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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

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！！
せんだい宇宙館・少年自然の家共催

～

＊入館料が必要です

（最終受付23：30）

部分日食観察会
1/6（日）8：30～11：00
（受付開始8：00）

＊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

太陽と月が織りなす現象を一緒に
観察してみませんか。

■流星群、冬の星座の生解説
■親子で流れ星を数えよう

＊鹿児島では2016年以来

＊防寒着、寝袋、マットをご持参ください

■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

事業報告

～

イラスト：池下章裕

ふたご座流星群観察会
12/14（金）21：30～01：00
天候不良時は中止します

入館料

太陽系の記憶を探す旅

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

場 所：せんだい宇宙館 観測室

■問合せ先

せんだい宇宙館

開館時間/10：00〜21：00

いきいき生涯学習事業

色で元気にカラーセラピー講座

TEL：31-4477

休館日/毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）

日 時：9月19日（水）14：00～15：30
場 所：川内文化ホール 第5会議室
講 師：カラーセラピスト 中之薗恵美子氏
参加者：30名

色や描画を通して日々のストレスケアに活用するカラーセラ
ピー講座を開催しました。グループに分かれて作業し、自由に描いた絵にクレ
ヨンを塗りました。好きな色は喜びの色、嫌いな色は怒りの色であるという講
師の説明に参加者は、はっとしたり、うなずいたり。「癒された」「色への関
心が一層強くなった」「日々の生活に活用できるセミナーでした」と、色の効
果や影響を発見し、楽しみながら体験いただけたようです。 スクリーンを使っての説明

まちづくり公社管理運営施設 年末年始の開館状況
○通常どおり

年末年始は、各施設の利用時間等が変更となっております。ご利用の際は事前にご確認ください。

12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1
1/2
1/3
1/4
（木） （金） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金）
臨時休館 12/29-1/3

○

休館 12/28-1/3

○

○

開館時間変更 8：30-17：00

○

○

○

開館時間変更 8：30-17：00

○

丸山自然公園

○

○

臨時休園 12/29-1/3

＊丸山公園は無休

○

せんだい宇宙館

○

○

＊休館12/31と 1/1

○

川内歴史資料館/川内まごころ文学館

○

○

○

○

中央図書館（運営施設）

○

○

○

○

川内文化ホール

○

入来文化ホール及び別館

○

サンアリーナせんだい（総合体育館）

○

薩摩川内市総合運動公園

○

開館時間変更 10：00-17：00
臨時休館 12/29-1/2

○

○

休館

○

開館時間変更9：00-17：00

場 所：川内まごころ文学館

多目的映像ホール

12/15（土）

60歳のラブレター
平成21年
（2009）

人生の分岐点を迎えた3組
の夫婦。
これからどう歩ん
【監督】深川栄洋
でいくのか、
「わたし」はど
【出演】中村雅俊 原田美枝子 う生きていくのか。勇気と
井上順 戸田恵子 ほか 希望を与えてくれる作品。
さて、あなたはどのカップ
ルに共感しますか？

冬休み
特別上映

12/23（日/祝）14：00～15：44

アーサー・クリスマスの大冒険
平成23年
（2011）

サンタの息子アーサーは、お手紙係。配達ミスで届かなかっ
たプレゼントがあることに気が付く。残り2時間！地球の裏側
の1人の女の子のもとへ、
トナカイのそりに乗って行く・・・。
開場は30分前です

第8回

12/16（日）

家族はつらいよ2

10：00～12：09

10：00～11：53

平成29年
（2017）

【監督・原作】山田洋次
【出演】橋爪功 吉行和子
西村雅彦
夏川結衣 ほか

富子はオーロラを見たい
と友人と北欧旅行へ。周造
は妻が家を空けているス
キ？に、小料理屋かよの女
将とランチデート。
自損事
故でデートがばれて・・・平
田家に新たな騒動が！

お正月
特別上映

1/3（木）14：00～

冬休み
特別上映

1/6（日）14：00～15：45

レゴバットマン ザ・ムービー
平成29年
（2017）

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！

＊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
（土）

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）

＊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：川内まごころ文学館 企画展示室
＊入館料が必要です

場 所：川内歴史資料館 2階 第2展示室

いきいき生涯学習事業

フラワーアレンジメント教室
12/26（水）13：30～15：30 ＊過去に受講された方は
お正月飾りに最適。
華やかなアレンジに挑戦してみませんか。

明治維新150周年記念特別展
平佐北郷家13代当主

ご遠慮ください

場 所：川内文化ホール 第３会議室
対 象：一般
定 員：先着16名
参加料：2,000円
申込期間：12/6（木）〜12/21（金）
申込方法：電話・直接来館
【作品例】
◆文化施設課（川内文化ホール内） TEL：20-7570◆

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

川内歴史資料館・川内まごころ文学館

＊入館料が必要です

冬休みチャレンジクイズ
12/22（土）～1/6（日）

展示を見ながらクイズに挑戦！参加者にはプレゼントがあります。

＊無料でご参加いただけます

川内まごころ文学館

冬のおはなし会
12/23（日/祝）10：30～11：00

絵本の読み聞かせや
手遊び歌など

対 象：幼児とその保護者
場 所：川内歴史資料館 研修室

歴史資料館は展示替えのため、12/18（火）は臨時休館いたします

■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

開館時間/9：00〜17：00

休館日/月曜日
（祝日の場合は翌日）

国際交流センター・産業振興センター施設使用仮予約についてお知らせ
平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日までの施設使用の仮予約の

受付開始は、次のとおりです。
平成３１年１月４日（金）１３時３０分から

仮予約抽選会

を行います。

＊電話での受付は、当日１６時以降
年末年始の業務案内
１２月２８日（金）通常開館
１２月２９日（土）臨時休館
１２月３０日（日）臨時休館
１２月３１日（月）臨時休館
１月 １日（火）臨時休館
１月 ２日（水）臨時休館
１月 ３日 (木）臨時休館
１月 ４日（金）通常開館

事業報告

承ります。

◆◆お問合せ先◆◆

薩摩川内市国際交流協会
〒895-0011 薩摩川内市天辰町2211番地1
（薩摩川内市国際交流センター内）
TEL: 0996-22-7741 FAX： 0996-22-7730
E-mail : kssb@ninus.ocn.ne.jp
URL： http：//www.kssb-satsumasendai.com

いきいき生涯学習事業

薬膳茶講座～健康で美しくなれるお茶～

日 時：11月14日（水）14：00～15：00
場 所：国際交流センター 調理室
講 師：薬膳アドバイザー 丸山真由美氏
参加者：19名

近年人気のセルフケアに注目し、手軽に体験できる薬膳茶講座を開催しま
した。薬膳茶は、漢方の理論に基づき、季節や体質、体調に合わせて組み合
わせます。前半では、ベースとなるお茶の特性と加える食材の効能を学びま
した。後半では、お茶と加える食材の一つ一つを確認しながら2種類のお茶
を中国茶器で淹れ、飲んで効能を確かめました。
「お茶には五性があると分かり勉強になった」「実際に飲めてとても分か
りやすかった」「参考にして体調管理に役立てたい」と、中国茶の香りを楽
しむ文化にも触れ、楽しい時間を過ごしていただけたようです。

編集後記
先日、せんだい宇宙館で、東の低い空に非常に
明るい流れ星を見ました。正体はニュース映像で
時々報道される「火球」。本物に出会ったのは初め
てで興奮しました。「シュッ」と音とともに短い光跡
が走りましたが、「音は気のせい」と一笑され、心理
的なものだろうかと、不思議に感じました。
その明るさから「燃え残りが落ちてくるかも。頭
の上でなくてよかった」などどひとしきり想像が駆
け巡りました。火球の音は低い周波数の電磁波で、
聞こえる人もいるようですが現在のところはっき
りとした結論は出ていないそうです。（永田）

中国茶器 蓋椀（がいわん）は、皿も一緒
に持ち、
フタをずらして飲みます

