（一人1セット）
※入館の方は免除

「ミニロケット」
「ミニロケット」
を作ろう！
フィルムケースを使ってミニロケットを
作ります。燃料には入浴剤を使った簡単
なロケットです。本物のロケットの仕組
みの勉強にもなります。

4/29

川内まごころ文学館

水・祝

10：30～11：00

絵本は未知と冒険の
世界の宝庫です。
＊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
＊内容 読み聞かせボランティアグループ
「おはなしグループまごころ」に

絵本の読み聞かせ中、聞いている子どもの脳が
活性化し、表情豊かでやる気を作りだします。
空想の世界を楽しむ中で、言葉の発達やコミュニ
ケーション能力が、備わります。
集団での読み聞かせは喜びと楽しみを導きます。

よる絵本の読み聞かせや、手遊び
歌、パネルシアターなど
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4/29 ～ゴールデンウィーク期間中＝無料開館
水・祝

9：00～17：00

(入館は16：30まで)

■問合せ先 ☎ 25-5580(川内まごころ文学館) ☎20-2344(川内歴史資料館)

座席数95席/車いす席あります。 13：30開場（映画に限り、入館料は必要ありません）

4月19日(日) 14:00～15:27

4月18日(土) 14:00～15：23

「鐘の鳴る丘 第二篇 修吉の巻」

「鐘の鳴る丘 第三篇 クロの巻」

松竹

【原作】菊田一夫 【脚本】斎藤良輔
【監督】佐々木啓祐
【出演】佐田啓二 高杉妙子 井上正夫
徳大寺伸 ほか

松竹

【原作】菊田一夫 【監督】佐々木啓祐
【脚本】斎藤良輔・中村長郎
【出演】佐田啓二 森川まさみ 高杉妙子
ほか

■問合せ先 ☎ 25-5580(川内まごころ文学館)

◆募集期間◆

平成27年度川内まごころ文学館上期

4/1水 ～ 15 日 水

「まごころ文芸講座」受講生募集！

※消印有効

★お申込は必ず往復はがきでお願いします。
電話や FAX、直接来館での申込はできません。
なお、はがき1枚につき1名のみご記入ください。
※定員を超える応募があった場合は抽選となります。

★講座受講料として、受講決定後、初回時に共通
パスポートをご購入いただきます。（お持ちでない方）
※共通パスポートで、文学館・歴史資料館の常設展示、
特別企画展を何度でもご覧いただけます。
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【薩摩狂句作品例】

平成 年 月 日
第 七回
初心者のための薩摩狂句

お題『見事』

高崎貞年

しわ

事業報告① 2/1 ～ 3/1

《天》

ふ

深け皺い
きざ
よわい
刻んだ齢
つら
み ご
美事て面

迫 美和子

まえ

《地》 迫 美和子
どうそうかい
同窓会
み ご
見事て
ぬい
塗いくだ
ばば
かい
婆ん会

《人》

おや

姑ん前
み ご
し ばい
見事て芝居の
よめ
しょさ
嫁ん所作

きれいな字が書きたい …
くせ字を直したい …
魅力ある文字を目指し
てみませんか！

【美文字例】

★身体障害者手帳をお持ちの方は、教材費として、
500円いただきます。所持されている方は申込み
はがきにご記入ください。

【報告 まごころ文学館】

「クロニクル」とは
開期中の入館者は、
「年代記・編年史」
約1000人の方にお越し
という意味です。
いただました。
当館の顕彰者である改造社・社長山本實彦の人生を慶應義塾大学図書館が所蔵する實彦の取材メモや
直筆原稿とともに紹介しました。そのほとんどが初展示公開ということもあり、お客様
には興味深くご覧いただけたようです。「名前とだいたいの業績は知っていても
資料を拝見すると感じ方も違いました」「山本實彦についてはいくらか知ってい
たが、今回の展示を見て實彦の生きた時代、素質、人物、活動がよく理解でき
た」「山本實彦氏の業績を拝見して、川内にもすごい人がいたものだと感動を
覚えます」といったお客様の声もいただき、郷土の偉人山本實彦についてより
深く知っていただく機会となったようです。ご来場ありがとうございました。

事業報告② まごころ文芸講座

3/15

平成26年度
ヤスヨオカモトの smart朗読銅座
修了朗読会

第1部は、11名の受講生による個人発表でした。子どもが幼
少の頃、よく読み聞かせしていたという本や、大人になって
出会った大切な本など、お気に入りの1冊を、感情豊かに朗
読されました。
第2部では全員による『泣いた赤おに』のリレー朗読。
お客さんの前での朗読に、緊張気味の皆さんでしたが、作
品への思いを各々の表現で朗読されていました。
最後は講師である岡本安代先生による絵本『つみきのいえ』
の朗読もあり素晴らしい朗読会となりました。

日

第30回 国民文化祭・かごしま2015

FMさつませんだいに於いて番組放送中！

＝薩摩川内こころの川柳
「ここせん」= 第２・４土曜日 10時〜10時30分。お楽しみに〜

＊番組内で川柳を募集しています。 月間賞を目指して、
どしどしご投稿ください。
10月31日(土)～11月15日(日)
＊薩摩川内こころの川柳大会/薩摩川内市(会場：入来文化ホール)

「川柳つばさ」2015年3月 第81号「つばさ」より／入来わくわく番傘川柳会

「申告に
砂糖や塩も
入れて書く」

まちの掲示板

出水 …
八木田 一寸坊
…

「政治家の
言葉はいつも
使い捨て」

川内 …
上原 康典
…

多くの人が新年度の訪れに期待を持ってお過ごしかと
思います。団体生活に於いて肝心なことは、起こって
もいない事を心配したり、想像・妄想の世界を作らな
い事。また「いい人」を演じ過ぎる余りストレスを感
じてしまう＝『ナイスガイシンドローム』症候群なる
ものに陥らないようにしたいものです。
知人の川内弁に纏わるお話を思い出しました。
鹿児島市内で、県内各地から集合しての新入職員の宿
「
泊研修での事。朝、顔を合せた時「おはようせ～ん。
川内では語尾に『せん』を付けるんだったよね。」と
言われ大笑いしたそうです。また、もう一人は、都会
で美容師を目指していた時「椅子に深く掛けてくださ
い。」と言うつもりが、咄嗟に「なんかかってくださ
い。」と言ってしまい、お客様に「えっ？
何を買って欲しいの？」 (+_+)
失敗も Editor
Ｔ．Ｓ
あります。笑いとばしていきましょう。

「香り立つ
春の花かげ
まわり道」

東京 …
永田 りりこ
…

「年金の
妻は一人で
遊んでいる」

伊集院 …
上原 しず香
…

「じゃじゃ馬を
馴らせず今も
飼っ
ている」

川内 …
外園 ピアノ
…

…4月になると…

