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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

特別企画展示

市民星空観望会

KAGAYA星空アート展
開催中～10/30（日）まで

中秋の名月観察会
9/15（木）

18：45〜21：00
＊最終入館20：30

参加者先着100名様に「お月見団子」
プレゼント！
雨天・曇天は内容を変更します
場 所 展示室
入館料が必要です
（C）KAGAYA

事業報告

場 所 観測室
入館料が必要です
日

夏休み科学工作教室

ロウソクで動くポンポン船

時：7月30日（土）
1回目 10：00～12：00
2回目 13：30～15：30
場 所：少年自然の家 ふれあい工房
参加者数：各30名×2回 60名

蒸気機関の原理を学び、ロウソ
クの熱で動く木製の船を作りまし
た。夏休み工作教室は、毎年人気
の企画で、今回は受付開始日に定
員となりました。
出来あがった船をプールに浮か
べて楽しく遊びながら、学んだ原
理を体験できたようです。
◆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

図書館講座

ペットボトルで万華鏡を作ろう
ペットボトルを利用した万華鏡を作り、マスキングテープ
などで飾りつけをしま
した。
シールやリボンなど
の飾りを自分で持参す
る参加者がほとんどで、
楽しく作業し、個性的
な作品が完成し満足そ
うでした。
トピック展示
もののふ

武士の拠点を探る

～川内川流域の中世山城～

澁谷氏や島津氏等の武士の拠点として築かれた
川内川流域の中世山城をご紹介します。

9/13（火）～12/25（日）
場 所 川内歴史資料館 1階ロビー
（1階は無料でご覧いただけます）

峯ヶ城跡（高江町）

せんだい宇宙館

TEL：31-4477

日 時：8月4日（木）9：30～11：30
場 所：中央図書館 3階研修室
参加者数：23名

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

太平洋ひとりぼっち
昭和38年（1963）

原作
監督
音楽
出演

狂った果実

9/17（土）
14：00～15：37

昭和31年（1956）

原作
監督
音楽
出演

整理券配付
石原慎太郎
12：30より
中平康
武満徹 佐藤勝
石原裕次郎 津川雅彦
北原三枝 ほか

ⓒ1963日活株式会社

■問合せ先

☎ 25-5580(川内まごころ文学館)

9/19（月・祝）
14：00～15：58

昭和28年（1953）

原作 ダルトン・トランボ
監督 ウィリアム・ワイラー
出演 オードリー・ヘプバーン
グレゴリー・ペック ほか

（

川内歴史資料館
川内まごころ文学館

ⓒ1956日活株式会社

川内まごころ文学館

ローマの休日

（ ）

14：45～16：11

＊13：00よりシネマトークがあります

整理券配付
堀江謙一
13：30より
市川崑
武満徹 芥川也寸志
石原裕次郎 森雅之
田中絹代 浅丘ルリ子 ほか

◆敬老の日特別上映◆

9/18（日）

＊整理券配付13：30より
席数：95席（先着順）
/入場無料

）

敬老の日無料開館

川内歴史資料館

歴史講座

9/17（土）～9/22（木・祝）

古文書から読み解く中世山城

65歳以上の方は無料でご覧いただけます

9月24日（土）13：30～15：00

トピック展示

記憶をたどる戦時下のくらし

開催中～9/4（日）まで
場 所 川内歴史資料館 2階企画コーナー
入館料 大人200円 小中高校生100円
＊土日祝日は、小中高校生は無料

問合せ先

川内歴史資料館

場
講
定

所
師
員

川内歴史資料館 研修室
吉本明弘（当館学芸員）
先着50名
＊申込が必要です

受講料
申込方法
申込期限

200円（資料代）
電話、直接来館
9月23日（金）まで

TEL：20-2344

川内まごころ文学館

TEL：25-5580

教

室

名

日

時

場

所

続 楽しいフランス語教室

９/２７日（火）スタート 毎週火曜日
全１０回 １９：３０～２１：００

続 ステップアップ韓国語教室

１０/７日（金）スタート 毎週金曜日
全１０回 １９：３０～２１：００

続 中国語入門コース

１０/６日（木）スタート 木曜日
全１０回 １９：００～２０：３０

国際交流センター

子ども中国語会話教室

１０/６日（木）スタート 木曜日
全２０回 １６：３０～１７：３０

国際交流センター

English Advance Class（上級コース）

９/８日（木）スタート 木曜日
１９：３０～２１：００

国際交流センター

国際交流センター
国際交流センター

講

師

定

ラウフェンブルガ＝
橋渡よし江氏

１５名

厳 海玉氏

２０名

本市国際交流員
孫 誠氏
本市国際交流員
孫 誠氏

２０名

本市外国語指導助手

１０名

員

（先着申込順）
（先着申込順）
（先着申込順）

１０名

※上記語学教室の日程は、祭日・年末年始などで休講になる日がありますので、詳細は事務局までお問合せください。

○受講料

２，０００円（ただし、本協会会員の方は無料で複数の講座を受講できます。）
＊入会は随時受付 年度会費２，０００円

世界の家庭料理教室

「ベトナムの家庭料理を作ってみましょう！」日時：９月２５日（日）１０時３０分～１３時３０分
場所：国際交流センター
講師：グェン ティ ニュンさん（ベトナム出身）
参加費： 当協会員 ８００円 会員外 １，２００円
持ってくる物： エプロン、三角巾

◆申込・お問合せ先◆

事業報告

ベトナムの家庭でよく作られる揚げ春巻きなど
料理数品とベトナムについての話。

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
URL： http：//www.kssb-satsumasendai.com

夏休み書道教室

日

時：7月26日（火）
1回目9：30～11：30
2回目13：30～15：30
場 所：川内文化ホール 第2会議室
参加者数：小学生 3～6年生 29名
毎年恒例の書道教室を開催しました。書体による線の違いや集中
して丁寧に書くことなどを説明した後、それぞれの課題を練習。全
体のバランスに気を配り清書作品を書き上げました。
写真は午後の部

編集後記
毎年小学生を対象に開催している「夏休み書道
教室」で、参加者の作品を添削しました。書道教室
では「線の変化がない」「雑」「段の字でない」と毎
回厳しいダメ出しをされ続けている私ですが、講師
となると目が違うのか、「全体のバランスや太い細
いの変化に気を付けて」と言っていました。
「習字が苦手だから嬉しかった」「細かく丁寧に
教えてくれた」「楽しかった」などのアンケートを読
み、子どもたちに書の魅力を伝えられたと嬉しく、
同時にホッとしました。
書道教室は、私にとっても修練と学びの場となっ
ています。（永田）

