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せんだい宇宙館・少年自然の家共催

＊入館料が必要です

せんだい宇宙館

ふたご座流星群観察会
12/14（土）21：30～01：00

部分日食観察会
12/26（木）14：00～16：30

■流星群、冬の星座の生解説
■親子で流れ星を数えよう

太陽と月が織りなす現象を一緒に
観察してみませんか。

（入館は10：00から）

最終受付は23：30まで

食の始め 14：12
食の最大 15：27（食分0.38）
食の終了 16：32

■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

雨天・曇天時は中止します

場 所：せんだい宇宙館 観測室
開催中

＊入館料が必要です

ソラのノリモノ 展

場 所：せんだい宇宙館 観測室
入館料

7/4（木）
（火）～1/13（月/祝）

小・中学生300円/高校生以上500円

◆せんだい宇宙館

川内まごころ文学館

シネマトーク
映画「若い人」をもっと楽しむために

食の最大時

＊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

開館時間/10：00〜21：00

事業報告

雨天・曇天時は中止します

＊鹿児島では今年2回目

＊防寒着、寝袋、マットをご持参ください

せんだい宇宙館 企画展

＊入館料が必要です

TEL：31-4477◆

休館日/毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）

日
場
講

時：11月10日（日）13：30～16：00
所：川内まごころ文学館 多目的映像ホール
師：小林潤司氏（鹿児島国際大学教授）
財部智美（川内まごころ文学館学芸員）
観覧者数：44名

映画の上映前に、その映画の背景や見どころを講師が紹
介するシネマトークを開催しました。
今回は、映画「若い人」を取り上げ、原作者の石坂洋次
郎が鹿児島を旅した話、妻‶うら″のエピソード、映画は原
作と異なる部分が多いことなどをお話いただきました。ア
ンケートには「非常にわかりやすくてよかった」「映画を
別の視点で見ることができた」「トークを聞いて原作を読
んでみたいと思った」とあり、大変好評でした。
シネマトークは、映画を何倍も楽しむことができます。
今回おいでになれなかった方も、次の機会には、ぜひ、足
をお運びいただければ幸いです。

事業報告

いきいき生涯学習事業

第19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：10月22日（火/祝）8：30～17：00
場 所：サンアリーナせんだい メインアリーナ
参加者数：29団体・152名

参加者間の交流とスポーツ振興を目的として恒例のソ
フトバレーボール大会を開催し、幅広い年齢の方々に参
加いただきました。当日は、審判や得点めくりなど大会
運営にご協力をいただきました参加者の皆様、薩摩川内
市レクリエーション協会の皆様には、心より感謝申し上
げます。ありがとうございました。

【優勝チーム】
女子50歳未満の部 お・かっぱ
女子50歳以上の部 つぼみ
混成50歳未満の部 Blue Line B
混成50歳以上の部 がらっぱ

場 所：川内まごころ文学館

多目的映像ホール

引き出しの中のラブレター 12/14（土）
平成21年
（2009）

10：00～11：59

【監督】三城真一
【出演】常盤貴子 林遺都 中島知子
岩尾望 萩原聖人 本上まなみ
西郷輝彦 八千草薫 仲代達矢
伊東四朗 片岡鶴太郎

冬休み
特別上映

心の中にある大切
な人への言葉。届
けられなかった想
いをラジオを通じ
て伝える姿を描く。

12/22（日）14：00～15：42

アナと雪の女王（吹替）
平成25年
（2013）

斬新な氷の描写が美しい。困難
に立ち向かう強いヒロインが
印象的なディズニーアニメ！

ナミヤ雑貨店の奇蹟 12/15（日）
平成29年
（2017）

【監督】廣木隆一
【原作】東野圭吾「ナミヤ雑貨店の奇蹟」
【出演】山田涼介 西田敏行
尾野真千子 村上虹郎
林遣都 成海璃子

お正月
特別上映

ある夜、無人の空き家に
差し出された1通の手紙。
いくつものストーリーが
時代を超えて緻密に絡み
合う。

1/5（日）14：00～15：55

釣りバカ日誌9
平成9年
（1997）

東シナ海の楽園甑島での投げ
釣りを楽しむハマちゃん。当市
各地でロケ撮影された作品。

＊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

＊無料でご覧いただけます

川内歴史資料館 トピック展示

川内歴史資料館 工作ひろば

明治時代の薩摩川内
12/3日（火）～3/29（日）

紙で作る竹とんぼ

1/4（土）10：00～15：00

どなたでも無料で、自由に参加できます。
（小学2年生以下は、保護者同伴）
材料がなくなり次第終了

江戸から明治になり、
どのように移り変
わってきたのかをパネルで紹介します。

場所：受付前スペース

事前申し込みはいりません

場 所：川内歴史資料館 1階ロビー

川内歴史資料館・川内まごころ文学館

お正月無料開館

1/3（金）～1/5（日）

写真説明：
「太平橋架橋碑」
太平橋は明治8年、川内川で初めての架橋。これにより
歩いて川内川を渡ることが可能となりました。

どなたでも無料でご覧いただけます。
川内歴史資料館

10:00～12：09

川内歴史資料館・川内まごころ文学館

＊どなたでも無料で参加できます

冬休みチャレンジクイズ

お正月遊び

1/3（金）～1/13（月/祝）

9：00～16：30

＊入館料が必要です

12/21（土）～1/5（日）

場所：研修室

展示を見ながらクイズに挑戦！

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

開館時間/9：00〜17：00

休館日/月曜日
（祝日の場合は翌日）

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。

12/28 12/29 12/30 12/31 1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
（土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日）
川内文化ホール

12/28-1/5 臨時休館

入来文化ホール及び別館

12/28-1/3 休館

○

12/29-1/3 開館時間変更 8：30-17：00

○
○

○
○

薩摩川内市総合運動公園

○

12/29-1/3 開園時間変更 8：30-17：00

○

○

丸山自然公園

○

12/29-1/3 臨時休園

○

○

せんだい宇宙館

○

開館時間変更 10：00-17：00

＊12/31と 1/1 休館

○

○

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）

○

○

○

○

サンアリーナせんだい（総合体育館）

＊丸山公園は無休

12/29-1/2 臨時休館

○

○

臨時休館 1/1

○

12/31 開館時間変更9：00-17：00

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
令和２年４月１日から令和３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。
令和２年１月４日（土）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（土）通常開館
１２月２９日（日）臨時休館
１２月３０日（月）臨時休館
１２月３１日（火）臨時休館
１月 １日（水）臨時休館
１月 ２日（木）臨時休館
１月 ３日 (金）臨時休館
１月 ４日（土）通常開館
いきいき生涯学習事業

フラワーアレンジメント教室

お正月に最適！華やかなアレンジを作ります

場
講
定
対

所：川内文化ホール 第3会議室
師：上妻 早苗氏（ヨーロピアンフラワーデザイン連盟講師）
員：先着16名
象：18歳以上の初心者の方
＊過去に受講した方はご遠慮ください

参加料：2,000円（花材代）
持参品：花バサミ、剪定バサミ、持ち帰り袋、ホッチキス

編集後記
晩秋から初春にかけて、川内川流域では朝霧がみ
られます。気温が低い晴天の早朝、暖かい川面から
立ち上る霧は川からあふれ、周辺地域をすっぽりと
覆います。川を下る冷たい霧は水温との差から強風
を生み、両岸を山に挟まれた河口付近では、そのま
ま海へと流れだします。
この気象現象は「川内川あらし」と称され、愛媛県
の「肱川あらし」、兵庫県の「円山川あらし（仮称）」と
ともに日本三大あらしと呼ばれています。一級河川
で霧が海まで下るのは非常に珍しく、高台から見る
と白龍がうねるようで勇壮な景色です。（永田）

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

12/26（木）13：30～15：30
無料託児あります
対象：6ヶ月〜未就学児

申込方法：電話、来館
申込期間：12/5（木）〜12/20（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）

