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宇宙館フェスタ

土・祝

ポニー
乗馬＆乗車

共催/薩摩川内市立少年自然の家
・プラネタリウム(少年自然の家)

）

ふわふわ綿菓子
各50円
ポップコーン
花苗
（先着
プレゼント １５
０名様）

☆昼の部
10時～16時

★夜の部
18時半～21時
（入館は20時半迄）

≪≪≪イベント例≫≫≫

★夜の星空を見よう！

▼小型ヘリコプター
「ドローン」操縦体験
▼親子工作教室
▼各種ロケット打上
▼太陽プロミネンスを
見よう !（晴天時のみ）
▼宇宙館のお仕事体験

（夜の部・晴天時のみ）

家族みんなで楽しめる
イベントを、た～くさん、
ご用意 して、お待ちして
います。

昼間の観測

花いっぱいの寺山で、一足早い
春の休日を過ごしませんか～！

星つりゲーム

～イベント写真は昨年の様子です～

水ロケット

木星観望月間 3/1 日 ～ 31 火

市民星空観望会

19：00～21：00

太陽系で最大の惑星「木星」が見ごろを迎えています。
空高く明るく輝く星が木星です。
今年は、かに座に輝いています。冬の名残と早春の星々とともに
観察してみませんか？
【ところ】＝せんだい宇宙館観測室
【内 容】＝木星や冬、春の星空を中心とした観察と解説。
※ 雨天・曇天時は中止となります。 ※ 要入館料

3/7 土 13：00～16：00
○定員/先着25名
(申込み不要）
○参加料/50円
（一人1セット）
※入館の方は免除

「プラ板で作る
星座キーホルダー」 を作ろう！
「プラ板で作る Ｍｙ 星座キーホルダー」
自分の星座や好きな絵を描いて、あなただけの素敵な
オリジナルキーホルダーを作りませんか！

■問合せ先 ☎ 31-4477(せんだい宇宙館)

親子料理教室

事業報告①

低学年の参加が多かったので、時間内に出来上がるか心配しましたが、予定より３０分も早く完成
しました。料理好きな子供さんたちが、先生や保護者の方の説明を聞きながら、時には自らレシピ
の冊子に目を通しながら、慣れた手つきで、米とぎ・切る・焼く・煮る・盛り付けと一連の作業を
分担・協力し合いながら楽しく料理しました。ご家庭でもよくお手伝いしている様子が窺えま
した。試食、後片付けと終始、和やかに、とても楽しい料理教室でした。
Editor
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＊日時/１月２５日（日）
９：３０～１３：２０
＊講師/市・食生活推進協議会員
＊場所/セントピア
調理室・和室

川内歴史資料館講演会

せんだい お菓子と郷土料理の物語 付―伊勢染型紙」

事業報告②

【場 所】川内まごころ文学館・多目的映像ホール 【講 師】所﨑 平 先生
(鹿児島民俗学会代表幹事)

2/7土

川内・鹿児島に伝わるお菓子を中心に、地域に
伝わる名前や材料の違い、その由来や分布など
先生の体験談を交えてご講演いただきました。
お菓子や郷土料理という身近なテーマでありな
がら、その背景にある歴史や文化はとても奥深
い世界で、来場者からは「懐かしい思い出が蘇り
久しぶりに作ってみたくなりました。」との声が
寄せられました。また、本題とは別に細やかな染
物を生み出す基になる伊勢染型紙についてもご紹
≪報告：学芸施設課≫
介いただきました。

13：30～

座席数95席/車いす席あり
13：30開場 （映画に限り、入館料は必要
ありません）

☎ 25-5580(川内まごころ文学館)

■問合せ先

3月22日(日) 14:00～16：21

3月21日(土・祝)14:00～16：10

「五番町夕霧楼」

「天地明察」

松竹

【原作】水上勉【脚色】中島丈博
【監督】山根成之
【出演】松坂慶子、奥田瑛二、佐分利信、
浜木綿子、長門裕之

【原作】冲方丁【監督】滝田洋二郎
【脚本】加藤正人、滝田洋二郎
【出演】岡田准一、宮﨑あおい、佐藤隆太、
市川猿之助、笹野高史

川内まごころ文学館

展示コーナー

まごころ文芸講座
ヤスヨオカモトのsmart朗読講座

3/15 日

角川・松竹

「切り絵」

入場料
無 料

3/8（日）7：00

修了朗読会

まで

中国では、剪紙は特に農村の女性
の間に親しまれてきた庶民的な芸
1
～
0
0
。
す 術の一つで、室内装飾や衣装の図
9：
休館日で
＝
案などに愛用されてきました。
日
曜
月

14：00～16：00
開場13：30

*

えりもの

▲彫り物/高千穂神楽
中国切り絵

▲

フリーアナウンサーとして活躍されている岡本安代先生の
指導を受けた受講生がこれまでの練習の成果を披露します。
■場 所 川内まごころ文学館
多目的映像ホール メニュー
・受講生お気に入りの一冊
■定 員 80名(先着順）
・リレー朗読「泣いた赤おに」
■入場料 無料
・講師による朗読

【展示場所】歴史資料館・１Fロビー
【内

容】中国の切り絵
chuāng huā

jian zhi

「窓花」「剪紙」と呼ばれます。

■問合せ先 ☎20-2344(川内歴史資料館)

■問合せ先 ☎25-5580(川内まごころ文学館)
御陵下公園

投

球

練習場

開設！

ご要望にお応えし、テニスコート横に2レーンの投球練習場が設置されました。
お願い…ご利用の際は正しい使用法でお願いします！
※ 投球練習以外の練習は行わないでください。
※ ノックやキャッチボールなども厳禁です。
■管理者・問合せ先 ☎ 25-8282 (公園施設課・サンアリーナせんだい)

平成28年1/11(月・祝)～3/11(金)まで
工事期間中の大ホールなどのご利用休止
・大ホール
につきましては、大変、ご迷惑をお掛け
・ホワイエ
致しますが、何卒、ご理解とご協力の程
・駐車場の一部
宜しくお願いいたします。
第1～第10会議室、まちづくり交流
利用休止場所

センター、キッチンひまわり(食堂)
については、平常通りご利用いただ
けます。【毎月第3月曜日は休館日です】

■問合せ先■
☎ 22-5211

(川内文化ホール)

消防訓練＝川内文化ホール編＝実施日2月16日（月）
火災発生を想定して避難誘導や消火及び通報・連絡・情報収集
等の活動を迅速かつ的確に行えるよう、毎年2回の訓練を行って
います。今回は「避難用吊り下げ梯子」の訓練もありました。
女性にとっては13kgの梯子の取付でさえ大変ですが、その取り
付けた梯子を使い降下訓練！ 女性職員 一名も挑戦しました。
壁から梯子に移動する恐怖感と5.3ｍ(2階からの高さ)を壁だけ
を見ながら降りていく時間がとても長いように思えました。
願わくは訓練のみで、梯子の使用がないことを思うばかりです。

～展示報告～

2/21.22

Editor
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第10回

生涯学習フェスティバル ＆次世代エネルギーフェア

土・日

▲せんだい宇宙館展示

▲コミュニティ展示セクション

▲事業係展示

年々大々的に開催されます生涯学習フェスティバルは、今年も展示セクションを始め次世代エネルギー
フェア、ステージ発表、体験セクション、コミュニティマーケットなどで賑わいました。
地域の中で、学びながら繋がった地域力の集大成。まちづくり公社も展示セクションの一角をいただき、
宇宙館と共にこの一年の事業の様子や作品などを展示させていただきました。
記念講演は、知名度抜群の教育評論家「尾木直樹氏(尾木ママ)」とあって、雨天にもかかわらず多くの
人が駆けつけていらっしゃいました。演題は「ありのままに今を輝く～グローバル化時代の生き方論～」
ジェスチャーを交えた特有の口調で、笑いを誘いながらの1時間半は、あっという間でした。
恥ずかしがらず自然体で、ありのままに生きる。そして、褒める子育て論の勧め「叱る前に理由
を聞くの。そこで終わっちゃ駄目よ。共感することが大切なのよ～」というお話が心に残りました。
Editor
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第30回 国民文化祭・かごしま2015

FMさつませんだいに於いて番組放送中！

＝薩摩川内こころの川柳
「ここせん」= 第２・４土曜日 10時〜10時30分。お楽しみに〜

＊番組内で川柳を募集しています。 月間賞を目指して、
どしどしご投稿ください。
10月31日(土)～11月15日(日)
＊薩摩川内こころの川柳大会/薩摩川内市(会場：入来文化ホール)

「新しい
靴に未来を
賭けてみる」

まちの掲示板

入来 …
石神 紅雀
…

吹く風に、春の訪れを感じる今日この頃ですが、
3月、ふと寂しさを感じることがあります。
「会うは別れの始まり」とも言われますが、別れ
には、悲しい別れ、せつない別れ、怒りの別れ、
楽しい別れ、自然な別れ、次に進むために自ら選
ぶ別れ…と様々です。
永遠の別れに対する戒めに「親孝行 したい時に
は親はなし 石に布団は着せられず」ということ
ばもあります。回想の中で、共有した時間の大切
さや、あの時の本質が今なら理解できるという事
もあります。別れで学んだことを忘れず、別れた
人や動物、物や出来事に、心から感謝
し、そして、気持ちを新たに次の
Editor
ステージを迎えたい。
Ｔ．Ｓ
「別れは新たな出会いの始まり」

「十二支の
足が年々
速くなり」

？

～別れの季節に想う～

千葉 …
小園 逸郎
…

？

「抱きしめて
ウエストに
手が回らない」

？

伊集院 …
上原しず香
…

「何故 どうして
済んだ瞳の
知りたがり」

入来 …
勝田 みどり
…

二軒茶屋 …
安達ヒトミ
…

「腕を組み
恋人のよう
でも介助」

「川柳つばさ」2015年1月 第79号「つばさ」より／入来わくわく番傘川柳会

