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薩摩川内市立少年自然の家･せんだい宇宙館

共催事業

☆花の苗プレゼント☆

少年自然の家・せんだい宇宙館

各施設先着各300名様

木

●共同企画●

１

・巨大シャボン玉（雨天中止）
・幼児が遊べるコーナー

楽しいよ!

スタンプラリー

2

ステキなプレゼントがもらえるよ！ 各施設先着 150名様（子供のみ）

フリーマーケット
リサイクルへの挑戦！掘り出し物を探そう。

特別料金
☆特別企画☆
・「よろい・かぶと を着てみよう｣
協力：丸武産業
協力：陸上自衛隊川内駐屯地

☆体験コーナー☆（無料）
・宇宙体感「プラネタリウム｣
11:10，13:10，14:10

☆特別ゲスト☆
・「奇術パフォーマンスショー｣
10:30，12:30，14:00

・「自衛隊員の仕事を知ろう」

3回上映

・パークゴルフ（午前/雨天中止）
・自転車モトクロス（午後/雨天中止）
☆自然の素材を生かした創作体験コーナー☆
好きな絵を
・世 界 に 一 つ の 「陶芸絵付け」
書いてね。
・ふ し ぎ な 感 触 「スライム」
・記 念 に 作 ろ う 「プラホビー」
・手 作 り の 「レザークラフト」

３回上演

鹿児島大学奇術同好会

・「液体窒素実験・真空ポンプ実験」
協力：日本宇宙少年団

☆ 豪 華 賞 品 を ゲ ッ ト ウルトラクイズ大会
11:30，13:30

2回実施 （雨天中止）

☆きみも釣り名人 こいのぼり釣りゲーム
☆ 寺山うさぎさんの バルーンアート （有料）
☆宇 宙 体 感☆きみもチャレンジ！
晴天時

『お仕事体験!』「太陽プロミネンス」

の

み

☆工作コーナー☆（無料）
・「リングリンググライダー」
・「ストローロケット」
広場で飛ばして遊ぼう！

☆おやつ・出店☆（有料）
・水ヨーヨー
・ダンボールオーブンクッキー
・スーパーボールすくい ・ふわふわ わたあめ
・ポップコーン
・観光物産協会による出店
●いこいの広場 ： ポニー乗車&乗馬もあります !
■問合せ先■

小中学生 無料
高校生以上350円

薩摩川内市立少年自然の家 TEL:0996-29-2114

無料送迎バス

をご利用ください

区間
時間

寺山いこいの広場駐車場〜
国際交流センター駐車場
9：30 〜 15：30（15 分間隔）
＊ただし、12 時〜 13 時は運休

せんだい宇宙館 TEL:0996-31-4477
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◆せんだい宇宙館◆

休館日：月曜日 休日の場合は翌日

ウィークエンド工作

特別企画展示

ペーパーロケット
5/21（土） 13時～16時

KAGAYA星空アート展
6/1（水）～10/30（日）まで
星座やギリシヤ神話のアート
で世界的に活躍するKAGAYA
氏の作品展示。氏による天体
写真も紹介します。
場 所 展示室
入館料が必要です

先着25名
申込不要

完成したら、発射台から
飛ばしてみよう！
場 所 ロビー
参加料 50円
入館の方は無料

（C）KAGAYA

＊1人1セットのみとなります

スコーピアーズ

☆プレゼント☆
「特製しおり」
・・・期間中、入館の方（小学生以上）
「特製缶バッジ」
・・・年間券ご購入の方

KAGAYA氏プロフィール

（C）KAGAYA

事業報告

埼玉県生まれ。豊富な天文知識と
卓越したアートセンスで、宇宙と
神話の世界を描くデジタルペイン
ティングの世界的先駆者。

マドンナ・ブルー

たけいさきよ まあるい星展

会 期：11/25（水）～4/10（日）119日間
場 所：せんだい宇宙館 展示室
入場者：3,053人

山梨県在住の天体写真家 武井咲予さんによる天体写
真展を開催しました。四角い写真と違う独特の柔らかな
雰囲気の円形の写真に見入られる方や添えられた言葉へ
の共感も多かったようです。
入館者プレゼントの「まあるい写真のポストカード」
も大変好評でした。武井氏から借用のピンズ
や切手・シールなどの可愛らしい天文グッズ
にも注目が集まっていました。
入場の皆さまは、デジタルと違う雰囲気を
堪能され、また、星空を身近に感じていただ
機会となったようです。
◆入館料◆ 小・中学生300円 高校生以上500円 ＊未就学児は無料

事業報告

文学ゆかりの里めぐり

せんだい宇宙館

TEL：31-4477

日 時：3月27日（日）13：00～17：00
場 所：いちき串木野・羽島方面
参加者：20人
今回は、生誕から130年を迎える羽島出身の歌人
萬造寺斉の生誕地や歌碑の建つ羽島崎神社のほか、
薩摩藩英国留学生記念館、長崎鼻公園の柳原白蓮
歌碑を訪れ、歴史と文学に浸った半日となりました。
～アンケートより～
「萬造寺生家ははじめて行きました。またゆっくり
訪れてみたいです。歌もよんでみたいです」「若き
薩摩の意気に触れ、斉や白蓮の歌にこめた温かき思
いに感じ入ったいい旅でした」「萬造寺は知らなか
った。いい勉強になりました。近くに、文学に関す
る人多いですね」「白蓮碑、一度来ているのですが、
詳しいも説明あり、とても良かったです」

席数：95席（先着順）/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）

波の塔

5/21（土）
14：00～15：39

昭和35年（1960）

原作
脚本
監督
出演

松本清張
沢村勉
中村登
有馬稲子 津川雅彦
桑野みゆき 南原宏治
石浜朗 ほか

森の石松
平成4年（1992）

脚本 金子成人
監督 井上昭
出演 中村勘九郎（十八代目中村勘三郎）
古谷一行 火野正平
中村玉緒 ほか

ⓒ1960松竹株式会社

ⓒ1992松竹株式会社

☎ 25-5580(川内まごころ文学館)

■問合せ先
◆GW特別上映◆

5/1（日）
10：30～12：06

＊整理券配布10：00より
川内まごころ文学館
席数：95席（先着順）/入場無料

氷の下に恐竜ワールド出現！
シドが3匹のティラノ・キッズの
ママになっちゃう？？？

アイス・エイジ３
ティラノのおとしもの
平成21年（2009）

声の出演
マニー（マンモス）山寺宏一
シド（オオナマケモノ）太田光
ディエゴ（サーベルタイガー）竹中直人
ほか

川内歴史資料館

氷河期に暮らす、マンモスの
マニーはパパになる準備中。
ある日、シドが発見した3個
の卵から、絶滅したはずの
恐竜ティラノサウルスが孵化。
母ティラノが現れ、子供ティラ
ノとシドを連れ去ってしまう。

歴史講座

-高千穂峯の逆鉾と神社・祠に奉納された鉄鉾の実態場所 川内歴史資料館 研修室
日時 5月28日（土）13：30～15：00
講師 新東晃一先生（南九州考古学研究所所長）
対象 一般
定員 先着50名
受講料 200円（資料代）
申込方法 電話、直接来館
申込期間 4月30日（土）～5月27日（金）

古文書教室

＊5/2（月）
は特別開館

川内歴史資料館と川内まごころ文学館
燻蒸に伴う臨時休館

５/１７（火）
害虫駆除及び予防のため

トピック展示

神社・祠に奉納された
鉄鉾の歴史を探る！

事業報告

5/22（日）
14：00～15：34

工芸～花鳥～

生誕100年を迎えた帖佐美行（1915～2002）
の作品や花鳥を題材とする漆工や金工等の
作品を展示します。
場 所
期 間
観覧料

川内歴史資料館 第2展示室
5月10日（火）～6月5日（日）
大人200円
小中高校生100円

＊土日祝日は、小中高校生は無料

静風唱

日 時：3月5日（土）、12日（土）、13日（日）、19日（土）
10：00～12：00 全4回
場 所：川内歴史資料館 研修室
講 師：1・2回目 吉本明弘（川内歴史資料館学芸員）
3・4回目 荒田邦子氏（鹿児島純心女子大学非常勤講師）
受講者：15人（のべ56人）
当館収蔵の資料を中心に、中世から近世の古文書を取り上
げ、歴史的背景を説明しながら解読しました。中世は新田神
社に伝わる国指定重要文化財の新田神社文書、近世は幕末薩
摩藩の洋式船建造にたずさわった二ノ方良右衛門関係史料や
綿船焼失事件（長崎丸事件）が書かれた古文書などを取り上
げました。
受講生が自分で古文書を解読する時間があり、くずし字の
難しさに戸惑っているようでしたが、古文書を通して歴史の
面白さに触れてもらう良い機会となりました。

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

語学教室受講生募集
語学教室受講生募集
教室名

楽しい
フランス語教室
ステッ プアッ プ
韓国語教室
楽しい
スペイン語教室
子ども
ニーハオ教室
中国語
入門コース
中国語
初級コース
中国語
中級・上級コース

☆語学教室受講料

日程
５/１０（火）～７/１２（火）
火曜日 １０回

19：30～21：00
国際交流センター

ﾗｳﾌｪﾝﾌﾞ ﾙｶﾞ =橋渡よ し 江氏

５/２０（金）～７/２２（金）
金曜日 １０回

19：30～21：00
国際交流センター

厳

13：30～15：00
国際交流センター

木村陽子氏

５/１２（木）～７/２８（木）
木曜日 １０回

16：40～17：30
国際交流センター

孫誠

市国際交流員

身近な 単語やあ い さ つ 、 中国語のリ
ズ ムを 遊び やゲ ー ム な ど を 通し て 身
に 付ける。

６/２（木）～８/４（木）
毎週木曜日 １０回

19：00～20：30
国際交流センター

孫誠

市国際交流員

初め て 中国語を 習う 方、 基本を 学習し た
い 方を 対象に 発音や簡単な 会話を 学ぶ。

６/１７（金）～翌年３月
第１・３・５金曜日 ２０回

19：00～20：30
国際交流センター

孫誠

市国際交流員

ピ ン イ ン （ 発音記号） が読め て 、 簡
単な会話ので き る 方。

（中級）14：00～15：30
（上級）19：00～20：30 孫誠
国際交流センター

市国際交流員

初級終了又は同等レ ベ ルの方を 対象に 、
聴く ・
話す ・ 書く のレ ベ ルア ッ プ を
目指す 。上級は、 使え る 中国語の習得を
目的に 実践的な 学習。

６/１（水）～１０/５（水）
第１・３・５水曜日 １０回

６/１５（水）～翌年３月
第１・３・５水曜日 ２０回

時間・ 場所

講

師

海玉氏

内

容

日常会話のレ ベ ルア ッ プ と フ ラ ン ス
の文化や今を学ぶ。
挨拶な ど の簡単な 日常会話、 ハン グ
ル文字の基礎は勉強し た け れど も っ
と レ ベ ルアップしたい方。
身の回り の単語、 簡単な 会話、 基本
と なる 文法の学習と ス ペ イ ン 語圏の
話題な ど楽し みな がら 学び ま す 。

受講料：2,000円（ただし、本協会員は無料） ※本協会への入会は、随時受付けています。（年度会費2,000円）

ドがおくる
米国空軍太平洋音楽隊－アジア
のビッグバン
カ
リ
メ
ア
場
本
い！！
ズの
パシフィック・ショーケース フレンドシップ コンサート
スイングジャ ンサートをお楽しみくださ
Pacific Showcase Friendship Concert
素晴らしいコ
日時：６月２５日（土）
入 場 料 ：一般1,000円 高校生以下500円
開場１８：００ 開演１８：３０
チケット発売所：国際交流センター・川内文化ホール

◆申込・お問合せ先◆ 薩摩川内市国際交流協会（薩摩川内市国際交流センター内）
TEL:0996-22-7740 FAX：0996-22-7730 E-mail:kssb@ninus.ocn.ne.jp

桜の苗木をご寄贈いただきました
桜の苗木を御寄贈
3月22日に薩摩川内造園技術協会加盟の7社様より、公社の
管理施設の公園に桜の苗木を植樹していただきました。
各社の皆様に、心より感謝を申し上げます。
植樹公園

中郷上池
向田公園
清水ヶ岡公園
寺山いこいの広場
天神池展望所
丸山公園

60本
20本
40本
20本
20本
40本

加盟団体 石走造園株式会社
敬称略
有限会社小原松覚園
順不同
株式会社セグチ
有限会社川内林業
有限会社拓美庭苑
中越物産株式会社
有限会社村岡産業

編集後記
4月14日の夜、携帯電話の地震速報が鳴り、間を
空けずにぐらりと床がゆれました。それから連日、
山崩れや建物崩壊などが報道されています。
避難所となっている由布市の小学校が映像で映
されるのを見て、そこで体験した大分中部の地震
を思い出しました。昭和50年4月、九州横断道路の
小田野池料金所が倒壊したことが、今でも強く記
憶に残っています。
余震や誘発された断層での地震も発生し、いつ
まで続くのか不安な毎日です。被害を受けられた皆
様には謹んでお見舞い申し上げます。一日も早い復
旧を願ってやみません。（永田）

公園施設課

TEL：25-8282

