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2/1(日)～3/1(日)
9:00～17:00

[入館は16:30まで]
※休館日/月曜日
※要入館料 大人300円
小学生～高校生150円

◆山本實彦[1885-1952]
薩摩川内市大小路生まれ。出版社「改造社」をたちあげる。
本が少ない時代に、一冊一円の本を売り出し、「円本」ブームを
おこしました。また、アインシュタインなど世界的な学者を日本
に招き、日本文化に大きな影響を与えました。
《
《
《
《
《 ここでしか味わえない時間と空間を存分にお楽しみください。《
《
《
《
《
公園施設課

■問合せ先
学芸施設課☎ 25-5580(川内まごころ文学館)

▲

せんだい宇宙館
Sendai Space Hall

天文台と展示施設の融合した体験型の天文施設

■問合せ先 ☎ 31-4477(せんだい宇宙館)

テーマは「聞く」「見る」「触れる」「考える」「動かす」。
50cmカセグレン式反射望遠鏡や、各種展示施設を併せ持った
天体観測施設です。エレベーターが各階を結んでおり車いすで
望遠鏡のある２階観測室に上がることが可能です。周辺は薩摩
川内市営公園・寺山いこいの広場として整備されており、花園
・ゴーカートなどの遊具施設やレストランなどがあります。

2/15 日
○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

不思議な飛行機

「リング・リング・グライダー」
[リング・リング・グライダー」 を作ろう！
子供は風の子！
寒さに負けず、一緒に飛ばして
楽しみましょう。

「こんな形で本当に飛ぶの？」
「これが意外に飛ぶんです！」

企画展示

～

3/1 (日)まで

10:00～21:00（入館は20：30まで）

十二星座展

☆★☆★内 容☆★☆★
■十二星座の物語と太陽、地球との
位置関係がわかる模型
■十二星座、十三星座解説
■占いとの関係、各星座の見所解説
■大きな星座早見盤展示

■せんだい宇宙館展示室
■要・入館料
あなたの星座は何ですか？
私たちの生活に、深く浸透している
十二個の星座。
そもそも、なぜ十二個なのか？
自分の星座にはどんな物語が？
十三星座ってなんだっけ？
占いとの関係？
そんな疑問にお答えする企画展です。

～1月開催の事業報告～
日時：１月６日～１８日 １８時～１８時４５分
参加人数：３９名
【ラブジョイ彗星】

あなたの星座、
もっと知ってみませんか？

★ポストカードプレゼント（小学生以上）
さらに期間中に年間入館券をご購入の
お客さまには、「宇宙館特製 薩摩川内
市版星座早見盤」 をプレゼント！

市民星空観望会

水星・金星大接近観察週間

寺山施設課
＜報告＞
せんだい宇宙館

【水星と金星】

地球より内側を公転している、水星と金星。この2つが同時に観察しやすくなるのは、めったにありません。
そんな珍しい時期が今年1月でした。日の沈んだ西の空、街明かりがポツポツと灯り始めるころ、ひときわ
輝きを放つ金星。そして、その脇で小さくも懸命に輝く水星の姿は可愛らしささえ感じます。
観察会に参加されたお客様も、いつもと一味ちがう西の空を楽しまれた様子でした。しかし、それ以上に
盛り上がったのが、ラブジョイ彗星！ネットやテレビで話題になったこともあって、多くの質問や観察会で
のリクエストがありました。
突然、彗星に主役を奪われた感じの水星と金星ですが、金星はこれからが観察の好期になります。
夕暮れの西の空には、まだまだ注目です。

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）

■問合せ先

☎ 25-5580(川内まごころ文学館)

2月22日(日) 14:00～15：32

2月21日(土) 14:00～16：11

「隠し剣 鬼の爪」

「野獣の青春」

平成16年/松竹

【原作】藤沢周平【脚本・監督】山田洋次
【出演】永瀬正敏、松たか子、吉岡秀隆、
小澤征悦、田畑智子、ほか

昭和38年/日活

【原作】大藪春彦【監督】鈴木清順
【脚色】池田一朗、山崎忠昭
【出演】宍戸錠、木島一郎、渡辺美佐子、
鈴木瑞穂、小林昭二、ほか

2/7 土

せんだい お菓子と
郷土料理の物語

13：30～

入場/無料！

【場 所】川内まごころ文学館
・多目的映像ホール
【定 員】95人(申込み不要・先着順)

■問合せ先■
☎ 20-2344

地域で育まれ親しまれ
てきたお菓子や料理に
ついての由来や意味な
どを、ご紹介！

川内歴史資料館講演会

※ 12時30分より整理券を配付します。

【講 師】所﨑 平 先生(鹿児島民俗学会代表幹事)

(川内歴史資料館)

展示コーナー
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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
術の一つで、室内装飾や衣装の図
案などに愛用されてきました。
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■問合せ先■ ☎ 20-2344(川内歴史資料館)

※無料！

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

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)

歓迎！ 千葉ロッテマリーンズファーム・春季キャンプ
2/17 ～ 26 日
火

木

休養日＝20 日（金）
【場 所】

薩摩川内市総合運動公園
※練習は、野球場、全天候型運動
広場、陸上競技場など

※練習日程などは、急きょ
変更になる場合がありますので
ご注意ください。

■問合せ先■
【練習試合（予定） ※ 観戦は無料です】
☎ 23-5111 (市民スポーツ課・スポーツ振興グループ)
薩摩川内市総合運動公園野球場
２月２２日（日）１３時〜 ＶＳ釜山ロッテジャイアンツ ☎ 25-8282(公園施設課・サンアリーナせんだい)

～事業報告～1月お正月イベント「お正月遊び」
日 時：平成27年1月3日（土）～1月7日（水）9：00～16：30
場 所：川内歴史資料館 研修室 参加人数：90人
【報告/学芸施設課】
毎年、川内歴史資料館では、お正月にちなんだ日本伝統の遊びを体験できる
「お正月遊び」を実施しています。今年も、羽子板やけん玉、職員手作りの
すごろく、福笑い、お手玉などに興じていただきました。

▼お正月の無料開館にあわせて、簡単な工作体験も実施しました。
日 時：1月3日（土）～4日（日）9：00～16：00（随時）

羽子板遊び

ミニ凧作り

切り絵作り

▲切り絵完成作品

「ミニ凧を作って遊ぼう」…参加者35人
簡単な工作で、ハサミの使えない小さな子ども
も楽しく参加し、バランスよくひらひらと揚がる
ミニ凧の完成に大喜びでした。

「福を呼ぶ切り絵」…参加者21人
赤い紙で切った牛や羊、龍などから、好きな図柄を選んでカード
に貼る工作でしたが、中国の福にちなんだ複雑な図柄が大人の
方にも大人気でした。
◆関連の「切り絵」展示は、3月8日まで1Fロビーで開催中です。

第30回 国民文化祭・かごしま2015
＝国民文化祭とは＝全国各地で行われている各種の文化活動を、全国的規模で発表・競演
できる機会を提供することで、国民の文化活動への参加の気運を高め、新しい芸術文化の
10月31日(土)～11月15日(日) 創造を目的として、各都道府県が持ち回りで開催している国内最大の文化の祭典です。

＊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)
さぁ～いよいよ国民文化祭の年が明けました。
11月1日(日)には入来町で「薩摩川内こころの川柳大会」が開催されます。
よ

「イベントに 太い絆を 縒りあげる」…入来…石神 紅雀
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「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

～今年の新年の抱負～
まちづくり公社では年始式の後に、各課の職員代表が
抱負を述べます。
今年は、健康についての発表が多く、なかでも『体重
を落としたい』という抱負に、同じ思いで拝聴しまし
た。簡単に脂肪が燃えていた若い頃に比べると、かな
りの難題です。
3日坊主対策その①生活の中でリズム化する。
その②目標達成像のイメージ化。
自分に合ったダイエット法を探し、毎日の生活行動の
中に取り入れて、着れなくなった服に袖を通している
自分をイメージする！…継続あるのみ…年末に目標達
成という充実感で一味違った年にできるのか、はたま
た打ち立てた目標すら忘れて、後悔の念に
苛まれるかは他の誰でもない、自分自身の Editor
Ｔ．Ｓ
強い意志にかかっています。

まちの掲示板

