まちづくり公社広報誌

平成30年度

５月号

(2018年) vol.193

薩摩川内市立少年自然の家･せんだい宇宙館

共催事業

☆花の苗プレゼント☆

少年自然の家・せんだい宇宙館

各施設先着各300名様

土

●共同企画●

１

楽しいよ!

＊ご来館者が多数の場合には、
入館を制限させていただく場合があります

スタンプラリー

2

ステキなプレゼントがもらえるよ！ 先着 400名様（子どものみ）

フリーマーケット
リサイクルへの挑戦！掘り出し物を探そう。

特別料金
☆特別企画☆

「川薩清修館高校吹奏楽部・大演奏会｣
講演開始

13：00～/場所：プレイホール

☆体験コーナー☆（無料）
・宇宙体感「プラネタリウム｣
11:10，13:45，14:30 3回上映、各回約30分

・自転車モトクロス（午前/雨天中止）
・パークゴルフ（午後/雨天中止）
☆ 自 然 の 素 材 を 生 か し た 創 作 体 験 コ ーナー☆
「プラホビー」「オリジナルキーホルダー」「レザークラフト」
「ネイチャーフレーム」「エコガムテープかご」ほか
☆おやつ・出店☆（有料）
・ふわふわ わたあめ
・水ヨーヨー
・ポップコーン ほか
■問合せ先■

小中学生 無料
高校生以上350円

☆特別ゲスト☆

「奇術パフォーマンスショー｣
10:30，12:00，14:00 ３回上演

鹿児島大学奇術同好会

「液体窒素実験・ネオジム磁石実験」
協力：日本宇宙少年団

☆ こ い の ぼ り 釣 り ゲ ー ム こども先着400名様
☆ウ ル ト ラ ク イ ズ 大 会 豪華賞品をゲット!
☆宇 宙 体 感☆きみもチャレンジ！
『天文台のお仕事体験!』
晴天時
『太陽プロミネンスを見よう』
の み
『金星と木星と初夏の星空の観察」
☆工作コーナー☆（無料）
「くるくるたこコプター」
「空気砲」
作って広場で遊ぼう！

薩摩川内市立少年自然の家 TEL:0996-29-2114

無料送迎バスを

ご利用ください !

区間
時間

寺山いこいの広場駐車場〜
国際交流センター駐車場

9：30 〜 15：30（15 分間隔）

＊ただし、12 時〜 13 時は運休

せんだい宇宙館 TEL:0996-31-4477
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せんだい宇宙館 市民星空観望会

天候不良時は中止します

木星観察月間
6/1（金）～6/30（土）20：00～21：00

光る剣

場 所：せんだい宇宙館 ロビー
定 員：先着２５名
（申し込み不要）
材料代：２００円
（１人１セットのみ）

場 所：せんだい宇宙館 観測室
(c)CreativeCommons

＊入館料が必要です

せんだい宇宙館 企画展示

小惑星探査機はやぶさ2 展
6/15（金）～平成31年1/14（月）
この夏、日本の小惑星探査機「はやぶさ2」が目的地の小惑星リュウグウ
に到着します。初代はやぶさが小惑星イトカワに到着してから13年ぶり
の快挙となる、
このミッションについてJAXAの協力を得て紹介します。

火星大接近 展
6/15（金）～平成31年1/14（月）

7月31日は、2003年以来15年ぶりに火星が地球に大接近します。
展示を通じて、火星と火星探査について紹介します。

場 所：せんだい宇宙館 展示室

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

事業報告

せんだい宇宙館

＊入館料が必要です

せんだい宇宙館 企画展示

場 所：せんだい宇宙館 展示室
入館料

６/３(日)13：00～16：00

灯油ポンプとＬＥＤライトで光る剣を作ります。
暗いところで光らせれば、
カッコよさも倍増！

太陽系で最大の惑星「木星」が見ごろを迎え
ます。今年はてんびん座にあり、周りの星
よりも明るく輝いて見えます。春と初夏の
星々とともに観察してみませんか？

＊入館料が必要です

せんだい宇宙館 ウイークエンド工作

振替休館日 5/1（火）

天文教室

鹿大生と楽しむ宇宙の姿

小中学生
入館無料

◆せんだい宇宙館◆
日

5/5（土/祝）

TEL：31-4477

時：3月25日（日）1回目11：30～12：30
2回目14：00～15：00
場 所：薩摩川内市立少年自然の家 集会室
講 師：鹿児島大学理学部物理科学科半田研究室の学生
参加者：34名

最先端の天文学研究が行われている鹿児島大学の学生を
講師にお招きして、3つのテーマを易しくお話ししていた
だきました。
『ガスも積もれば』では重力の影響で分子雲に濃淡が生
じ星が形成される過程を、『地球は丸いって本当？』では
平面と思われていた時代を経て地球は球体であることを計
算で証明したお話を、『太陽の明るい未来』では水素核融
合をしている太陽が赤色巨星、白色矮星となる理論を、コ
ンピューターグラフィック等を使って具体的に見せていた
だきました。地球の寿命や移住の可能性、他の星に生命は
いるのか、中にはマルチ宇宙についてなど最先端の宇宙像
についての質問もあり、参加者の天体への興味・関心が高
いことがうかがえました。

川内まごころ文学館

日の名残り（字幕）
平成5年
（1993）

5/19（土）
14：00～16：14

第二次世界大戦が終わり
【監督】ジェームズ・アイヴォリー 数年経った頃、執事のスティ
ーブンスはイギリス西岸の
【原作】カズオ・イシグロ
クリーヴトンへ小旅行へ出
【出演】アンソニー・ホプキンス
エマ・トンプソン ほか かける。原作者は2017年ノ
ーベル文学賞を受賞。

場所：多目的映像ホール 開場13：30

1回目 10：00～11：48（開場9：30）
2回目 14：00～15：48（開場13：30）

ＳＩＮＧ/シング

倒産寸前の劇場の支配人 コア
ラのムーンは、再建をかけて歌
【監督・脚本】ガース・ジェニングス のオーディションを思いつく。
思わず口ずさむヒットソングや
【吹替出演】内村光良
名曲の数々。
コミカルな動物た
長澤まさみ ほか
ちのシリアスな悩みにジーンと
心が揺さぶられます。
定員：先着95名/予約不要/無料
平成28年
（2016）

*車いす席あります

14：00～15：31

平成28年
（2016）

本当に豊かな暮らしとは？修一
さん90歳、英子さん87歳。
【監督】伏原健之
「家は暮らしの宝石箱でなけれ
【ナレーション】樹木希林 ばならない」とは巨匠ル・コル
【出演】津端修一
ビジュエの言葉。風と雑木林と
津端英子 ほか
建築家夫婦の細やかな気遣い
と工夫に満ちた暮らしの物語。

戦前の出版界で本の出版や装丁に
携わった川内・小倉町出身の西谷操
（またの名を秋朱之介）。新たに当館
に収蔵された関連資料と西谷自身
について紹介します。
稀覯本も展示します。

開催中
～5/6（日）
場 所：川内まごころ文学館 2階ホール

川内歴史資料館 歴史資料館講座

＊入館料が必要です

ミニ掛け軸作り
5/20（日）10：00～12：00

川内歴史資料館トピック展示

西郷伝説と薩摩川内
開催中～9/30（日）

（受付は9：45〜）

場
対

5/20（日）

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）

川内まごころ文学館 ゴールデンウィーク特別上映

5/3（木/祝）

人生フルーツ

所：歴史資料館 研修室
象：どなたでも可

明治維新150周年、NHK大河ドラマ
「西郷どん」放映に関係した展示第２弾。

（小学校3年生以下は保護者同伴）

定 員：先着10名
参加料：100円（材料代）
準備品：汚れてもよい服装、手をふく布
応募方法：資料館へ電話・直接来館
募集期間：5月2日
（水）〜5月18日
（金）

西郷どんのツン
藤川天神
（薩摩川内市東郷町）

■展示内容
五代の板垣家、高城の妹背橋、湯田の高城温泉、
東郷のツン等、薩摩川内市内各地に残る西郷伝説。

場 所：川内歴史資料館 1階ロビー
＊入館料が必要です

川内歴史資料館トピック展示

花文様の平佐焼と八橋蒔絵螺鈿硯箱（模作）
4/24（火）～6/10（日）
花をモチーフにした平佐焼と
燕子花(かきつばた)が表された硯箱、
燕子花(かきつな花模様の世界をご覧ください。
さまざまな花文様の世界をご覧ください。

場 所：川内歴史資料館 第2展示室
第1展示室

＊無料でご覧いただけます

色絵牡丹文皿

染付梅松葉文鳥型形蒸器

「むかし男ありけり・・・
三河の国、八橋といふ所にいたりぬ。」
作品の題材である伊勢物語の第
九段には、沢に咲くかきつばたの
五文字を句の先頭において歌が
詠まれています。

八橋蒔絵螺鈿硯箱（模作）

館内燻蒸のため

特別開館 5/1（火） ゴールデンウィーク無料開館 ～5/6（日） 臨時休館 5/15（火）
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

川内歴史資料館 TEL：20-2344
川内まごころ文学館 TEL：25-5580

外国語を話したい、 海外旅行で使いたい、 外国語が大好きで少しでも習ってみたい方、一緒に学びませんか。
教室名

日 程

時間・ 場所

講 師

フランス語
初級コース

５/１５（火）～７/１７(火）
毎火曜日 １０回

１９：３０～２１：００ ラウフェンブルガ=
国際交流センター
橋渡よし江氏

英語を学ぼう！
基礎ｺｰｽ

６/１（金）～９/２１(金)
第１・３・５金曜日 １０回

１８：３０～２０：００

英語で話そう！
中級ｺｰｽ

５/１０（木）～翌年３月
第２・３・４木曜日

１９：３０～２１：００

基礎から学ぶ
韓国語

５/１８（金）～７/２７(金)
毎金曜日 １０回

１９：３０～２１：００

中国語 入門コース

５/２４（木）～７/２６(木)
毎木曜日 １０回

１９：００～２０：３０

中国語 初級コース

６/１（金）～翌年３/１(金)
第１・３・５金曜日 ２０回

１９：００～２０：３０

国際交流センター

国際交流センター

国際交流センター

中尾 修一氏

文法・語彙・発音などの基礎と様々な場面で
の会話表現の学習。 （定員１５人）
資料代３００円

キーラン・サミー氏

中級程度の語学力がある方対象。 自分
の考えや意見を英語で伝えあい、発信力
を磨きます。（定員１０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！ （定員２０人）
テキストは実費
発声（ピンイン）をしっかり マスターしま
しょう！簡単な会話、文法の基礎を学び
ます。 (定員２０人） テキストは実費

国際交流センター

国際交流センター

李 静曉氏
（市第１４代国際交流員）

中国語 中級コース

６/６（水）～翌年３/２０(水)
第１・３・５水曜日 ２０回

１４：３０～１６：００

中国語 上級コース

５/２３（水）～翌年３/１３(水)
第２・４水曜日 ２０回

１９：００～２０：３０

子ども中国語会話
コース

６/８（金）～翌年２/１５(金)
第１・２・３金曜日 ２０回

１７：００～１７：５０

中国出身者向け
日本語教室

５/３０（水）～翌年３/２０(水)
第１・３・５水曜日 ２０回

９：３０～１１：３０

李 静曉氏

国際交流センター

（市第１４代国際交流員）

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。
（定員２０人） テキストは実費
初級修了または、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し
ます。 (定員１５人） 資料代３００円
授業は中国語で行い、使える中国語の
習得を目的に、より実践的な学習をします。
(定員１０人） 資料代３００円

国際交流センター

国際交流センター

内 容
フランス語のきれいな発音、身近な単語
や簡単な会話を学びます。
フランスの情報もお楽しみに（定員１５人）
テキストは実費

谷口 美如氏

発声が難しいと言われる中国語を子どもの頃
から学んで、将来の学習に役立てませんか。
（定員１０人）

日本語で困っていませんか！
身近な単語や会話を一緒に学びましょう。

★語学教室受講料 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２０００円）
★日本語教室受講料無料
◆申込方法◆ 氏名、住所、電話番号をご連絡ください。
◆申込・問合先◆ 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）
TEL: 0996-22-7740
FAX： 0996-22-7730
E-mail : kssb@ninus.ocn.ne.jp

編集後記
開花の早かったソメイヨシノが葉桜となった頃、
冠岳の公園に行く機会がありました。公園の周りに
は八重桜が満開で、少し強い風に枝は重そうに揺
れていました。一周して帰ろうとしたとき「おーい」
と手招きされました。
ボランティアガイドだというその男性が、公園内
に植樹されている中に数本ある白い八重桜は珍し
い御衣黄（ぎょいこう）という品種だと教えて下さい
ました。咲き始めには緑がかっている花びらの色
が、貴族の衣装の萌黄（もえぎ）色に似ていることか
らそう呼ばれるそうです。（永田）

