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開催中～2019.1.14（月）まで

せんだい宇宙館 開館20周年 同時開催企画展

～

赤 い 惑

星

＊入館料が必要です
この夏、小惑星リュウグウに
到着した日本の小惑星探
査機「はやぶさ2」に
ついて紹介します。

の 真 実 ～

■展示内容■
火星観察のポイント
火星探査の歴史
火星のジオラマ

ご入館者（小学生以上）に
「火星儀」と「はやぶさ2」の
ペーパークラフトをプレゼント！！
＊入館料が必要です

せんだい宇宙館 市民星空観望会

天王星・海王星観察月間
10/2（火）～31（水）18：30～21：00
（最終受付20：30）

天候不良時は
中止します

います。遠い2つの惑星と秋の
星空を観察してみませんか？

場 所：せんだい宇宙館 観測室
入館料

■問合せ先

事業報告

てらちゃんファミリーの
てらちゃんファミリーの

かいおう星人

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

せんだい宇宙館 夏休み科学工作体験

アニメ投影機

太陽系の記憶を探す旅

～

イラスト：池下章裕

いきいき生涯学習事業

薬膳茶講座

天王星と海王星が見頃を迎えて

てんのう星人

～

11/14（水）13：30～15：30

～健康で美しくなれるお茶～

＊受付は13：15から

ベースとなるお茶の特性や効果を学び、
温熱・寒冷効果のある薬膳茶を体験します。

場 所：国際交流センター 調理室
対 象：一般
定 員：先着20名
参加料：500円（茶葉、お茶うけ代）
申込期間：10/23（火）〜11/9（金）
申込方法：川内文化ホールへ電話・直接来館
講 師：丸山 真由美先生

中国国家認定茶芸師・評茶員
台湾茶中国茶薬膳茶サロン シャンルー主宰

◆文化施設課◆

TEL：20-7570

日

時：8月19日（日）1回目 10：00～12：00
2回目 13：30～15：30
場 所：薩摩川内市立少年自然の家
参加者：48名

「動いた！」暗闇の中から、子どもたちの声が響いてきました。
会場の一角に設けた暗室で、完成した作品を投影すると、10枚の
絵がアニメーションのように見えました。
紙製のキットを組み立てるシンプルな行程ですが、中に組み込
まれたドラムの回転軸は、側面に対して垂直に取り付けないと上
手く映像が投射されません。参加者は親子で協力
し合い、細かな調整を繰り返していました。
今回の工作は、レンズを透過した反射光が投射
される仕組みでした。工作を通して、科学に興味
を持つきっかけ、また夏休みの思い出の一つにな
映像を使い、初めに動画（映画）の歴史や基本的なアニメーション
れば嬉しい限りです。
絵をセットしたドラム
の仕組みをお話したところ、皆さん熱心に聞き入っていました。
川内歴史資料館 歴史講座

薩摩川内と明治維新
10/14（日）13：30～15：00
名門 島津の一族・北郷 久信の京都・江戸での動向
や戊辰戦争での功績など、明治維新期の薩摩川内
の状況とあわせて詳しく解説します。

場 所：川内歴史資料館 研修室
講 師：吉本 明弘（当館学芸員）
対 象：どなたでも
定 員：先着50名
受講料：200円（資料コピー代）
募集期間：〜前日まで
申込方法：資料館へ電話・直接来館

開催中の特別展の
展示解説も行います

明治元年越後大合戦略図【部分】
（長岡市立中央図書館蔵）

場 所：川内まごころ文学館

多目的映像ホール

北北西に進路をとれ
昭和34年
（1959）

10/20（土）

スパイのキャプランと間違わ
れたロジャー。寝台列車で知
【監督】アルフレッド・ヒッチコック り合った謎の美女イブは、何
かを知っているのか？
【出演】ケーリー・グラント
スピーディーな展開と場面を
エヴァ・マリー・セイント
盛り上げる音楽。計算されつ
ジェームズ・メイソン ほか くされた演出が光るサスペ
ンス映画の傑作！

川内まごころ文学館第13回特別企画展 明治維新150周年記念
川内まごころ文学館・有島記念館合同企画

有島武～偉大なる
父の物語～展
10/23（火）～12/2（日）

1861年、アメリカのジョージア
州。スカーレットは、BBQパー
ティーで憧れのアシュレーの婚
約を知る。華やかな娘時代は終
わり、南北戦争下での厳しい生
活。
「Tomorrow is another day」
と明日への希望を胸に生きる。

＊入館料が必要です

北郷久信と明治維新
明治維新に貢献した北郷 久信のほか、
薩摩藩の洋式造船事業等も紹介します。

場 所：川内歴史資料館 2階 第2展示室

川内まごころ文学館第13回特別企画展関連講演会

川内歴史資料館 講演会

有島武と明治維新
11/25（日）14：00～ ＊開場は13：30

場 所：川内まごころ文学館 多目的映像ホール
講 師：石田 忠彦先生（鹿児島大学名誉教授）
定 員：先着95名/全席自由
入場料：無料
申込期間：10/16（火）〜11/24（土）
事前申し込みが
申込時間：9：00〜17：00
必要です。
申込方法：文学館へ電話・直接来館
＊無料でご参加いただけます

秋の特別おはなし会
10/21（日）10：30～11：10

明治維新150周年記念特別展
平佐北郷家13代当主

10/3（水）～12/16（日）

＊入館料が必要です

事業報告

【原作】マーガレット・ミッチェル
【出演】ヴィヴィアン・リー
クラーク・ゲーブル
オリヴィア・デ・ハヴィランド
ほか

12：30～16：33

＊途中休憩10分あり

～幕末・明治の薩摩川内～

場 所：川内まごころ文学館 企画展示室

対 象：幼児とその保護者
場 所：川内歴史資料館 研修室

昭和14年
（1939）

＊定員：先着95名/車いすスペースあります/入場無料

開場はそれぞれ30分前です

川内まごころ文学館

風と共に去りぬ

14：00～16：15

10/21（日）

おはなしと音楽を
お楽しみ
ください

音楽：伊地知 元子先生（作曲家）

薩摩にとって明治維新とは
10/27（土）13：30～15：30

島津斉彬の集成館事業と、特に力を注いだ造船事業
から、薩摩にとっての明治維新とは何だったかを解明します。

場 所：川内まごころ文学館 多目的映像ホール
講 師：松尾 千歳先生（尚古集成館 館長）
定 員：先着95名
川内歴史資料館 トピック展示

昇平丸図
（『薩藩海軍史』より）

＊無料でご覧いただけます

明治に活躍した北郷家の重臣たち
10/3（水）～12/28（金）
場 所：1階ロビー
川内歴史資料館

臨時休館 10/2（火）

川内まごころ文学館 明治維新150年・北海道150年記念
有島記念館合同パネル展示

有島武郎と北海道

＊入場無料です

特別展の設営に伴い、臨時
休館いたします。
＊文学館は通常開館

日 時：8月7日（火）～9月2日（日） 25日間
場 所：川内まごころ文学館 1階ホール
入館者：593名

明治維新150年、北海道命名150年という節目の年を記念して、北
海道・ニセコ町にある当館の姉妹館 有島記念館との合同パネル展示
を実施しました。有島三兄弟の父 有島武が作った有島農場（ニセコ
町）の歴史や、そこで思想と実生活の一元化を求めた長男 有島武郎
（作家）の北海道での暮らしぶりなどをご紹介しました。
「パネル展示を通して、薩摩川内市と北海道との縁を知ることが
できた」という来館者の声をいただきました。
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

事業報告

いきいき生涯学習事業

第８回サマーミュージックフェスティバルin薩摩川内

日 時：8月19日（日）開演13：00
場 所：川内文化ホール 大ホール
参加者数：73名（12組/ゲスト1組）
入場者数：211名

公募のアマチュアミュージシャンによるコンサートを開催しました。受賞され
た方々は、以下の通りです。

グランプリ
HIBIKI

団体賞 グランプリ
準グランプリ
特別賞（2組）
オリジナル楽曲賞

HIBIKI（バンド・沖縄ソング）
岩崎 日向子（三味線/島唄）
＇UNA＇UNA ORI TAHITI（タヒチアンダンス）
CRAZY DOLL（ダンス）
Tsukigumi～月組～（バンド）

（南日本新聞社賞）

個人賞 ベストプレイヤー
（3名）
準グランプリ
岩崎 日向子

特別賞 ʻUNAʼUNA ORI TAHITI
（ウナ・ウナ・オリ・タヒチ）

事業報告

新藏 天七（ドラム/魂）
堂前 秀一（ギター/弾き語り）
内村 朋子（ボーカル/サウスシェイカー）

特別賞 CRAZY DOLL
（クレイジー・ドール）

いきいき生涯学習事業

夏休み書道教室

小学3～6年生以上を対象に、夏休みの課題の書を添削し清書
を仕上げる講座を開催しました。初めに書道について、「永」
の字は楷書に特徴的な8つの筆使いがあることと、漢字の5書体
の違いを「夏」の字を例に説明しました。
アンケートには「集中していい字が書け楽
しかった」「いい所と悪い所を教えてくれて
分かりやすかった」「コツがつかめて嬉しか
った」とあり、書の楽しさに触れるいい機会
となったようでした。
添削のようす

編集後記
サマーミュージックフェスティバルin薩摩川内は、
毎年8月に開催しています。川内市少年少女合唱団
の指導者であった正岡憲一氏が川内文化ホールの
ピロティで踊る青年たちの姿に「発表する場を」と
提案したことがきっかけとなり、始まりました。
出演者はアマチュアですが、音響照明はプロ。広
報、当日の運営など出演者も一緒に作る舞台は、演
奏レベルも年々格段にあがっています。晴れの舞台
が無事に終わると夏が終わったような気がします。
反省を生かしてまた来年、裏方スタッフとして、皆さ
んをお手伝いできればと思います。（永田）

ゲスト R＆Rスティール・オーケストラ

日

時：7月24日（火）1回目 9：30～11：30
2回目13：30～15：30
7月25日（水）3回目13：30～15：30
場 所：川内文化ホール 第2会議室
参加者：47名

2回目の参加者。きれいに清書が書けました。

