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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）

9/16（土）

RAILWAYS 愛を伝え
られない大人たちへ

14：00～16：03

【原作】柴田トヨ
【主題歌】由紀さおり
【出演】八千草薫 武田鉄矢
伊藤蘭 檀れい
芦田愛菜 上地雄輔 ほか

【主題歌】松任谷由実
【出演】三浦友和 余貴美子
小池栄子 吉行和子
中川家礼二
仁科亜季子 ほか
ⓒ2011松竹株式会社

■問合せ先

ⓒ2013松竹株式会社

☎ 25-5580(川内まごころ文学館)

川内まごころ文学館 ◆敬老の日特別上映◆
整理券配付13：30より 席数：95席（先着順）/入場無料

昭和40年（1965）

9/18（月・祝）
14：00～15:32

【監督】柳瀬観 【原作】富島健夫
【脚本】倉本聰
【出演】舟木一夫 和泉雅子 山内賢
岡田可愛 ほか
ⓒ1965日活株式会社

ⓒ1965日活株式会社

明治維新期の薩摩川内

～戊辰戦争から西南戦争まで～

9/5（火）～平成30年2/4（日）
明治維新150周年、NHK大河ドラマ「西郷
どん」放映に関連した展示第1弾。
薩摩川内市における廃仏毀釈、版籍奉還
等もパネルで紹介します。

探誠夢復路
鹿児島事件ノ件
（明治時代）

入館料 （資料館）大人200円、小学生〜高校生100円
（文学館）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

事業報告

歴史資料館講座

敬老の日無料開館
9/16（土）～9/24（日）

川内歴史資料館 終戦記念展示コーナー

＊無料でご覧いただけます

川内歴史資料館トピック展示

川内歴史資料館
川内まごころ文学館

65歳以上の方が
対象です

舟木一夫が熱唱！日活青春歌謡大作

場 所：1Fロビー

14：00～16：08

平成25年（2013）

〝90歳からの詩人″柴田さんの激動の半生

平成23年（2011）

北国の街

9/17（日）

くじけないで

紙鉄砲作り

＊入館料が必要です

戦中から戦後復興への道

開催中～9/24（日）

場 所：2F展示室

川内歴史資料館 歴史資料館講座

牛乳パックで灯ろう作り

9/30（土）13：30～16：00
場 所：研修室
対 象：一般
定 員：先着15名
参加料：200円（材料代）
持参品：洗って乾燥させた
1L牛乳パック2本
募集期間：9/14（木）〜9/28（木）
申込方法：電話・直接来館

■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

日 時：7月30日（日）10：00～11：30
場 所：川内歴史資料館 研修室
参加者数：19名（大人10名 小学生9名）

竹を利用したおもちゃ作りを通して、竹の玩具の歴史を学びました。糸で結んだり、小刀で削ったり、ノ
コギリで切断したり、ヤスリをかけたりと、工程ごとに使う道具の体験も
楽しんでいただけました。
「子どもの頃を思い出しました」「一から作
る作業が楽しかった」「普段使うことのない小
刀やノコギリを使ういい経験になった」と、昔
ながらの玩具作りはたいへん好評でした。
完成してからの試し打ちで、パーンとはじけ
る音がして弾が飛んだときの、参加者の嬉しそ
うな顔が印象的でした。

流星

ラの

開催中～平成30年1/14（日）

事業報告

渚展

せんだい宇宙館・少年自然の家共催

■流星、流星群の解説
■オーロラの解説
■地上から宇宙ステーションま
での実縮尺模型

場 所：せんだい宇宙館 展示室
＊入館料が必要です

スプライト

流 星

宇宙と地球の間「ソラの渚」では、
様々な現象が起こっています。
中でも特に美しい、流星、オーロラ、
スプライトなどをご紹介いたします。

なぎさ

とソ

それは
宇宙と地球の
織りなす
美しい
詩

オーロラ
せんだい宇宙館
ウィークエンド工作

星砂星座板

ペルセウス座流星群観察会

『おおぐま座の北斗七星』を、星砂で表現する
手作り星座アートです。

日 時：8月12日（土）・13（日）21：30～25：00
場 所：せんだい宇宙館 観測室・2階バルコニー
参加者数：12日200名・13日122名 合計322名

10/15（日）13：30～16：00

この時期に極大を迎える流星群の観察会を実施し、
多くの天文ファンに来館いただきました。2日間とも
天候に恵まれ、ひとり10個ほどの流星を観察するこ
とができ、恒例
の天文イベント
の観察会を満喫
していただけた
ようです。

場 所：展示室
定 員：先着25名
参加費：入館料と
材料費300円

＊1人1セットのみ

募集期間：9/29（金）10時〜
申込方法：電話・直接来館

特別開館 9/18（月） 振替休館 9/19（火）
入館料

流れ星を数えたり、望遠鏡で星を見たり、
また、流
星群や夏の星座についての解説を聞きながら、寝
転んで観察しました。

事業報告

■問合せ先

図書館講座

金魚のモビールを作ろう

小・中学生300円/高校生以上500円

＊年間入館券もございます
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：8月8日（火）9：30～12：00
場 所：中央図書館 3階研修室
参加者数：18名

毎年好評の図書館での工作教室を実施しました。アンケートには「また色んなのに挑戦してみて、楽しく
やりたいです」「作るのが楽しかったです。色を付けたり、
シールで模様を考えたりするのも。」とあり、満足いただけ
たようでした。
色塗りした金魚を糸で吊るし、バランスを調整しなが
ら竹ひごに取り付けます。糸は、動かないようグルー
ガンで固定しました。

細かなパーツを組み立て、５匹の金魚が完成したら
水彩絵の具で色を塗ります。

参加者全員と完成作品。低学年の参加者には、少し難しかったようですが、家族で
一緒にゆらゆら揺れるオリジナルの作品を完成させることができました。

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。
教

室

名

日

時

続 楽しいフランス語教室

９/２６日（火）スタート 毎週火曜日
全１０回 １９：３０～２１：００

続 韓国語教室初級コース

場

所

講

師

定員

国際交流センター

ラウフェンブルガ＝
橋渡よし江氏

１５名

１０/６日（金）スタート 毎週金曜日
全１０回 １９：３０～２１：００

国際交流センター

厳 海玉氏

２０名

続 中国語入門コース

１０/１２日（木）スタート 毎週木曜日
全１０回 １９：００～２０：３０

国際交流センター

張 瑛氏

続 英語の基礎を学んで
英会話力アップ

１０/６日（金）スタート 第１・３金曜日
全１０回 １８：３０～２０：００

国際交流センター

中尾修一氏

随時募集
子ども中国語会話コース

現在実施中
第１・３・５木曜日
１６：４０～１７：３０

国際交流センター

本市国際交流員
徐 夢星氏

１０名

随時募集
中国語初級コース

現在実施中
第１・３・５金曜日
１９：００～２０：３０

国際交流センター

本市国際交流員
徐 夢星氏

１０名

随時募集
中国語中級コース

現在実施中
第１・３・５水曜日
１４：００～１５：３０

国際交流センター

本市国際交流員
徐 夢星氏

１５名

随時募集
中国語上級コース

現在実施中
第１・３・５水曜日
１９：００～２０：３０

国際交流センター

本市国際交流員
徐 夢星氏

１０名

（先着申込順）

（先着申込順）

２０名
（先着申込順）

１５名
（先着申込順）

（先着申込順）

（先着申込順）

（先着申込順）

（先着申込順）

○受講料 ２，０００円（ただし、本協会会員の方は無料で複数の教室を受講できます。）
子ども中国語は保護者の入会が必要です。
＊入会は随時受付 年度会費２，０００円
◆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）
〒８９５－００１１ 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

珈琲講座～プロが伝授する
おいしい珈琲の淹れ方と珈琲あれこれ～

10/6（金）10：00～12：00
「珈琲の日」
（10月1日）にちなんで、
珈琲について学びます。
ひとりずつ実際に珈琲を淹れて
みます。

編集後記
毎年、夏休みに小学生を対象とした書道教室を開催し
ています。今年は、参加者の中に、左で筆を持つ子がい
るのに気が付きました。
手本を左に置き、とても書きにくそうですが、当日だ
けの教室ですので、利き手を直す時間もありません。そ
のまま一緒に筆を持ち、筆使いを教えました。添削も何
度も持ってくるので、そのたび朱筆を入れますが、右払
いと左払いが逆になるので自然な運筆が難しく、これ
でよかったのかと迷いました。
清書が完成し、満足そうな姿を見て「心を込めて丁寧に
書けば、自分にしか書けない自分だけのよい書が書ける」
という、中国の書家の言葉通りだと感じました。（永田）

場
講

所：国際交流センター 調理室
師：珈琲倶楽部船倉 船倉三千代氏
カウンターマン 泉直美氏
対 象：一 般
定 員：先着20名
受講料：700円（材料代）
募集期間：9/12（火）〜9/29（金）
申込方法：下記へ電話・直接来館

■文化施設課（川内文化ホール内） TEL
TEL
：20-7570■
：20-75■0

