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まちづくり公社は、生涯学習を基盤として、芸術（Art）
・
文化（Culture）
・スポーツ（Sports）の振興及び公共施設の
安全な管理と高度なサービスの提供を目指しています。

アクス

ACSタイムは、 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。ホームページも随時更新中!!
★http://satsumasendai.or.jp ★E-mail machi＠satsumasendai.or.jp ★Twitter ＠satsusen＿machi

◆せんだい宇宙館◆
☎：0996- 31-4 477

http://sendaiuchukan.jp

開館時間：10：00〜21：00（入館は20：30まで）
休 館 日：月曜日
（ただし祝日の場合は翌日休館）
住
所：〒895-0005 薩摩川内市永利町2133番地6

入館料／高校生以上：500円、小・中学生：300円【年間入館券】高校生以上：1,000円、小・中学生：500円

市民星空観望会

土星・木星観察月間

ペルセウス座流星群観察会

雨天・曇天時は
中止となります

宇宙館の望遠鏡を使って、土星の環や木星の縞模様と

流星群や、夏の星座の解説もあります！

一緒に夏の星々を観察してみませんか？

この夏、親子で流れ星を数えてみませんか？

◆期 間：8月1日（土）～8月30日（日）
19：30～21：00（最終入館は20：30まで）
◆場 所：せんだい宇宙館 観測室
◆申込み：不 要
◆入館料：有 料

◆日 時：8月12日（水）
21：30～25：00（入館は23：30まで）
◆場 所：せんだい宇宙館 観測室
◆申込み：不 要
◆入館料：有 料

8月の特別開館のお知らせ

8月10日（月）・8月11日（火）

◆文化施設課（川内文化ホール内）◆
☎：0996- 20-7570

http://satsumasendai.or.jp

はな び ぼう

華美棒を作ろう！

いきいき生涯学習事業
たけぼう

ひか

お

がみ

は

つ

竹棒にキラキラ光る折り紙を張り付けて作ります。
だま
まわ
くるくる回すとシャボン玉のように見えますよ。
3回とも同じものを作ります。

※寝転がって観察しますので、シートなどを持参してください
※軽食・飲料の持ち込み可能です
※各自マスク着用でお願いします
※参加者多数の場合は、入場制限をさせていただきます

たくさん
見つけるのは
だれかな？

開館時間：9：00〜22：00
休 館 日：毎月第3月曜日
住
所：〒895-0054 薩摩川内市若松町3番10号

上映会～夏の上映会～
◆日 程：8月25日（火）
◆場 所：入来文化ホール（入来町副田6043番地）
◆対 象：どなたでも
◆定 員：各回先着100名
◆入館料：無 料

申込時に
程：8月18日（火）
ご希望時間を
間：①09：30～10：00
伝えてください。
タ イ ト ル
時
間
②10：00～10：30
③10：30～11：00
楽しいムーミン一家
10：00 ～ 10：25
◆場
所：川内文化ホール 第1会議室
「浜で見つけた難破船」
◆参 加 料：無 料
11：00 ～ 11：52
◆対
象：どなたでも（小学生以下は保護者1名参加） ぞくぞく村のおばけたち①
◆定
員：先着18名（各回先着6名様限り）
出演：本木雅弘
おくりびと
13：30 ～ 15：41
◆申込方法：電話
広末涼子 他
◆申込期間：8月5日（水）～8月14日（金）
※終了時間は予定です
9：00～17：00
と
おしらせ おねがい

◆日
◆時

いっ

か

なん ぱ せん

回す速さで

せい

り けん

はい

ふ

♡整理券を 15 分前に配布します

色や形が

すべ

い

か

♡全て入れ替えとなります

変化するよ

ちゃく よう

ねが

♡マスクの着用をお願いします
り かい

きょうりょく

皆さまのご理解とご協力をおねがいします

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスク着用、参加者のみの入室となります。（付添いはご遠慮ください）
皆様の御理解と御協力をお願いします。

まちづくり公社からのお知らせ
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

を制限させていただく場合がございます。な

するため、管理施設の利用制限や予定しておりますイベン

お、入館の際には、マスクの着用とこまめな手

ト・講座等が中止となる可能性がございます。

洗い、手指消毒に御協力をお願いします。最新

掲載しているイベント等の情報は7月17日現在の情報で

の情報につきましては、公社ホームページ、

す。実施については変更になる場合がございます。

Twitter等でご確認ください。

また、御来館の皆様と関係スタッフの安全を第一に、入館

皆様の御理解と、御協力をお願いします。

◆川内歴史資料館 ◆
☎：0996-20-2344

http://rekishi.satsumasendai.jp

◆川内まごころ文学館◆
☎：0996-25-5580 http://bungaku.satsumasendai.jp

開館時間：9：00〜17：00（入館は16：30まで） 休 館 日：月曜日
（ただし祝日の場合は翌日休館）
住
所：〒895-0072 薩摩川内市中郷2-2-6
入館料／【資料館】大人：200円、小・中・高校生：100円 【文学館】大人：300円、小・中・高校生：150円

★ 夏のチャレンジクイズ ★
展示を見ながらクイズを解いてみよう！

ふもと

参加者には
プレゼントが
ありますよ

◆期
◆場

トピック展示

日本遺産認定を記念して、 摩川内市の
「麓」をパネルでご紹介します。

間：7月18日（土）～8月30日（日）
◆期 間：4月7日（火）～12月6日（日）
所：川内歴史資料館・川内まごころ文学館
◆場 所：川内歴史資料館 1階ロビー
各展示室内
◆入 館 料：無 料
◆参加 料 ：要入館料（ただし土・日・祝日は小・中・高校生は無料）
戦後75年企画展

資料でたどる戦争の記憶

収蔵資料を とおして当 時の人々が 置かれた状 況や
暮らしにつ いてご紹介 します。

◆期 間：7月28日 （火）～10月11日 （日）
◆場 所：川内歴史資料館 2階展示室
◆ 入 館 料：有 料
戦後75年特別企画上映

火垂るの墓

昭和 63 年公開アニメ映画（88 分）。幼い兄妹が
戦中戦後を必死で生き抜こうとするお話です。

◆日

時：8月8日 （土） ①10：30～12：00
※開場は30分前
②14：30～16：00
◆場 所：川内まごころ文学館 多目的映像ホール
◆対 象：どなたでも（小学4年生以下は保護者同伴）
◆定 員：各回先着22名※定員は変更になる場合があります
◆申込期間：7月25日（土）～8月7日（金）
◆ 料 金 ：無 料
里見弴生誕記念展示

◆期
◆場

間：7月14日（火）～9月6日（日）
所：川内まごころ文学館
2階ホール
◆入 館 料：有 料

地層や化石の謎解きから、 摩川内市の過去一億年の
タイムトラベルに出かけませんか？

◆日 時：9月13日 （日） 13：30～15：00
◆場 所：川内歴史資料館 研修室
◆講 師：大木 公彦 氏（鹿児島大学名誉教授）
◆対 象： ど な た で も
筆記用具の準備を
◆定 員： 先着3 0 名
お願いします
◆受 講 料：200円（資料代）
◆申込期間：8月12日（水）～9月12日（土）
◆申込方法：直接、電話（0996-20-2344）
※定員に満たない場合は当日も受け付けます

東大小路町出身の出版人山本實彦が発行していた
雑誌「改造」に掲載された１９４０年の東京オリンピック
関係の記事をとりあげて紹介します。

◆期
◆場

間：8月4日（火）～12月27日（日）
所：川内まごころ文学館
1階常設展示室内
◆入 館 料：有 料

大木公彦氏

料金

シネマトーク

無料

実はこんなにスゴかった黒澤明の後期作品
～映画「まあだだよ」＆「乱」をより楽しむために～

♣講 師：小林 潤司 氏（鹿児島国際大学教授）
♣日 時：9月20日（日）13：30～16：40
♣場 所：川内まごころ文学館 多目的映像ホール
♣定 員：先着47名 ※定員になり次第終了
♣申 込：8月11日（火）～
※トーク後「まあだだよ」を上映します
※「乱」は9/21に上映となります
♣申込方法：電話・直接

名作シネマ上映会
◆ 場 所：川内まごころ文学館 多目的映像ホール
◆ 定 員：先着47名 ※定員は変更になる場合があります
◆ 料 金：無 料
※開場は30分前
◆ 対 象：どなたでも可
※新型コロナウイルス感染拡大予防対策のため、
当日、お名前とご連絡先をお伺いいたします

＝夏休み特別上映＝

8/10
（月/祝）

ボス・ベイビー
時 間／14：00～15：37

トピック展示

雑誌「改造」にみる
“まぼろしの東京オリンピック”

摩川内市の一億年の歴史

歴史講座

1920年の里見弴

今から100年前の里見弴の暮らしぶりや、代表的長篇作品
のひとつ「桐畑」をはじめ、「潮風」（「改造」掲載）などの
里見文学をマンガやイラストをまじえてご紹介します。

「水引郷地頭館跡」
（宮内町）

特別上映は
子どもとその
保護者優先です

【監
督】トム・マクグラス
【吹替出演】ムロツヨシ、芳根京子 他
い ねむ

いわ ね

8/22 居眠り磐音
（土）

時 間／10：00～12：01
【監督】本木克英 【原作】佐伯泰英
【出演】松坂桃李、木村文乃、佐々木蔵之介 他

8/23 あの日のオルガン
（日）

時 間／10：00～11：59
【監督】平松恵美子
【出演】戸田恵梨香、大原櫻子、夏川結衣 他

般若心経を
かきましょう

日 時：6/17（水）〜 6/19 日（金）10：00 〜 11：30
場 所： 摩川内市立中央図書館 3 階研修室
参加者：13 名

一番短いお経
「般若心経」
（262文字）

皆さん集中しています

参加者された方からは、
「またこ

を 3 日間、集中して書く講座を開催

んな会をしてください」
「ひとりで

しました。

はしないから。楽しかった」とのお

1 日目は書かれている内容に触れ、

声もいただきました。

2 日目までに全体を書くことを目標

目標を立てて参加された方、最後

に計画しました。3 日目は出来ると

まで熱心に、1 文字 1 文字丁 寧 に

ころまで清書をしていただきました。

書かれている方など、

途中、手を休めて画数の多い文字

それぞれ貴重な体験を

の注意点、自分の名前の書き方など、

されていたようでした。

書くポイントの説明をうけました。

まちづくり公社

沢山のご参加
ありがとうございました

事業報告
部分日食観察会

みえた！

日 時：6/21（日） 16：00 〜 18：15
場 所：せんだい宇宙館 2 階観測室
入館者数：70 名

雲の多い天候の中での開催でした

皆さん一喜一憂しながら、時折雲

が、日曜日の夕方というタイミング

の隙間から見え隠れする欠けた太陽

もあり 70 名の参加がありました。

をカメラで撮影したり、職員の説明

厚い雲の影響で、太陽が欠けてい

を聞きながら、大型望遠鏡で部分日

く様子を連続して見ることは出来ま

食の様子を詳しく確認することも出

せんでしたが、中国アモイなどの金

来ました。

環日食のライブ映像をパソコンで公
開するコーナーを設置したところ、
来場者が見入っていました。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策を図りな
がら行われた、まちづくり公社主催の事業を 2 件
取材しました。
「般若心経をかきましょう」は、皆さん心を込め
てそれぞれのペースで楽しんでいたようです。
「部分日食観察会」では、あいにくの曇り空にも
関わらず、雲間をぬって現れる日食に感動しつつ、
各々写真に収めて楽しい時間を過ごしていました。
今後もマスク着用などの制約がある中ですが、
各施設無事に事業展開できたら、と思いました。
（内野）

苦心しながらもそれぞれ楽しい時
間を過ごしていました。

