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せんだい宇宙館

11/19（日） 昼の部10：00～16：00
夜の部18：30～21：00
＊最終入館20：30

家族みんなで楽しめる盛りだくさんのイベント！
寺山で楽しい秋のひとときを過ごしませんか！ご入館の中学生以下
先着100名様に「秋まつりプレゼント」がございます。
昼の部■親子工作教室
■各種ゲーム大会
■科学実験コーナー
■昼間の星を見よう！

夜の部■秋から冬の星空観察
（晴天のみ）

オーロラ

事業報告

寺山秋まつり

☆花の苗プレゼント☆

事業報告

いきいき生涯学習事業

中秋の名月観察会

太陰太陽暦8月15日の月
は「中秋の名月」と称され、
古くから観月の習慣があり
ます。今年は、雲間から見
え隠れする月でしたが、一
瞬見えた月は、その名にふ
さわしい美しさと輝きを放
っていました。
入館料

先着100名様

＊入館料が必要です

せんだい宇宙館 市民星空観望会

日 時：10月4日（水）18：30～21：00
場 所：せんだい宇宙館 2階観測室及びバルコニー
参加者数：19名

せんだい宇宙館ご入館者

場 所：せんだい宇宙館・寺山いこいの広場

■流星、流星群の解説
■オーロラの解説
■地上から国際宇宙ステーション
までの実縮尺模型
■本物の隕石の展示

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。

■問合せ先

珈琲講座

～プロが伝授するおいしいコーヒーの淹れ方と
珈琲あれこれ～

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
場
講

時：10月6日（金）10：00～12：00
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
同 カウンターマン 泉直美氏
参加者数：20名

珈琲の日（10月1日）にちなんで、珈琲を楽しむ講座を開催しました。ひとりずつ1杯の珈琲を淹れ、お互
いに飲み比べてみました。それぞれが淹れた珈琲は、みな味が少しずつ違い、参加者同士で淹れ方による香
りや味、酸味や苦みなどの好み、味の感想を楽しそうに話
し合っていました。

丁寧に1杯のコーヒーを淹れます。ゆっくり細く湯を
注ぐと濃く抽出されます。

層が美しいオレグラッセ。おもてなし向きの
アレンジコーヒー。

川内まごころ文学館 場所：多目的映像ホール

11/18（土）

天城越え

14：00～15：39

昭和58年（1983）

天城トンネルでの
殺人事件。少年は
事件の真相を知る
のか。田中裕子の
妖しい美しさととも
に公開当時、話題
になった作品。

【監督】三村晴彦
【原作】松本清張
【出演】渡瀬恒彦 田中裕子
平幹二朗 吉行和子
樹木希林 ほか
開場13：30

定員：先着95名

車いすスペースあります（映画に限り入館料は必要ありません）
川内歴史資料館 歴史講座

15・16世紀の島津氏と相良氏

11/25（土）13：30～15：00
場 所：川内歴史資料館 研修室
講 師：新名 一仁 先生（鹿児島大学非常勤講師）
対 象：一般
定 員：先着50名
受講料：200円（資料代）
募集締切：11/24（金）
まで
申込方法：電話・直接来館
川内歴史資料館

歴史資料館講座

＊無料でご覧いただけます

川内歴史資料館トピック展示

張り子の干支人形作り
～西郷どんの愛犬ツンを作ろう～
新聞紙とのりを使ってオリジナルの干支人形（戌）を作ります

12/9（土）・12/10（日）10：00～12：00
＊どちらか希望日をお選びください

先生は日置あての
遺書を残して逝っ
た。そこに記されて
いたのは先生の不
可解な心情だった。

＊受付は9：45より

明治維新期の薩摩川内

～戊辰戦争から西南戦争まで～
開催中～平成30年2/4（日）

場 所：川内歴史資料館 研修室
対 象：小学3年生以下は保護者同伴
先着各10名
定 員：先着各日10名
受講料：無料
募集期間：11/24（金）〜12/8（金）
申込方法：電話・直接来館

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、郵便、学
校制度等もパネルで紹介します。

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

■問合せ先

事業報告

場 所：川内歴史資料館
1Fロビー

川内歴史資料館トピック展示 終戦記念展示

探誠夢復路
鹿児島事件ノ巻
（明治時代）

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19日（水）～9月24日（日）60日間
場 所：川内歴史資料館 2階 企画コーナー
入館者数：1,169名

戦中から戦後復興への道

戦争が終結して７２年。戦争について考えていただく機会を設
けるため、当館では毎年終戦記念展示を開催しています。今年は、
戦中から戦後の復興期までを取り上げ、当時の人々が置かれた状
況や暮らしが分かるような手紙や空襲時の写真、銃弾や薬莢、新
聞やグラフ雑誌などから、激動の時代について紹介しました。
観覧者のアンケートでは、「戦争の愚かさや悲惨さをもっと伝
えてほしい」というご要望も寄せられました。今後、更に皆様の
期待に応えられるような展示を目指して参りたいと思います。
やっきょう
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いきいき生涯学習事業

第17回薩摩川内市民まちづくり公社杯
第17回薩摩川内市民まちづくり公社杯
ソフトバレーボール大会
ソフトバレーボール大会

日 時：10月15日（日）8：30～17：00
場 所：サンアリーナせんだいメインアリーナ
参加者数：32団体166名

ゲームを通じた参加者間の交流とスポーツ振興を目的として、
恒例のソフトバレーボール大会を開催しました。今年も市内外か
らたくさんの愛好家の方々に参加いただき、無事に終了すること
ができました。
「昨年は優勝を逃したので、今回優勝出来て良かった。来年も
楽しみにしています。」「楽しくプレーが出来て良かった。来年
も参加したいです。」と参加者からのコメントがありました。

【競技結果】

Aパート優勝：一般女子５０歳未満
「フェアリーズC」
Bパート優勝：一般女子５０歳以上
「さくら小町B」
Cパート優勝：一般混成５０歳未満
「Purplish」
Dパート優勝：一般混成５０歳以上
「チーム105A」

左：競技風景
右：表彰式
平成29年度まちづくり公社芸術文化振興事業

DRUM TAO 2018

「ドラムロック 疾風」 チケット取扱所

■一般販売 11月18日（土）10：00〜 下記のプレイガイドにてお取り扱いいたします

川内文化ホール
入来文化ホール
川内楽器
富士音響
薩摩川内市観光物産協会
明屋書店川内店

☎0996-22-5211
☎0996-44-2822
☎0996-22-2556
☎0996-22-5281
☎0996-25-4700
☎0996-22-2700

山形屋プレイガイド（鹿児島市）☎099-227-6820
十字屋CROSS
☎099-239-9928
公チケ http://zenkoubun.ticketan.net/
e+（イープラス） http://eplus.jp
ローソンチケット（Lコード：83287）

■芸術協会会員限定先行販売 11月3日（金/祝）10：00〜12日（日） 10日間
＊川内文化ホールのみのお取り扱いとなります/当日の入会もできます（年会費2,400円）

編集後記
カフェメニューで聞きなれない名前が目に留まり「ア
フォガート」を注文しました。濃厚なアイスクリームに濃
いコーヒー、凍ってシャーベット状になった食感の組み
合わせが絶妙で、世の中にこんなに美味しいものがあ
ったのかとそれからメニューにあれば試しています。
その名は、「溺れたアイスクリーム」という意味のイタ
リア語で、バニラアイスやジェラードに飲料をかけたア
レンジが豊富にあるようです。グラノーラの上にバニラ
アイスとホイップクリームを盛り、濃いコーヒーを掛けて
あることもあり、イタリア風だとシンプルにアイスとエス
プレッソ。コーヒーはブラック派でしたが、新しい魅力を
発見できました。（永田）
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2018年 月
日（土）
開場17：45/開演18：30

■文化施設課

TEL：20-7570■

