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2018年12月でACSタイムは、200号発行となりました。今後ともご愛顧を賜りますようお願いいたします。
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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

入館者（小学生以上）には
「火星儀」と「はやぶさ2」の
ペーパークラフトをプレゼント！！

部分日食観察会
1/6（日）8：30～11：00
（受付開始8：00）

太陽と月が織りなす現象を一緒に
観察してみませんか。

＊入館料が必要です
天候不良時は中止します
食の始め 8：40
食の最大 9：46（食分0.28）
食の終了 11：00

～

太陽系の記憶を探す旅

～

イラスト：池下章裕

ウィークエンド工作

キャップヨーヨー
1/27（日）13：00～16：00
ペットボトルのキャップと身近な材料で
手作りのヨーヨーを作ります。

＊鹿児島では2016年以来

定 員：先着25名
参加料：無料
＊入館料が必要です

■複数の天体望遠鏡を準備します
■デジカメやスマホで撮影してみよう
■経過をスケッチしよう

場 所：せんだい宇宙館 観測室

日食のしくみ

入館料

事業報告

食の最大時

日食メガネを
かけよう！

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

寺山秋まつり

場 所：せんだい宇宙館 展示室

日食は、太陽と月と地球の順で一直
線上に並んだとき、地球から見た太陽
が月に隠されたように見える天体現象
です。今回は、部分的に欠けて見える
日食で、日本で観察できるのは3年ぶ
りとなります。
太陽の光を直接見ると危険です！観
察には「日食メガネ」や「太陽観測用
フィルター」等を利用して、この珍し
い現象を安全に観察しましょう。

■問合せ先

せんだい宇宙館

開館時間/10：00〜21：00

TEL：31-4477

休館日/毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）

日 時：11月18日（日）10：00～16：00
場 所：せんだい宇宙館・寺山いこいの広場
入館者数：236名

雲が広がる時間帯もありましたが、おおむね好天の一日となりまし
た。観測室での昼間の天体観測は、望遠鏡で金星や太陽を見ていただ
きました。日食めがね工作やどんぐり釣り、エントランスでの秋まつ
りプレゼント・射的ゲーム・わたあめやポップコーン販売・花苗プレ
ゼントなど盛りだくさんの内容でした。中でも人気だったのが、樋脇
精工による「ロボット操作体験」でした。3体のロボットは小さいなが
らもゴールキックやポール倒しなど巧妙な動きを見せ、コントローラ
ーを握る子どもだけでなく、大人も夢中になって楽しんでいました。
ロボット操作体験

場 所：川内まごころ文学館

多目的映像ホール

大人の見る繪本
生れてはみたけれど

1/19（土）

釣りバカ日誌2

14：00～15：31

無能な重役たちに愛想をつかし
蒸発したスーさん。釣りのメッカ
【監督】栗山富夫
に行きつき、出会ったワケあり美
【脚本】山田洋次 堀本卓
【出演】西田敏行 石田えり 人に恋しちゃった？

「うちの父ちゃんは偉い」
と思
【監督】小津安二郎
っていたが、厳格な父が会社
【原作】ゼェームス・槇
の重役の前でご機嫌取り？抗
【出演】斎藤達雄 吉川満子 議の家出を試みる兄弟・・・小
菅原秀雄
津監督サイレント期の傑作！

冬休み
特別上映

1/3（木）14：00～

1/6（日）14：00～15：45

レゴバットマン ザ・ムービー

開場は30分前です

平成29年
（2017）

＊定員：先着95名/車いすスペースあります/入場無料

12 15 1 14

第8回

14：00～15：37

平成元年
（1989）

昭和7年
（1932）

お正月
特別上映

1/20（日）

（土）

寂しがり屋の
バットマンに
”パンいち”ロ
ビン。実写より
リアルなキャ
ラたち！

子どもたちの自由な発想、伸びやかな表現をお楽しみください。

（月/祝）

場 所：川内まごころ文学館 企画展示室
川内歴史資料館工作教室

楽しい！福笑い
1/3（木）10：00～15：00

＊随時受付、事前申し込み不要
＊未就学児は保護者同伴

場 所：川内歴史資料館 受付前特設スペース
川内歴史資料館

＊どなたでも無料で参加できます！

お正月遊び
1/3（木）～1/6（日）

里見弴大寒忌コーナー
1/16（水）～1/27（日）

場 所：川内歴史資料館 研修室
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
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

＊入館料が必要です

里見弴の命日「大寒忌」にちなみ
ゆかりの出来事と資料を紹介します

場 所：川内まごころ文学館 2階常設展示室内
川内歴史資料館・川内まごころ文学館

9：00～16：30

事業報告

川内まごころ文学館

冬休みチャレンジクイズ
12/22（土）～1/6（日）
■問合せ先

＊入館料が必要です

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

開館時間/9：00〜17：00

休館日/月曜日
（祝日の場合は翌日）

日 時：10月23日（火）～12月2日（日）36日間
場 所：川内まごころ文学館 企画展示室
来場者数：450名

有島武～偉大なる父の物語～展
明治維新150年を記念して明治期に政財界で活躍した有島三兄弟の父
有島武の人生を、初公開資料もあわせて紹介しました。川内・平佐で
の幼少期から大正5年に亡くなるまでの履歴を資料とともに辿る、有島
武に特化した初めての企画展だったため、来場者は有島武のドラマ性
のある人生に関心をもってくださったようです。
また、会期中に開催した監修者石田忠彦鹿児島大学名誉教授による
講演会「有島武と明治維新」では、”御一新”後の武士の暮らしぶり
の変化に触れながら、明治政府での有島武の活躍も紹介しました。
企画展と講演会を通して、来場者には有島武の業績への理解を深め
ていただけたようでした。
（上）講演会「有島武と明治維新」
で登壇の石田忠彦名誉教授

（下）韮山・江川家との交流がうかがえる有島武の書簡

防犯研修

不審者対応策と刺股講習

日
場
講

時：11月19日（月）・26日（月）13：30～15：00
所：サンリーナせんだい 研修室
師：薩摩川内警察署 生活安全係 花田課長代理

まちづくり公社の管理施設を安心・安全に利用していただくため、全職員を対象に防犯研修を実施し
ました。公共施設での不審者対応を中心に、防犯に対する心構えや対応の仕方などをご講義いただき、
続いて、不審者の制圧・撃退法、護身術などについて、実技をまじえた指導をしていただきました。
不特定多数の方が利用される管理施設において、防犯対策の見直しの必要性と、年末年始にかけて気
忙しくなる時期に向けて、常に緊張感を持ちながら施設管理に努めることの重要性を再認識させられた
研修となりました。

刺股での不審者対応は、危険防止のため必ず複数で対峙します

刺股をつかまれないよう注意し、壁な
どに追い詰め、動きを封じます

不審者の抱き着きには、相手
の親指をはぎ取るようにして
拘束を解く

講義のようす。防犯意識を高めるには、犯
罪の傾向を知ることも大切。

手をつかまれた時の解き方

図書館教養講座

＊無料で参加いただけます

山本 實彦

山本實彦ってどんな人？
2/3（日）13：30～15：00
場 所：薩摩川内市中央公民館 2階第1研修室
講 師：財部 智美（川内まごころ文学館 学芸員）
定 員：先着60名
申込開始：1/18（金）＊対応時間は8：45〜17：00
申込方法：電話・FAX（21-1289）
・直接来館

編集後記
型破りな演奏で知られるポゴレリッチの60歳記
念演奏会を聴きました。生で聴く音はCDや録画映
像と全く違い圧倒されました。
カタカタ鳴る鍵盤の音と弦の振動が聞こえるほ
ど強いタッチ。フォルテ、フォルテ、フォルテの連続。
ぐっと大きく手を広げて鍵盤を弾き、腰を浮かせ全
身で演奏する姿にも驚きました。不思議な調和が
あり、ショパン国際コンクールの審査で評価が割れ
たのが「事件」とされたのがうなずけます。アンコ
ールの拍手は鳴りやまず、楽譜を手に何度も登場
し、演奏の余韻が続きました。（永田）

1885年（明治18）〜1952年（昭和27）
薩摩川内市出身の出版人・政治家。大学卒業
後、新聞界を経て、1919年に改造社を興す。
総合雑誌『改造』の創刊、
〈円本ブーム〉の
先駆けとなった『日本文学全集』の刊行など
を手掛けた。1930年衆議院議員に当選。

■問合せ先

川内中央図書館

TEL：22-3542

