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市民星空観望会
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月面Ｘ観察会
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この日だけ エックス
月面に現れる「X」の文字を見よう！
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C h a l l e n g e r

月を調べる
～これまで の挑戦の歴史～

＊スマートフォンでも
撮影できます

再び月へ

画
展

月のナゾ
～なにが私たちをひきつけるのか？～

～これから の挑戦～

HAKUTO の紹介
～民間による月探査へ～

T o

Th e

M o on

月球儀（イメージ）

開催中-2017.4.16（Sun）
協 力 ：（株）i s p a c e

場 所
入館料

小学生以上の入館者に
ペーパクラフト月球儀をプレゼント！

期間中HAKUTO
オリジナルグッズを販売

せんだい宇宙館

鹿児島での店頭販売は
せんだい宇宙館だけ！

せんだい宇宙館 ℡0996 -31 -4477

※写真の商品は一例です。在庫状況などにより、取り扱う商品が変更となる場合があります。

【入館料】大人500円 小人300円 ＊未就学児は無料・身障者は免除
【年間入館券】大人1,000円 小人500円

市民星空観望会

HAKUTO ペーパークラフト

水星観察週間

せんだい宇宙館 観測室
小・中学生300円
高校生以上500円

特別開館
振替休館

3/20（月・祝）
3/21（火）

HAKUTO ピンズ

3/24（金）～4/9（日）
18：45～19：15

太陽の近くに軌道を持ち、限られた時期にしか観測
できない水星を季節の星座解説とともに観察して
みませんか。
場 所
入館料

せんだい宇宙館 観測室
小・中学生300円
高校生以上500円
◆せんだい宇宙館◆

事業報告

天文教室

鹿大生と楽しむ宇宙の姿

国内でも有数の天文学研究をしている鹿児島大学。その
宇宙についての最先端の研究を、コンピュータ・シミュレ
ーションを使いわかりやすくお話しいただきました。
今回の内容は、日食や月食の仕組み、太陽系の惑星の
軌道、さらに恒星までの距離の解説などで、想像しにくい
広い宇宙を、視点や時間の設定を変えて映像化して見せて
いただきました。教室終了後にも多くの質問があり、とて
も濃密な時間となりました。参加者の中には低学年の児童
もおり、その熱心さが伝わってきました。
教室の後、宇宙館で開催中の企画展「月への挑戦者」の
ガイドツアーも行い、引き続き多くの方に参加していただ
きました。

日

TEL：31-4477

時：1月21日（土）1回目11：30～12：00
2回目15：00～15：30
場 所：薩摩川内市立少年自然の家 視聴覚室
講 師：鹿児島大学理学部物理科学科半田研究室
半田利弘先生及び学生
参加者数：37名

席数：95席（先着順）/車いす席あります。整理券配付13：30 （映画に限り入館料は必要ありません）

3/18（土）
14：00～16：43

五瓣の椿
昭和39年（1964）

殺しの現場に椿が！文芸物の時代劇

原作
監督
出演

14：00～16：13

平成25年（2013）

原作は2012年本屋大賞第一位

山本周五郎
野村芳太郎
岩下志麻 加藤剛
左幸子 岡田英次
ほか

原作
監督
出演

三浦しをん
石井裕也
松田龍平 宮﨑あおい
オダギリジョー
黒木華 ほか

ⓒ1964松竹株式会社

■問合せ先

3/19（日）

舟を編む

ⓒ2013松竹株式会社

☎ 25-5580(川内まごころ文学館)

トピック展示

3/7（火）～4/9（日）

有島武郎、里見弴、永井荷風、
芥川龍之介らの”円本”が刊行
されました。

改造社の経営危機を救い”円本ブーム”の火付け役と
なった『現代日本文学全集』をご紹介します。

場 所：川内まごころ文学館 1階常設展示室内
入館料：大人300円 高校生以下150円
＊土日祝日は小学生〜高校生入場無料

むかしむかし、川内川のほとりで倉野の里人が釣り
糸を垂れていました。すると川上から一人の美しい
気品ある男の人がゆらゆらと川波にゆられてくだっ
てきました。見れば、大きな稲穂の舟です。見つめて
いるとその船が転覆してしまいました。それを見た
里人は・・・
民話『稲穂神社』より
ニニギノミコト
民話『稲穂神社』より

問合せ先

事業報告

川内歴史資料館

いきいき生涯学習事業

季節のお菓子作り

円本とは？

昭和初期に一冊一円で発売された全集物。
改造社は大正15年11月、
「世界一の『現代
日本文学全集』出づ」
という告知を出します。
1冊1円という安価で売り出され、
「円本」
と
呼ばれました。

トピック展示

ふるさとを知る～川内川と民話～
本市を流れる鹿児島県一長い川内川と
ゆかりのある民話をパネルでご紹介します。

開催中
～6/4（日）

場 所：川内歴史資料館 1階ロビー
入場料：無料で観覧できます

TEL：20-2344

川内まごころ文学館

TEL：25-5580

日

時：2月7日（火）1回目10：30～12：00
2回目13：30～15：30
場 所：国際交流センター 調理室
参加者数：28名

シフォンケーキ

バレンタインデーにちなんで、紅茶のシフォンケーキとチョ
コクランチバーを作りました。参加者からは、材料や手順へ
の質問も多く、メモを取りながら熱心に受講されていました。
家庭での手作りの良さや楽しさを体験していただくよい機
会となったようです。

シフォンケーキが縮まないよう、瓶に逆さに刺して冷ましました。その間に
カットしたクランチバーをひとつずつラッピングしました。

◇参加者アンケートより◇
「早速、家で作ってみます」
「いいきっかけになった」
「チョコバーのラッピングが
楽しかった」「一度ちゃんと
習いたいと思っていた」

語学を学ぶ、異文化を知る、体験する、

国際交流には様々な出会いが詰まっています。
受講者募集

会員募集

日本と中国、お互いをもっと知ろう！
開催日：平成２９年３月１１日（土）
１３時３０分～１５時００分
場 所：薩摩川内市国際交流センター
講 師：孫 誠氏（本市国際交流員 中国常熟市出身）
講座概要
・中国の現状（生活スタイル、コンビニ、アニメ、教育など）
・日中カルチャーショック
・１年間の滞在をとおして感じたこと見えたこと
・友好都市交流などについて

国際交流協会会員募集のお知らせ
国際交流協会では、年間をとおして様々な事業を実施
しています。

外国の文化に触れたい、外国人と話してみたい、
外国の料理を作ってみたい、語学を学びたい、

それぞれに目的や興味は違っても皆が集まれば
楽しい会話が始まります。
国際交流でアメニティ溢れるまちづくりをしましょう！
平成２９年度の入会受付は４月１日からになります。
充実した活動を実施するために、より多くの皆様の
ご理解とご協力をお願い申し上げます。

定 員：２５名（先着申込順）
受講料：無料
申込・問合先：薩摩川内市国際交流協会

◆申込・お問合せ先◆

年度会費

法人・団体
個人

5,000 円

2,000 円

＊詳細は当協会までお問合せください。

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）

〒８９５－００１１

鹿児島県薩摩川内市天辰町２２１１番地１

TEL：0996-22-7740 FAX：0996-22-7730
E-mail:kssb@ninus.ocn.ne.jp URL：http：//www.kssb-satsumasendai.com

事業報告

川内まごころ文学館

大寒忌コーナー

日 時：1月17日（火）～1月22日（日）6日間
場 所：川内まごころ文学館 2階常設展示室 怡梧庵前
観覧者数：のべ699名

作家 里見弴の命日（1月21日）は、二十四節気「大寒」
にあたることから「大寒忌」と呼ばれます。その命日に
あわせて「大寒忌コーナー」を設けました。
今回は、里見弴のお姉さんである高木志摩子さん
と女優の黒柳徹子さんの追悼文も紹介し、里見弴
を偲びました。

編集後記
食事の後、右の犬歯の側面にくぼみがあることに気
が付きました。痛みはありませんが虫歯かもしれない
とすぐさま歯科医を受診。
診断結果は、歯ぎしりによる欠け落ちでした。クラッ
クも入っていて、「前歯の嚙み合わせ部分が真っすぐ」
になっているのもそのせい。歯ぎしりはストレスなどが
原因で起こるそうですが、集中して考えているときに
ぎゅっと噛む癖があることを思い出しました。
「いつも噛むトレーニングしているから噛む力も強
いんだよ」と、先生の表現に笑いましたが、ボロボロの
歯を想像して怖くなりました。（永田）

