まちづくり公社広報誌 １2

企画展示

たけいさきよ まあるい星展

11/25（水）～4/10（日）
山梨県在住の天体写真家で星
のソムリエの武井咲予さんに
よる天体風景写真展です。
＊入館者には絵葉書セットをプレゼント
（先着2,000名様・小学生以上の方）

場 所 宇宙館 展示室
入館料が必要です

(2015年) vol.164

せんだい宇宙館・少年自然の家共催

ふたご座流星群観察会
18時30分～25
～21時
12/14（月） 20
最終受付23時30分

夜間のみ
特別開館

寝転がって観察します。防寒着・寝袋・マット・軽食・
飲み物は各自で準備してください。

場 所 宇宙館 観測室
入館料が必要です ＊雨天・曇天時は、中止

問合せ先 文化施設課（川内文化ホール内）TEL 20-7570

◆入館料◆ 小・中学生300円 高校生以上500円 ＊未就学児は無料

せんだい宇宙館

TEL：31-4477

ⓒ1953松竹株式会社

小林潤司先生

井原慶一郎先生

中路武士先生

12/12（土）～1/11（月）
薩摩川内市の小学生がまっすぐな気持ちで
描いた作品をご覧ください

薩摩国分寺跡史跡公園開園30周年記念企画展

薩摩国分寺への想い
11月26日（木）～平成28年1月24日（日）

丸

摩国 分

薩

薩

川内歴史資料館 2階第1展示室
大人200円 小学生～高校生100円
月曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始12/28～1/2

資料 館講演会

平
寺軒

薩摩国分寺跡史跡公園開園30周年記念企画展関連イベント

薩摩国分寺跡環境整備後の再考
-解釈はこのように変わった12月13日
（日）13：30～15：30
開場・整理券配布13：00

場 所
講 師
定 員
入場料

分寺
軒
摩国

瓦

場 所
入館料
休館日

薩摩国分寺推定復元模型

瓦

国分寺は、聖武天皇が日本全国の平和と国民の幸福を
勅願し、国ごとに建立されたものです。
昭和19年の塔跡の国指定、43年より始まった発掘調査、
51年より始まった環境整備事業、57年の寺域の追加指定
を経て、昭和60年4月に史跡公園は開園しました。
国分寺建立に込められた聖武天皇・役人・庶民・仏僧、
薩摩国分寺鬼瓦
それぞれの時代の人々の想いを資料とともにご紹介します。

川内まごころ文学館 多目的映像ホール
池畑耕一氏（鹿児島県考古学会副会長）
先着95名
無料
問合せ先

川内歴史資料館

史跡巡り

大隅国分寺跡を巡ろう

1月17日
（日）9：30～16：30

企画展に関連した史跡を、バスで巡ります
集合場所 川内歴史資料館
対 象 小学生以上（小学3年生以下は保護者同伴）
定 員 先着25名
参加料 大人270円・小～高校生110円
申込方法 電話・直接来館
募集期間 12/22（火）～1/14（木）
＊昼食は各自持参

TEL：20-2344

川内まごころ文学館

TEL：25-5580

冬休み特別上映会
座席数95席/車いす席あります。 13：30開場（映画に限り、入館料は必要ありません）
（日）
秋刀魚の味 12/20
14：00～16：53
昭和37年（1962）

グスコー
12/23（水）
ブドリの伝記 14：00～15：48
平成24年（2012）

原作 宮沢賢治
監督 杉井ギサブロー
声の出演 小栗旬 惣那汐里
佐々木蔵之介ほか

脚本 野田高梧 小津安二郎
監督 小津安二郎
出演 笠智衆 岩下志麻 佐田啓二
岡田茉莉子 中村伸郎ほか

ⓒ2012「グスコーブドリの伝記」製作委員会/ますむらひろし

■問合せ先 ☎ 25-5580(川内まごころ文学館)

事業報告

冬のおはなし会
12/23（水）10：30～11：00
絵本、手あそび歌、パネルシアターなど

花苗配布
この事業は、自動販売機
やアリーナ売店、せんだい
宇宙館でのグッズ販売等の
収益を財源としています。
事前申し込みいただいた各
団体へパンジー、葉牡丹等
の花苗を配布いたしました。

場 所 川内歴史資料館 研修室
出 演 おはなしグループまごころ
対 象 幼児とその保護者
入場料 無料
川内まごころ文学館

花と緑のまちづくり事業

配布日 11/12（木）～13（金）
配布先 334団体
場 所 総合運動公園
第3駐車場

TEL：25-5580

公園施設課

TEL：25-8282

フラワーアレンジメント教室 12/23（水・祝）
場
講

所
師

川内文化ホール 第3会議室
上妻早苗氏
（ヨーロピアンフラワーデザイン連盟講師）
参加料 1,900円（材料代）
対 象 高校生以上
定 員 先着12名
申込期間 12月8日（火）～21日（月）
申込方法 電話・来館（川内文化ホール）

13:30～15:30（受付13:15）
持ってくる物
花ばさみ
剪定ばさみ
筆記用具
持ち帰り用袋
文化施設課

TEL：20-7570

作品例

まちづくり公社管理施設 年末年始の開館状況
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。

川内文化ホール

○ 通常どおり

12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1
1/2
1/3 1/4
（日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月）
○

○

臨時休館 12/29-1/3

○

サンアリーナせんだい総合体育館

○

○

開館時間変更8：30-17：00

休館

総合運動公園・サンドームせんだい

○

○

開館時間変更8：30-17：00

○

丸山自然公園管理事務所

○

○

閉所・休園 12/29-1/3

○

せんだい宇宙館

○

休館

川内歴史資料館

○

休館

臨時休館 12/29-1/2

○

休館

川内まごころ文学館

○

休館

臨時休館 12/29-1/2

○

休館

中央図書館（部分運営施設）

○

○

○

○

○

○

○

○

開館時間変更10：00-17：00

休館

○

開館時間変更9：00-17：00

休館

国際交流センター・産業振興センター施設使用申込みについてお知らせ

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの施設使用申込開始は、
次の日時になります。

２８年１月５日 ( 火 )１３時３０分

平成

受付順番を決める抽選会を開始

※先着順ではありません。

なお、 電話による受付は、

１６時からになります。

※時間が変更になっていますのでご注意ください。
◆◆お問合せ先◆◆

年末年始臨時休館のお知らせ

薩摩川内市国際交流協会

年末年始につきましては、次のとおり
臨時休館いたします。

〒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）

１２月２９日（火）～１月４日 ( 月）

TEL: 0996-22-7741 FAX：0996-22-7730
E-mail : kssb@ninus.ocn.ne.jp
URL：http：//www.kssb-satsumasendai.com

１月５日（火）：通常どおり開館

猛獣に
進化している
ヒト科かも

川内
石原夢修

真っすぐに
生きたつもりが
ややカーブ

秋も深まり、店先に「紅玉」を見つけました。以前、
通ったパン教室で初めて作ったのはアップルバンズ。
酸味があり、果肉がしっかりした品種のりんごが適し
ています。
手ごねでは、くっと指をかけバンと叩きつけ、その
まま端を中央に押し込む。繰り返すと少しずつ生地
が扱いやすくなってきます。こねのあとは発酵。アル
コール混じりの香りが漂いだすと生地はふっくらと
膨らんでいます。甘く煮たりんごを生地で包み、もう
いちど発酵させ、１４～５分の焼成。部屋は香ばしく甘
い空気でいっぱいになりました。（永田）

川内
田中山奥

編集後記

残したい
足跡あるかと
つれに聞き

11

尼崎
辻鈴音

2015

89

鹿児島
松本清展

10月31日(土)～11月15日(日)

最後まで
女優演じて
逝く律儀

薩摩川内こころの川柳大会 11月1日（日）会場：入来文化ホール
「川柳つばさ」
年 月号
第 号より
入来わくわく
番傘川柳会

＊県内各所で開催されていた国民文化祭
は好評のうちに終了しました。読者の
皆様はいくつのイベントをご覧になら
れたでしょうか。

第30回 国民文化祭・かごしま2015

