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※掲載写真は全てイメージです。

ア ナ タ

また博物館に 恋  してる博物館
コラム

「扇風機」
今ではどの家庭にも普及している扇風機は
1882年、アメリカで誕生しました。日本に
おいては1893年から輸入が開始され、1894
年には芝浦製作所（現在の東芝）から国産1
号の扇風機が発売されました。扇風機という名前が定着する前は「電
気扇（でんきせん）」などと呼ばれ、博物館にある扇風機が作られた
1935年頃には「せんぷうき」と呼ばれ「旋風機」「煽風機」「扇風機」な
どと漢字があてられました。
当初は高価な家電であり、しばらくはレンタルのような形での利用して
いました。1923年の関東大震災後、火災などが薪や炭と比べ起こりに
くい電気は普及が急速に拡大し、家電ブームが起こり扇風機は人気な
家電の一つとなりました。
博物館の扇風機には首振り、風量の調節など、今でも基本的な機能が
すでに搭載されています。
見た目や機能に大きな変化が無いように感じられますが、重さは9㎏も
ありました。同じような大きさの現代の扇風機は１～２㎏です。また、
2012年頃からDCモーターの扇風機が普及すると消費電力がACモー
ターに比べ半分近くになり、風量も無制限に調整できサーキュレー
ターとして冬でも使用されるようになりました。
外出の際には、首掛け式や手持ちの扇風機を持つ人も増え、一家に一
台から一人に一台の時代になりつつあります。

木星は直径が地球の11倍、約14万ｋｍ。そして重さは地球の318
倍。太陽系の中で大きさ、質量ともに最大の惑星です。約10時間と
いう高速の自転運動と、大気中の大きな流れが関係して縞模様が
出来ると考えられています。大赤斑と呼ばれる部分は台風のような
巨大な渦巻きで、地球の2～3倍ほどの直径があります。木星の主な
成分は水素とヘリウムのガスで、地球のような硬い地面はありませ
ん。
天体望遠鏡を使って初めて木星とその衛星を観測したのが、イタリ
アの天文学者ガリレオです。ガリレオが発見した4つの衛星、イオ・
エウロパ・ガニメデ・カリストは「ガリレオ衛星」と名づけられまし
た。その後、現在までに79個もの衛星が確認されています。
古代から存在を知られていた木星は、ギリシャ神話では最高神ゼウ
ス、ローマ神話では主神ユピテルに例えられます。ユピテルの英語
読みが、よく知られているジュピターです。
10月中旬の夜8時ごろには、ちょうど南に見えています。毎日同じ
時間に見ると、秋が深まるとともに少しずつ西へと移動していき
ます。

第9回
せんぷうき

「木星」
第9回

加古川総合文化センター博物館　令和3年度企画展

近年実施した発掘調査について
出土品や写真を用いて紹介します。

加古川総合文化センター

発掘された加古川
～近年発掘された加古川市の遺跡～

Instagram写真公募展

第6回目テーマ
加古川市の空

わが街の今を切り取る写真展

加古川総合文化センター博物館 
10:00～17:00（最終入館は16:30）
無料

2021年7月24日(土) ～ 2022年3月27日(日)

2021年9月1日(水) ～ 11月30日(火)

加古川総合文化センター指定管理者
株式会社ケイミックスパブリックビジネス

休 館 日：第2・4月曜日（祝日の場合はその翌日）
　　　　　年末年始（12月29日～1月3日）

開館時間：博物館・宇宙科学館・プラネタリウム館 ……10時～17時
　　　　  美術ギャラリー・コミュニティ施設　他  ……  9時～21時

「新型コロナウイルス感染拡大状況により掲載事項に変更が生じる場合がございます。

住　　所：兵庫県加古川市平岡町新在家1224-7

編集・発行

施設情報

加古川総合文化センター

館内メンテナンスのため、12月20日～24日まで臨時休館となります。

公式

公式
ホームページ

総文 発見!再

開催場所

開催時間

入場料

参加方法

応募・掲載期間

加古川総合文化センター
公式インスタグラム

加古川総合文化センターの公式HPにてInstagram写真
公募展“わが街の今を切り取る写真展”を開催!
加古川市の公式Instagramでもリポストされる予定!
加古川市の素敵な場所、人、文化など是非ご紹介ください。

 @kakogawa_soubun
をフォローする

4つのハッシュタグをつけて
投稿!

#加古川総合文化センター
#わが街の今を切り取る写真展
#加古川市の空
＃ぐうっとかこがわ

月

10月
・
11月

12月

エチオピア王家の物語

プレアデスの7人姉妹

時間

平日

11:00 13:20 14:40 16:00 月

10月

11月

12月

一般プログラム

アンドロメダ銀河

星雲

星の色
料  金 高校生以上：400円 / 4歳～中学生：100円
※無料及び半額の対象者についてはHPを確認ください

プラネタリウム
時間

平日

土日祝
冬休み

10:00 11:00 13:20 16:00

一般
プログラム

キッズ
プログラム団体専用

団体専用 団体専用 団体専用 ―
14:40

一般
プログラム

キッズ
プログラム

一般
プログラム

キッズプログラム

大斑点

TEL：079-425-5300（9時～21時）



10月 OCTOBER  2021

11月 NOVEMBER  2021

12月 DECEMBER  2021

講座名曜日 時間 料金 回数

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日

ギターをはじめよう
～初級・中級～

加古川の歴史を探る

洋画

薬膳に学ぶ
健康家庭料理

ケーキ屋さんの
お菓子講座

みんなで歌う!
ゴスペル風合唱

キャラクター・イラスト
～初級・中級～

キャラクター・イラスト
～上級～

やさしい陶芸

こぎん刺し

ぶらり加古川スケッチ

こども将棋教室

こどもデザイン教室

初級 10：30～12：00　

12,000円

4,000円

18,000円

15,000円

3,000円

15,600円

24,000円

5,000円

9,000円

12,000円

12,000円

24,000円

18,000円

14：00～15：00　

13：00～15：00　

11：30～13：30　

13：00～15：00　

19：00～20：30　

10：00～12：00　

10：00～11：30　

10：30～12：00　

13：00～14：00　

14：00～16：00　

14：00～17：00　

10：00～13：00　

全8回

全4回

全12回

全6回

毎月単発

全12回

全12回

全10回

全6回

全8回

全8回

全8回

全6回

中級 13：00～14：30　

毎月第1・3

毎月第3

毎月第1・3

毎月第3

毎月第3

毎月第1・3

毎月第2・4

毎月第1・3

毎月第3

毎月第2・4

毎月第2・4

毎月第2・4

毎月第2

当日先着順（受付時間11:30～12:30）。受付にて氏名・連絡先・演奏曲を明記
ください。演奏にあたってのご注意を確認の上ご参加ください。

毎月 第1・3月曜日　12:00～13:00まちかどピアノ

※新型コロナウイルス感染対策としていただいた個人情報は20日経過後
　破棄致します。

10～12月の開催日 ①10月4日②10月18日③11月1日
④11月15日⑤12月6日

ロビーコンサート

サンデー・こどもチャレンジ

総文を楽しむカレンダー 2021秋～冬

〈総文カルチャーご受講にあたってお読みください〉
●受講料納入後、お客様のご都合による返金や講座の振替は致しかねます。
●途中入会の場合は、残りの回数分の受講料を前納いただきます。
●新型コロナウイルスの感染拡大状況により、講座の内容や日程に変更が
　生じる場合がございます。

〈当館の新型コロナウイルス感染拡大防止への取組について〉
●教室出入口扉を周期的に開放し、換気を強化しております。
●参加時は、必ずマスクの着用をお願い致します。
●館内スタッフは、マスクを着用しております。
●発熱など体調がすぐれないお客様は、参加をご遠慮ください。
●講座開始前に、検温と手指の消毒をお願いしております。
●使用後の教室は、消毒を行っています。

総文カルチャー講座 好評開催中！後期

・10月10日（日）竹田充子
「大糸桜」回復祈念コンサート

琴

12:00～13:00　入場無料 

〈対象〉小学生
 12:00～12:30

・11月14日（日）播州　藍の風 和楽器

・12月12日（日）

・10月24日（日）

・11月28日（日）

・12月26日（日）

Cure-S オカリナ・ギター

収蔵庫バックステージツアー11/13土
※オンラインで開催します

〈時間〉
〈定員〉
〈申込〉

11:00～12:00
20名
10/24(日)
電話にて予約受付開始

今年はオンラインで普段は
見ることのできない収蔵庫と
いった博物館の裏側を見るこ
とができます。

〈日時〉

〈定員〉
〈料金〉
〈作品〉
〈申込〉

①12/12(日)　②12/18(土)　③12/19(日)　④12/25(土)
時間はいずれも11:00～11:30　開場10:40
各40名(全席自由)
200円　※３歳以下ひざ上無料、席が必要な場合は有料
「ぐりとぐらのおきゃくさま」「まよなかのゆきだるま」
11/13(土)　電話にて予約受付開始

こどものための絵本プラネタリウム12/12日18土
19日25土 ～図書館司書が選ぶ、星空の下で聴きたいお話～

〈日時〉

〈定員〉
〈料金〉
〈作品〉
〈申込〉

12/10(金)11:00～　開場10:40
12/11(土)17:00～　開場16:40
各40名(全席自由)
400円
「アンデスの声」（「遠くの声に耳を澄ませて」所収）
11/13(土)　電話にて受付開始

大人のための朗読プラネタリウム12/10金11土
～図書館司書が選ぶ、星空の下で聴きたいお話～

4㈪ まちかどピアノ

18㈪ まちかどピアノ

10月～12月カレンダー

10㈰ ロビーコンサート

24㈰ サンデー・こどもチャレンジ

30㈯ やさしいプラネタリウム

 竹田充子

紙皿で UFOフリスビーを作ろう

1㈪ まちかどピアノ

15㈪ まちかどピアノ
14㈰ ロビーコンサート
13㈯ 収蔵庫バックステージツアー
7㈰ こども天文科学工作教室

6㈪ スマホで年賀状を作ろう!

28㈰ サンデー・こどもチャレンジ

播州　藍の風

いろんなスライムをつくろう

6㈪ まちかどピアノ
10㈮ 大人のための朗読プラネタリウム
11㈯ 大人のための朗読プラネタリウム

19㈰ こどものための絵本プラネタリウム
18㈯ こどものための絵本プラネタリウム

ロビーコンサート
12㈰ こどものための絵本プラネタリウム

26㈰ サンデー・こどもチャレンジ
25㈯ こどものための絵本プラネタリウム

〈29㈬～1/3㈪ 年末年始休館〉

〈20㈪～24㈮ 臨時休館〉

Cure-S

デイリーサイエンスラボ

スマホで年賀状を作ろう!12/6月

〈時間〉
〈定員〉
〈料金〉
〈申込〉

14:00～15:00
10名
500円
11/15(月)
電話にて予約受付開始

お手持ちのスマートフォンを使用
して年賀状を作ってみよう

こども天文科学工作教室①
・星座傘を作ろう

11/7日

〈講師〉
〈時間〉
〈対象〉
〈定員〉
〈料金〉

坂元誠（子ノ星教育社）
10:00～12:00
小学生
20名
500円（材料費込）

雨の日でも見ることのできる
星座傘を作ろう！

こども天文科学工作教室②
・太陽系模型を作ろう

11/7日
〈講師〉
〈時間〉
〈対象〉
〈定員〉
〈料金〉

坂元誠（子ノ星教育社）
13:30～15:30
小学生～中学生
20名
1,300円（材料費込）

自分だけの太陽系模型を
作ろう！

※ はさみ、ニッパーなどが使えるお子様

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、場所は大会議室となります。
　ご入場には、検温、手指消毒、マスク着用、連絡先の記載が必要です。
　なお、コンサートの模様は、後日当館HPにも掲載致します。

受付は11:45から10名  ※定員を超える場合は抽選

紙皿でUFOフリスビーをつくろう

いろんなスライムをつくろう

デイリーサイエンスラボ

紙皿など身近な材料でUFOフリスビーをつくろう！
出来上がったUFOでフリスビー大会

やわらかい、少し固い⁉ 種類の違うスライムを作り分けて違いを楽しもう！

身近にあるものをつかって実験をしてみよう！どんな実験ができるかな？
内容は当日のお楽しみ♪

〈参加費〉100円

〈参加費〉100円

〈参加費〉無料

※要汚れてもいい服装

※掲載写真は全てイメージです。

※掲載写真は全てイメージです。

〈時間〉
〈定員〉
〈料金〉

11:00～11:40　開場10:40
42名
おとな（高校生以上）400円
こども（４歳以上）　100円
 ※各種手帳をお持ちの方は、
受付での提示で半額になります。

やさしいプラネタリウム
～字幕つきプラネタリウム～10/30土

いつものキッズプラネタリウムを字幕
つきで投映します。より分かりやす
く、誰でも楽しめます。今夜の星空解
説と合わせて約40分です。


