まちづくり公社広報誌 ４月号

(2020年) vol.216

ACSタイムは、薩摩川内市民まちづくり公社の管理施設・行事について掲載しております。HPも随時更新中！
！
★ホームページ http://satsumasendai.or.jp/ ★E-mail machi＠satsumasendai.or.jp ★Twitter ＠satsusen＿machi

◆発 行◆公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社 事務局 TEL:0996(22)8500 FAX:0996(20)1232
◆編 集◆文化施設課（川内文化ホール内）
〒895-0054 鹿児島県薩摩川内市若松町3番10号 TEL:0996(20)7570 FAX:0996(20)2672

せんだい宇宙館 市民星空観望会

金星観察月間
4/1（水）～4/30（木）

せんだい宇宙館 市民星空観望会

＊入館料が必要です

金星とすばるの大接近観察会
4/3（金）・4/4（土） 最終受付20：30
19：00～21：00

18：30～21：00

日没後、西の空でまぶしいほどの輝きを見せる
金星を大望遠鏡で観察してみませんか。

金星がすばるの中に位置して見える
8年に一度の珍しい現象です。

場所：観測室

場所：観測室

天候不良時は中止となります

天候不良時は中止となります

＊4/29（水/祝）〜5/6（水/振休）の
連休期間中は開館いたします。

入館料

＊入館料が必要です

特別開館日 5/4（月/祝）

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

振替休館日 5/7（木）

◆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）

金星の東方最大離角って？
日没後、西の空に明るく輝く金星。
この時期の金星は宵の明星と呼ばれて
います。3月25日は見かけ上、太陽か
ら最も離れて見える東方最大離角とな
り、ちょうど半月の形に見えます。
また、４月2８日には最も明るく
（最大光度）見え、明るさはマイナス
4.5等級にもなります。昼間でも、空
が澄み切っているときには、肉眼で見
つけることができます。

＊次回は2021年10月

公転方向

太陽

金星
西方最大離角

東方最大離角
公転周期：225日
よい
みょうじょう
形：半円
宵の明星
自転周期：243日
特徴：自転方向が地球と逆。 日没後、西の空に見える。
自転方向
満ち欠けして見える。 金星は太陽より東側。

ふもと

薩摩藩の「麓」

あ

地球

みょうじょう

明けの明星
日の出前、東の空に見える。
金星は太陽より西側。

令和元年５月に日本遺産に認定された『薩摩の武士が生きた町〜武家
屋敷群「麓」を歩く〜』には、薩摩川内市の入来麓が含まれています。
とじょう

江戸時代の薩摩藩は藩内を、最大で120余りの外城に分けて統治していました（外城制）。外城はのち
ごう

に郷と呼ばれ、藩はそれぞれの地域の郷に武士を居住させ、地方行政や防衛を担わせました。郷の支配者
として、直轄地には数年で変わる地頭を、私領地には島津氏に連なる世襲制の領主を配置しました。
いくつかの村が集まって郷となり、中心となる村には、役所にあたる地頭仮屋（領主館）がありました。
地頭仮屋のまわりが麓で、主に武士が住み、半農半士の生活を送っていました。麓には寺社や町場、村落、
田畑が広がっている地域もあり、武家屋敷
群だけに限りませんでした。現在でも石垣
や道幅の狭い路、地名に残る麓や馬場など、
麓の面影は各地域に残っています。

里麓（上甑島）
中世山城跡（亀城跡）の周辺にある麓。玉石垣や生垣が続く整然
とした街並みで、地頭仮屋跡を中心に武家屋敷群や里八幡神社
が並びます。

島津領大絵図【薩摩川内部分】
（川内歴史資料館蔵）
江戸時代の薩摩藩の領域を示したもので、○で囲まれた部分が郷名です。薩摩川内には高城・
水引・高江・隈之城・平佐・百次・山田（永利）
・中郷・東郷・入来・大村・黒木・藺牟田・甑島の最大
で15の郷がありました。

場 所：川内まごころ文学館

多目的映像ホール

毎月第3土曜・日曜に開催しております「名作シネマ上映会」
は、
新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、4月の上映は、お休みとさせていただきます。
◆ゴールデンウィーク特別上映◆

ペット2（吹替） 5/2（土）
令和1年
（2019）

14：00～15：26

飼い主がいないとき、ペットは何してる？
ニューヨークのマンハッタンで暮らすテリア犬
のマックス。飼い主ケイティに赤ちゃんのリアム
が生まれ、さらに賑やかな日々となり・・・。

＊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
川内歴史資料館 トピック展示

薩摩川内の『麓』
4/7（火）～12/6（日）

＊無料でご覧いただけます

日本遺産認定を記念して、江戸時代の
薩摩藩の外城（郷）の中心地域となる
「麓」を紹介します。

華やかな八橋蒔絵螺鈿硯箱（模作）と絵葉書
4/28（火）～6/7（日）

場 所：川内歴史資料館 1階ロビー

明治天皇御製絵葉書

場 所：川内歴史資料館 2階展示室

写真説明：
「水引郷地頭館跡」
（宮内町）
＊地頭館は今の役場にあたります

川内歴史資料館

＊入館料が必要です

川内歴史資料館 トピック展示

＊無料で体験いただけます

八橋蒔絵螺鈿硯箱（模作）

川内歴史資料館・川内まごころ文学館

春のおりがみ広場
4/29（水/祝）〜5/6（水/振休）

ゴールデンウィーク無料開館
4/29（水/祝）〜5/6（水/振休）

9：00～16：30

5/7（木）
は休館日となります

場 所：川内歴史資料館 1階ロビー
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）

中央図書館

川内文化ホール

消防訓練を実施しました
3月16日（月）の休館日に、大ホールでの公演中に火災
が発生したとの想定で、消防避難訓練を実施しました。
全員の避難が完了した後、消火
器の使い方や、避難はしごを使っ
た2階からの避難方法の指導を受け
ました。
薩摩川内市消防局
職員の立会のもと、
緊張感を持った訓練
となりました。
車いすの避難誘導

避難はしごでの避難のようす

＊無料でご覧いただけます

16ミリ映画を楽しむつどい【春】
4/3（金）14：00～15：30
今では珍しくなってしまった16ミリフィルム映画を
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため
大スクリーンで鑑賞してみませんか。

中止となりました。

【上映作品】
「いじわる狐ランボーのなみだ」
「腹ぺこ童子」
「山に輝くガイド犬 平治号」
場 所：中央図書館
3階研修室

◆中央図書館

TEL：22-3542◆

開館時間/8：45〜21：00 休館日/毎月第4木曜日（ただし、17：00〜21：00は開館）

公社の管理施設では、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、予定しておりますイベン
トや講座等が中止となる可能性がございます。
最新の情報につきましては、公社HP、Twitter等をご確認いただきますよう、お願いいたします。

川内まごころ文学館

まごころ文芸講座受講生募集のお知らせ
5月から始まる講座の受講生を募集します。

申込方法

往復はがき、FAX、電子メールのいずれかでお申し込みください。
〒895-0072 中郷二丁目2-6 川内まごころ文学館「まごころ文芸講座」係
FAX（0996-20-0818） メール（magokoro@po4.synapse.ne.jp）
記載事項 ①希望講座名 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤電話番号（FAX番号）
⑥資料館・文学館の年間共通パスポートの有無（お持ちの方はナンバー）、
身体障害者手帳の有無
申込期間 3月23日
（月）〜4月5日
（日） ＊当日消印有効
（900円）購入が必要です。
受講料
無料。ただし、共通パスポート
身障者手帳をお持ちの方はパスポート購入に代わり、教材費として500円いただきます。
講座名・講師

楽しく学ぶ薩摩狂句
講師

福冨則義先生

（川内まごころ文学館前館長）

名詩で味わうブンガク
講師

齊藤玲子先生

内

容

鹿児島弁の意味や使い方、薩摩狂句の
定義、基本定型、規定などを学びます。
名句鑑賞や作句（即興吟）及び添削指
導をします。
明治から大正期に作られた唱歌・童謡
を季節ごとに取り上げ、作家や詩につ
いて学び、歌います。

（声楽家）

あいうえおから始める文字講座
講師

青崎テル子先生

（日本習字講師）

源氏物語を読む～物語を彩る人びと～
講師

廣尾理世子先生

（鹿児島純心女子高等学校教諭）

優しい朗読～はじめの一歩～
講師

浜本麗歌先生
（朗読家）

文学作品を手本に、
ひらがなやカタカ
ナを基礎から学び、楷書・行書できれ
いな字が書けるように練習します。
（2B/3Bの鉛筆と消しゴムは各自準備）
源氏物語の
「須磨（すま）」巻と
「明石（あ
かし）」巻を鑑賞し、現代語訳や作品の
歴史的背景などの解説を行います。
はじめての方でもわかりやすく、朗読
に必要な基礎を学び、文学作品を、楽
しく声に出して味わいます。
（別途、
テキスト代1,500円が必要です）

編集後記
「小惑星リュウグウは、隙間が多い低密度の物質で
できている」と、3月17日にJAXAなどの研究グループ
が発表しました。これは探査機はやぶさ2が観測した
地表の温度変化の分析からわかりました。
地球は、重力で集まったチリが周りながら成長した
と考えられています。地球に似た小惑星リュウグウを
調べることで、太陽系での天体ができる仕組みがわ
かるのだそうです。
はやぶさ2が採取した資料を分析すれば、もっと多
くの謎が解明されるでしょう。今年末に迫った、長く遠
い旅からの帰還が待たれます。（永田）

時

間

5～12月 毎月第1土曜日
10：30～12：00
＊5月のみ第2土曜日

定員

20名

全7回（8月休講）
5月～3月

奇数月…第2・4土曜日
偶数月…第2土曜日
14：00～15：30
全14回（8・12月休講）

5～3月 毎月第3金曜日
10：30～12：00
全9回（8・12月休講）
5～10月 毎月第4日曜日
10：30～11：30
＊5月のみ12：00まで

50名

25名

30名

全5回（8月休講）
5～2月 毎月第4金曜日
10：30～12：00
全5回（8・12月休講）

15名

