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射撃的当てゲーム☆
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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

の 真

＊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。

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

月面Ｘ観察会
11/15（木）

天候不良時は
中止します

～

太陽系の記憶を探す旅

～

イラスト：池下章裕

歴史資料館講座

まゆ玉干支人形作り

12/22（土）
10：00～11：30
＊受付は9：45から

18：30～20：00
月面にこの時だけ現れる
Ｘの文字を観察しよう！

場 所：せんだい宇宙館
観測室
入館料

■問合せ先

事業報告

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 ウィークエンド工作

超簡単電車

場 所：川内歴史資料館
まゆ玉を使って、来年の干支 亥を
対 象：どなたでも
1人2個作ります。干支の由来や意
定 員：先着15名
味もご紹介します。
参加料：150円
申込期間：11/28（水）〜12/19（水）
申込方法：川内歴史資料館へ電話・直接来館

日 時：10月14日（日）13：30～16：00
場 所：せんだい宇宙館 展示室
参加者：19名

磁力の強いネオジム磁石と電池や銅線を使って、コイルの中を走る電車を作りました。まず、長さ５メー
トルの銅線を、長さ20センチの塩化ビニール製のパイプに巻きつ
けてコイルを作ります。銅線を等間隔に巻き付けるには集中力も
必要で、親子で協力しても難しい作業のようでした。次に、電池
の両極にネオジム磁石を付け、電車本体が完成です。
「超簡単電車」は、リニアモーターカーと同じ原理で、磁力で
走ります。完成した電車がコイルの中を滑らかに走ると、子ども
達は「わぁっ！」と、歓声を上げていま
した。また、磁石や電磁石の性質につい
ての説明を交えながら、長さ4メートル
コイルの大型モデルの実演も行いました。
完成した「超簡単電車」
平成30年度トピック展示
山本實彦旧蔵 肥後直熊筆

＊入館料が必要です

西郷隆盛像（複製）展示
開催中～平成31年1/6（日）
場 所：川内まごころ文学館 1階常設展示室内

山本實彦が所蔵していた「西郷隆盛像」の展示と共に
實彦と西郷の関わりや、明治
維新に触れた著作等を紹介
します。
山本實彦著『我観南国』
大正5年（1916）東京堂書店

場 所：川内まごころ文学館

多目的映像ホール

ガス燈 （字幕付き上映）
昭和19年
（1944）

【監督】ジョージ・キューカー
【出演】シャルル・ボワイエ
イングリッド
・バーグマン ほか

11/17（土）
14：00～15：54

19世紀末のロンドン。結婚を機
にポーラは叔母の住んでいた
屋敷に戻る。その頃から夫グレ
ゴリーは、彼女の物忘れを指摘
するようになる。次第に自信を
なくしていくポーラ。ガス燈の
炎に彼女の揺れる心理が重ね
られた描写は見どころ。

開場は13：30です

11/18（日）

疑惑
昭和57年
（1982）

【監督】野村芳太郎
【原作】松本清張
【出演】桃井かおり
岩下志麻 ほか

14：00～16：06
昭和56年7月11日、富士新港の埠
頭から乗用車が転落し、白河酒造
の社長が死亡する。同乗していた
妻の球磨子は、保険金目当てに夫
を殺害した疑いで有罪判決が濃
厚だと予想される。無罪を主張して
弁護士 佐原律子は裁判に挑む。手
に汗握る法廷サスペンス！

＊定員：先着95名/車いすスペースあります/入場無料

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
開催中～12/2（日）
場 所：川内まごころ文学館 企画展示室
＊入館料が必要です

川内まごころ文学館第13回特別企画展関連講演会

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
川内歴史資料館・川内まごころ文学館

教育・文化週間無料開館
11/1（木）～11/7（水）
期間中、
どなたでも無料で
ご覧いただけます。

明治維新150周年記念特別展
平佐北郷家13代当主

＊入館料が必要です

北郷久信と明治維新
～幕末・明治の薩摩川内～

開催中～12/16（日）

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
川内歴史資料館 トピック展示

＊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

明治時代に中央の政財界で活躍した柏田盛文、末弘直方、園田孝吉等、
北郷家の重臣たちをパネルで紹介します。

開催中～12/28（金）

場 所：1階ロビー

川内歴史資料館 歴史講座

「神話の地」はどのように伝えられてきたのか
天孫降臨神話などの
11/11（日）13：30～15：00
「神話の地」の伝承
を中心に解説！
場 所：川内歴史資料館 研修室
講 師：小水流 一樹先生（霧島市教育委員会）
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

川内歴史資料館 終戦記念展示コーナー

日 時：7月18日（水）～10月14日（日） 76日間
場 所：川内歴史資料館 2階展示室
入館者：2,247名
戦後７３年、当館では戦争について考えていただく機会を設け
るため、終戦記念展示を毎年開催しています。
資料の中には、今年初めて公開した当時の小学校の銘板や学校
日誌のほか、伝単（ビラ）など今まで展示の機会が少なかった資
料も展示し、当時の人々を取り巻く情勢や人々の考え方などを身
近に感じていただけるよう工夫いたしました。
伝単（個人蔵）
観覧者のアンケートには「兵隊が家族に宛てた手紙や遺書、体 情報戦略の目的で、アメリカ軍
が飛行機から撒いたビラ。絵付
験記などが心に残った」「学校の課題の参考になった」との感想 きの物語などで、
内容は、空爆予
告や戦意喪失させるようなもの。
をいただきました。

事業報告

資料から見る戦中・戦後の暮らし

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

薩摩川内市芸術協会 主催事業

構成：落語2座とトークショー

風間杜夫 落語独演会＆トークショー
12月23日（日/祝） 開演14：00
開場13：30
＊会員様は13：15より入場いただけます

川内文化ホール 大ホール
入場料：無料【全席自由席】
＊入場券等が必要です。

会員様以外で、鑑賞をご希望の方は、
往復はがきに必要事項を記入して、
お申し込みください。
無料でご招待いたします。
＊11/26（月）必着

事業報告

◆薩摩川内市芸術協会（川内文化ホール内） TEL：20-7570◆

いきいき生涯学習事業

第18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

日 時：9月24日（月）8：30～16：00
場 所：サンアリーナせんだい メインアリーナ
参加数：25団体138名

参加者間の親睦とスポーツ振興を目的にソフトバレーボール大会を開催し
ました。結果は以下の通りです。

優勝 女子50歳未満の部 Nomokka Quintet
女子50歳以上の部 MIZUHO
混成50歳未満の部 名山
混成50歳以上の部 チーム１０５A

事業報告

準優勝 女子50歳未満の部 Gucci

女子50歳以上の部 もくれん
混成50歳未満の部 PLUS空
混成50歳以上の部 チーム１０５B

芸術文化振興事業

昭和のうたコンサート

日 時：10月14日（日）開演14：00
場 所：入来文化ホール
入場者数：427名

北海道歌旅座によるコンサートを開催しました。地元だけでなく、霧島市、姶良市、南さつま市など近隣の市
町村からも多くの方々にお越しいただきました。来場者のアンケ
ートには「遠い北海道からありがとうございました」「青春時代
を懐かしく思い出しました」「迫力ある歌声に圧倒された」「生
歌はとても心に響き、明日からの生活に活気が出てきた気持ちに
なった」「耳馴染みの曲に思わず口ずさんだ」とありました。
ナレーションに続いて、歌に合わせた
映像と歌詞がスクリーンに映し出される
と、観客も一緒に歌っていました。舞台
と客席が一体となり、楽しい時間を過し
ていたただけたようです。

編集後記
最近、よく耳にするマインドフルネス。「今ここ」に
意識を集中することを指します。忙しいと、あれこ
れ気持ちが散漫になりがちですが、脳は並行して
色々なことをするとストレスで疲れるそうです。脳
を緩やかに酷使し続けると集中力、やる気、睡眠の
質の低下や自律神経の乱れ、さまざまな体調不良
の誘因となるそうです。
割り切って、ひとつのことに集中すると脳はあま
り疲れずにスッキリとリフレッシュできるそうです。
何をするにも漫然とでなく、真剣に取り組みたいと
思います。（永田）

