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せんだい宇宙館・寺山いこいの広場・薩摩川内市立少年自然の家
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(日)

せんだい宇宙館・寺山いこいの広場

ご入館先着 100 名様 花の苗プレゼント
１０ ： ００ ～ １６ ： ００
★昼間の星と太陽プロミネンス
昼間の星と太陽プロミネンス
天体観測★
お子様先着 150 名様 スタンプラリー （ 無料 ）
お子様先着 150 名様 どんぐりつりゲーム（ 無料 ）

作体験★
工
親 子で

ゲーム★
射 撃 的 当て

フライト
シミュレーターで
飛行体験

化

学

先着 200 様・1 回 50 円

的を狙って素敵な
賞品をゲット！
チャレンジしてね♪

先着 100 名様・1 個 100 円

2019 年 12 月 26 日の
部分日食に向けて
日食めがねを作ろう♪

天体観測

実

験★

写真はイメージです

コロコロと転がる磁石の実験！
「ガウス加速器」のスピードを
目で見て楽しんでね♪

先着 100 名様
・1 個 100 円

１８ ： ３０ ～ ２１ ： ００

★ 秋の星空さんぽ （ ご入館は 20：30 まで ）

（写真はプレアデス星団）

問合先 せんだい宇宙館

出店

寺山うさぎさんの

バルーンアート 30 円
ポップコーン 50 円

入館料 大人 500 円 小中学生 300 円

（ 未就学児、身障者等手帳をお持ちの方は免除。お得な年間入館券もあります。）
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せんだい宇宙館 市民星空観望会

天王星・海王星観察月間
11/1（金）～11/30（土）
18：30～21：00

＊入館料が必要です

雨天・曇天時は中止します

入館料

事業報告

てんのう星人

開催中

＊入館料が必要です

ソラのノリモノ 展
7/4（木）
（火）～1/13（月/祝）

最終入館は20：30まで

太陽系で最も遠いところにある
2つの惑星が見ごろを迎えています。
秋の星と一緒に観察してみませんか。

場 所：せんだい宇宙館 観測室

せんだい宇宙館 企画展

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

川内歴史資料館 終戦記念展示コーナー

記憶をつなぐ-戦争と郷土-

◆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：7月23日（火）～9月23日（月/祝） 54日間
場 所：川内歴史資料館 展示室
観覧者数：892名

資料館では、毎年戦中・戦後を取り上げた展示コーナーを設けています。今回の展示では、戦争に
よって薩摩川内市はどのような影響があったのか、資料を中心に当時の人々が置かれた状況や暮らし
について紹介しました。また、昨年度金属保存処理を終えた特攻艇「震洋」のスクリューのほか、今
年4月に薩摩川内市白和町で発見された不発弾にも触れながら、市内の空襲についても取り上げました。
来館者からは、「海中から引き揚げられた震洋のスクリューを目にすることで、戦争について身近に感じるこ
とができた」「展示を見ながら当時を思い出した」との声が寄せられました。戦後７４年が経過する中、資料館
では郷土を中心とした戦中・戦後について、これからもご紹介していけるよう取り組んでまいります。ご観覧い
ただき、ありがとうございました。（学芸員 出来 久美子）

特攻艇「震洋」のスクリュー 震洋は、日本海軍が開発した特攻兵器。250㎏の爆弾を積んだベニヤ板でできたモー
ターボート。戦争末期には、鹿児島県内にも基地が多く配備され、川内川河口の船間島に基地が置かれました。

事業報告

川内歴史資料館 島津義弘没後400年記念特別展

南九州の雄

島津氏

日 時：8月7日（水）～10月14日（月/祝）60日間
場 所：川内歴史資料館 2階展示室
観覧者数：1,264名

～戦国時代の薩摩川内～

島津義弘没後400年を記念して、義弘だけでなく、兄の義久や弟の歳久・家久の4兄
弟、父の貴久等、広く戦国島津氏と薩摩川内との関わりを紹介しました。戦国島津氏 中務家久上京日記（吹上歴史民俗資料館蔵）
と薩摩川内の関係では、豊臣秀吉の九州平定に関して、
泰平寺で義久が和睦したことや、朝鮮出兵（慶長の役）
における義弘の久見崎出航などが知られています。そ
れらを最新の研究動向も踏まえて紹介しました。加え
て、島津家久の上京日記の内容を地図にし、資料と併
せて紹介したことが、県内だけでなく県外の来館者か
らも、特に人気を得られました。
「島津と川内の関係を直接、知ることができてよか
った」「北薩の武将を中心に紹介していたところがお
もしろかった」など好評の声を多くいただけました。
（学芸員 吉本 明弘）
当時の勢力をあらわした三州割拠図の展示や、家久の日記を経路図で表しました

場 所：川内まごころ文学館

多目的映像ホール

シネマトーク

11/10（日）

映画「若い人」

13：00 開場
13：30〜14：15 トーク
〈休憩〉
14：30〜16：00 映画上映

をもっと楽しむために

11/17（日）

武士の献立

10:00～12:00

平成25年
（2013）

勝気すぎて婚家から離縁さ
れた春（上戸）。その後、料理
の腕を見込まれ、加賀藩の
西田敏行 余貴美子 料理方に息子安信（高良）の
嫁にと懇願される。

【監督】朝原雄三
日活三大スター共演の青春映画「若い人」。改造社
から刊行された原作小説や原作者、当時の映画界の話、時代背景などを解説。 【出演】上戸彩 高良健吾

【講 師】
小林 潤司氏（鹿児島国際大学教授）
財部 智美（当館学芸員）

【申込期間】10/25〜11/9

＊電話、来館にてお申し込みください

＊定員：先着95名/車いすスペースあります/入場無料

開場は30分前です
川内まごころ文学館 トピック展示

＊入館料が必要です

古木鐵太郎生誕120年記念展示
7/23（火）～12/22（日）

改造社勤務を経て作家となった宮之城出身の
作家・古木について紹介します。

場 所：川内まごころ文学館 1階常設展示室
川内まごころ文学館

＊無料でご覧いただけます

川内歴史資料館 トピック展示

戦国澁谷氏の興亡の軌跡
9/25日（水）～12/1（日）
島津氏に対抗した澁谷一族の入来院氏、東郷氏、
祁答院氏らの歴史をパネルで紹介します。

場 所：川内歴史資料館
1階ロビー

三州割拠図複製（部分）
天文12年・当館蔵

ワークショップ付きおはなし会
11/24（日）10：30～12：00

川内歴史資料館 トピック展示

対 象：幼児とその保護者
定 員：先着10組
場 所：川内歴史資料館 研修室 申込方法：文学館へ電話、来館
申込期間：11/1（金）〜11/20（水）
参加料：300円

仏像や絵葉書、横綱・西ノ海嘉治郎
の錦絵などを紹介します。

スタンプなどを用いてオリジナルバックを作ります。

収蔵資料・いろいろ
10/29日（火）～11/24（日）

＊入館料が必要です

いきいき生涯学習事業 川内歴史資料館 工作教室

まゆ玉干支人形作り
12/15（日）10：00～11：30

まゆ玉を使って、来年の干支（子）の人形を
1人2個作ります。

場 所：川内歴史資料館
対 象：どなたでも可
定 員：先着15名
参加料：150円

＊小学3年生以下は保護者同伴

申込方法：電話、
来館
申込期間：11/22（金）〜12/6（金）

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日（金）～11/7（木）

期間中どなたでも無料でご覧いただけます。

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
いきいき生涯学習事業

中国茶道体験
～工夫式茶器で高級烏龍茶を淹れてみましょう～

11/14（木）13：30～15：30

場 所：川内文化ホール 第2会議室
講 師：丸山 真由美氏（中国国家認定茶芸師）
定員等：先着20名/一般
参加料：500円

場 所：川内歴史資料館 2階展示室

里八幡神社の大般若波羅密多経
（県指定有形文化財）当館蔵

川内歴史資料館 歴史講座 史跡巡り

戦国島津の旅
12/8（日）13：00～16：30（予定）

＊無料でご参加いただけます

島津義弘没後400年に関連した市内史跡を
バスでめぐります。

講 師：吉本 明弘（当館 学芸員）
対 象：どなたでも可
定 員：先着20名
＊小学3年生以下は保護者同伴

■問合せ先

申込方法：電話、来館
申込期間：11/22（金）
〜12/6（金）

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）

無料託児あります
対象：6ヶ月〜未就学児

烏龍茶、中国紅茶、プーアール茶など
香りを楽しむ中国茶の世界を体験します。

申込方法：電話、来館
申込期間：10/22（火）〜11/8（金）

◆文化施設課◆ TEL：20-7570
対応時間/9：00〜17：00 （川内文化ホール内）

事業報告

いきいき生涯学習事業

スマホで体験！快適安全生活

日 時：9月18日（水）14：00～16：00
場 所：川内文化ホール 第2会議室
講 師：米丸 さやか氏（ソフトバンクスマホアドバイザー）
参加者数：18名

スマートフォンの便利な機能や使い方を紹介する講
座を開催しました。インターネット調査によると携帯
電話利用の85％以上はスマートフォンですが、年代別
の普及率は一様ではありません。講座では、利用地図
アプリや音声入力、防災情報の入手方法などを紹介し、
ひとりづつ実際に操作してみました。
「アプリの活用方法が理解できました」「セキュリ
ティー対策や迷惑メール等、参考になりました」「防
災、天気のアプリが大変良かったです」と、参加者の
皆さんは、短い時間でしたがスマホの知識をしっかり
習得されたようでした。

事業報告

いきいき生涯学習事業

フレスコ画体験
～古典的な絵画技法で描いてみましょう～

日 時：9月29日（日）10：00～15：00
場 所：川内文化ホール 第2会議室
講 師：上原 直哉氏（甲南高校美術教諭）
参加者数：11名

石灰と砂と水を混ぜて作る漆喰（しっくい）に水で溶いた顔料で描くブオンフレスコを体験しました。フレ
スコ画は、ヨーロッパ各地の教会に天井画や壁画として数多く残されています。石灰が乾くときの化学変化に
より顔料が保護され、描かれた当時と変わらない鮮やかな色彩を現在でも見ることができます。講座では、講

講師によるしっくいの作り方の説明

完成作品

編集後記
ラグビーワールドカップで日本は、ベスト8まで進
んだものの惜しくも南アフリカに敗北しました。日本
戦は、時差のないライブ観戦が週末に重なり、楽しま
れた方も多かったのではないでしょうか。
ボールの争奪戦の最中、隙をついて繰り出される
パス。走りながら、後方へ片手パスで繋がれる見事
な連携。瞬時の状況判断はスピーディーなゲーム展
開となり、飛び込むようなトライへと続きます。
「ONE TEAM」の合言葉を掲げ、ドラマチックな勝ち
を重ねた日本の活躍は、メジャースポーツとしての
ラグビーの認知に貢献しました。（永田）

師からフランスへ絵画留学の際に
ヨーロッパ各地で取材したフレス
コ画の写真を、エピソードと一緒
に紹介していただきました。
アンケートでは、「あまり使わ
ない材料を使って、貴重な体験が
できてよかった」「先生が親切な
方で、わかりやすかった」「時間
があれば何枚でも描きたかった」
と、珍しい絵画技法の体験を楽し
んでいただけたようでした。

