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市民星空観望会

エックス

市民星空観望会

＊天候不良時は中止します

木星観察月間

月面Ⅹ観察会

太陽系の中で大きさ質量ともに最大の木星を
季節の星座解説と一緒に観察してみませんか。

月面に現れる「Ｘ」の文字をご存知ですか。
月と太陽の位置関係で、特別な日だけ月の
地形が「Ⅹ」の文字のように見える（天文）
現象です。最近は、現れるたびネットで大
いに話題となります。

(c)NASA/ESA (改変 gatag.net)

5/2（火）～5/31（水）19：45～21：00
場所：せんだい宇宙館 観測室 ＊入館料が必要です
入館料

＊スマートフォンやコンデジで撮影できます

5/3（水・祝）19：45～21：00

場所：せんだい宇宙館 観測室 ＊入館料が必要です

事業報告

＊天候不良時は中止します

宇宙館フェスタ

問合せ先

小・中学生300円、高校生以上500円

＊年間パスポートもございます
小・中学生500円、高校生以上1,000円

せんだい宇宙館

TEL：31-4477

日

時：3月20日（月・祝）昼の部10：00～16：00
夜の部19：00～21：00
場 所：せんだい宇宙館・寺山いこいの広場
来場者数：604名

今年の宇宙館フェスタは雨天の中、多数
のお客様にご来場いただき、ありがとうご
ざいました。鹿児島大学理学部宇宙コース
中西研究室による「モール銀河」や「押し
花しおり工作」が大盛況となりました。
しかしながら、館内が混雑し、工作や体
験が十分楽しめなかった方もいらっしゃり

2F観測室では、
「エアーロケット実験」を行い、ロケットの
仕組みなどを解説し、模型ロケットを飛ばしました。

ご不便をおかけしてしまいました。また次
回以降に反省を生かしてまいります。

平成29年度芸術協会会員募集
平成28年度芸術協会会員募集
年会費
期 間
特 典
申込先

1口2,400円
5月～翌年4月
鑑賞補助券 ＊H28実績3,000円分
チラシのお届け等事業の案内
年会費を添えて、事務局へ

事務局：川内文化ホール内

事業報告

●●●前年度の鑑賞補助事業●●●

TEL：20-7570

歴史資料館講座

史跡めぐり～秀吉軍の足跡をたどる～

今回の史跡めぐりでは、天正15年（1587）に川内地域まで
攻めてきた関白・豊臣秀吉の軍勢の行軍跡をたどりました。
新田神社では、参加者を島津軍とし「秀吉軍を迎え討つ」
意味を込め、戦の神である八幡神に戦勝祈願を行いました。
天気に恵まれ、参加者からは「一日壮大な歴史ドラマの中に
いる気分でした」「充実した内
容の濃い一日を過ごせました」
「川内地方の戦国時代の雰囲気
を楽しめました」「資料がわか
りやすく、説明が丁寧」など好
評の声を多数いただきました。
参加者の皆さんに歴史を身近に
猫嶽・安養寺城跡等は、秀吉軍の先鋒隊が天草
感じていただけたようです。
方面から海路で来川し、上陸した場所です。
いくさ

泰平寺では、住職による解説がありました。当時の住職 宥印が寺の明け
渡しを迫る秀吉の使者へ毅然とした態度で応じたエピソードなどを熱い
語り口でお話いただきました。

日 時：3月4日（土）9：30～16：30
場 所：新田神社・京泊・平佐城跡ほか
参加者数：22名

はちまん

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）

悲しき口笛
昭和24年（1949）

5/20（土）

5/21（日）

東京キッド

14：00～15:23

14：00～15：21

昭和25年（1950）

ひばり生誕80年！12歳でのデビュー作

ひばりが歌って踊る、大ヒット作

【監督】家城巳代治
【原作】竹田敏彦
【出演】美空ひばり 原保美
津島恵子 菅井一郎
大坂志郎ほか ⓒ1949松竹株式会社

【監督】斎藤寅次郎
【原作】長瀬喜伴
【出演】美空ひばり
川田晴久 花菱アチャコ
榎本健一 ほか ⓒ1950松竹株式会社

■問合せ先

☎ 25-5580(川内まごころ文学館)

◆GW特別上映◆

ミニオンズ
平成27年（2015）

5/3（水・祝）

4/29（土/祝）～5/7（日）

14：00～15:31
最高最悪の主に仕えることを生きがいにしているミニオンズ。
ニューヨークで出会った大悪党スカーレットの指示でエリザベ
ス女王の王冠を盗もうとする・・・。

＊5/1（月）
は特別開館

期間中、川内歴史資料館と川内まごころ文学館の
展示を無料でご覧いただけます。
川内歴史資料館・川内まごころ文学館

【監督】ピエール・コフィン カイル・バルダ
【ナレーション】真田広之
【吹替出演】天海祐希 宮野真守 設楽統 日村勇紀 ほか
トピック展示

臨時休館

5/16（火）

害虫駆除及び予防のため、休館します

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
ニニギノミコト
民話『稲穂神社』より

『新万葉集』刊行80年記念トピック展示
『新万葉集』は昭和12年から13年にかけて改造社から刊行
され、与謝野晶子ら著名な近代歌人によって選ばれた短歌
26,000首あまりが収録されました。
当館収蔵の関連原稿を展示紹介いたします。

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 小学生〜高校生150円
＊土日祝日は小学生〜高校生入館無料

川内歴史資料館

漆器の美しさやその多様な世界を
ご紹介します。

5/9（火）～6/11（日）
八橋蒔絵螺鈿硯箱（模作）

場 所：川内歴史資料館 第一展示室内
入館料：大人200円 小学生〜高校生100円
＊土日祝日は小学生〜高校生入館無料
歴史資料館講座

きゅらうみ

夜光貝で作る「美海真珠ストラップ」

6/4（日）10：00～12：00
（受付9：45から）

場 所：川内歴史資料館 研修室
対 象：小学生以上

＊小学3年生以下は保護者同伴

5/2（火）～6/4（日）

問合せ先

工芸～暮らしの漆器～

定 員：先着15名
参加料：500円（材料代）
持ってくるもの：タオル・筆記用具
募集期間：5/17（水）〜6/1（木）
申込方法：資料館へ電話・直接来館

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

日 程

時間・ 場所

楽しいフランス語教室

５/２３（火）～７/２５(火）
毎週火曜日 １０回

１９：３０～２１：００

韓国語教室
初級コース

５/１９（金）～７/２１(金)
毎週金曜日 １０回

１９：３０～２１：００

English
アドバンスクラス

５/１１（木）～７/２０(木)
第２・３・４木曜日 ８回

１９：３０～２１：００

英語の基礎を学んで
英語力アップ

６/２（金）～９/２９(金)
第１・３・５金曜日 １０回

１８：３０～２０：００

中国語 入門コース

５/２５（木）～８/３(木)
木曜日 １０回

１９：００～２０：３０

中国語 初級コース

６/２（金）～翌年３/１６(金)
第１・３・５金曜日 ２０回

１９：００～２０：３０

中国語 中級コース

６/７（水）～翌年３/７(水)
第１・３・５水曜日 ２０回

１４：００～１５：３０

中国語 上級コース

６/７（水）～翌年３/７(水)
第１・３・５水曜日 ２０回

１９：００～２０：３０

☆語学教室受講料

国際交流センター

国際交流センター

国際交流センター

国際交流センター

内 容

講 師

ラウフェンブルガ
＝橋渡よし江氏

フランスのエスプリを感じながらことば
や文化を学びます。（定員１５人）

厳 海玉氏

ことばを学んでドラマやＫ－ＰＯＰをもっと
楽しみましょう！ハングルの読み方、書き
方、語彙、簡単な会話を学びます。
（定員２０人）

キーラン・サミー氏

授業は英語で行い、テーマを決めて英語
でのおしゃべり、コミュニケーション力を伸
ばす。（定員１５人）

中尾修一氏

文法・語彙・発音などもう一度基礎を学ん
で、会話力アップにお役立てください。
（定員１５人）

張 瑛氏

初めて中国語を習う方、基本を学習したい
方向けに発音（ピンイン）や簡単な会話
を学びます。(定員２０人）

国際交流センター

ピンイン（発音記号）が読めて、簡単な会
話のできる方を対象にしたコースです。
（定員２０人）

国際交流センター

徐 夢星
国際交流員

国際交流センター

初級コース修了者または、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。（定員１５人）
授業は中国語で行い、使える中国語の習
得を目的に、より実践的なコースです。
(定員１０人）

国際交流センター

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）

世界を知ろう
「マレーシア紹介講座」
マレーシア出身のムハマド シュクリさんが
国の概要、イスラム文化、人気の観光スポット
などについてお話しします。
「ハラール」
と呼ばれる食文化についての
説明やお菓子の試食もあります。
お気軽にご参加ください。

◆申込方法◆
◆申込・問合先◆

日程：５月２７日
（土）１３：３０〜１５：００
場
講

所：薩摩川内市国際交流センター
師：ムハマド シュクリ氏（日置市国際交流員
マレーシア出身）

定 員： ２５人（先着申込順）
受講料：無料

氏名、住所、電話番号をご連絡ください。

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）
TEL:0996-22-7740 FAX：0996-22-7730 E-mail:kssb@ninus.ocn.ne.jp

編集後記
「ライオン」という映画を観ました。インドで5歳の時
に迷子になった少年が生まれた町を探し、母親と再会
する話です。オーストラリアで裕福な家庭の養子とし
て成長した主人公は、インドの揚げ菓子を見て幼いこ
ろのことを思い出します。「Google Earthなら地球のど
こへでも行ける」友人の言葉に触発され、断片的な記
憶をたどり5年かけてその町を見つけ訪れました。
テクノロジーの進歩は誰かの人生の助けになり、新
しい物語が生まれるかもしれない。数奇な運命の物語
に触れ、先進技術には開発者が想定していない無限
の利用価値が存在していると感じました。（永田）

