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4つの
シルエットは
何だろう？

シルエットクイズの答えは
5ページにあるよ!
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一番多かった丸い物を厳選して ご紹介!
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探してみよう!

↑●アゲハチョウの卵【学習館】

↑●円形水槽【学習館】
日向灘の生物たちが泳ぐ「みやざきの海」と、南西諸島の
「あたたかい海」、2つの水槽があります。
「あたたかい海」の
水槽にはシリキルリスズメダイやミスジリュウキュウスズメ
ダイなど色鮮やかな熱帯魚も。飼育員によるエサやりの様
子が見られることもあります。

そ

べん はち よう れん げ

チョウの部屋にある柑橘類の葉を観察し
てみましょう。アゲハチョウは春から秋に
かけて、ミカンなどの葉に直径2mmほど
の卵を産み付けます。淡い黄色をしてい
て、孵化（ふか）が近づくと黒っぽくなり
ます。時期によっては、幼虫やサナギも見
ることができます。

もん のき まるがわら

↑●パラボラアンテナ【科学館】

約10m

←●素弁八葉蓮華文軒丸瓦【遊古館】
下北方塚原第2遺跡で出土した古代（奈良〜平安時代）の瓦。
寺院や郡衙（ぐんが・役所）の軒先で用いられたといわれ、
蓮（ハス）の花の模様が特徴です。同じ、もしくは似た型
で作られた瓦が西都市や大分市で出土しています。

ここには2つのパラボラアンテナがあり、
片方のパラボラアンテナの小さな輪に向
かって声を出すと、当たった声は平行に飛
び、もうひとつのパラボラアンテナで集め
られ、焦点の小さな輪のところで耳に入り
ます。小さな声でも10m以上離れた人に
届けることができる、不思議な体験です。

ふ

今回は◯△□の形をテーマに、

↑●触れる地球儀【科学館】
地球の環境がどうなっているのかを知ることができる、大きな地球儀で
す。森林伐採、海洋汚染、地球温暖化、大気汚染の実態が音声で流れ、絶滅
危惧種の生物の様子も見ることができます。わたしたちが暮らす地球を守
るために何ができるか一緒に考えましょう。

←●ミラーボール
【プラザ】

オルブライトホールのステ
ージ上部には、ミラーボー
ルを設置することができ、
コン サートや ダンスのス
テージなどで使われるこ
とがあります。くるくる回
る美しい光は、いろいろな
演出効果を作り出すこと
ができます。

りゅうきゅうつう ほう

←●琉球通寳【天ケ城】
1862年、薩摩藩が琉球の救
済を名目として発行された銅
銭。縦幅は約50mmで、側面
には「薩摩」を示す「サ」の極
印が入っています。薩摩藩直
轄領「高岡郷」の郷士の子孫
家に遺されていたものです。

市民プラザには音楽やダンスにぴったりの2つの練習室があります。
10名程度が入れる「練習室2」はドラムセット（有料）をレンタルできて
バンド練習に人気。
「練習室1」は40名程度で、ピアノ（有料）を使うこ
ともできます。
※定員は収容率を50％に制限したものです。

舞台袖、音響、照明担当者が連絡を取り合う
装置です。正面は四角形ですが、横から見れ
ば、三角ですね。コードの先にはヘッドフォ
ンが付いていて、両手がふさがっていても相
手と話すことができます。

普段見ることのできない部屋に
どのような物があるのか探してみました！
見る方向を変えながら全館を探し回ったら、
本当にいろいろな◯△□が見つかりました。
それぞれのエピソードも面白いですよ♪
宮崎科学技術館…………………科学館
宮崎市生目の杜遊古館…………遊古館
宮崎市佐土原歴史資料館………佐土原

←●ドラムセット【プラザ】

←▲インカム【プラザ】

各施設の展示物や生き物、

宮崎市天ケ城歴史民俗資料館…天ケ城
大淀川学習館……………………学習館
宮崎市民プラザ…………………プラザ

横から見たり上から見たり、視点を変えると三角に!
はく へん せん とう

き

←▲剥片尖頭器【遊古館】
高岡町の高浜中原遺跡から出土した約2
万8000年前の旧石器時代の石器。狩り
の時などに使用していました。韓国やロ
シアの遺跡でも発見さ
れており、大陸との交
流を物語ります。

←▲杉の家【学習館】
里山の楽校（がっこう）駐車場か
らスロープを上がったところにあ
るログハウス。中には、滝や渓谷の
ジオラマなどが展示されていま
す。高台にあるので、宮崎市内を
広く一望できる眺めも最高です。

←▲アポロ月面着陸船
イーグル号の窓【科学館】
イーグル号は、1969年7月にアメリカが人
類初の月着陸に使用したサターン5型ロケ
ットに搭載され、月面着陸・離陸に成功し
ました。模型は実物と同じ大きさです。宇
宙飛行士は三角の窓から月面を見て着陸
したそうです。

ば

↑▲ロアーホリゾントライト【プラザ】
舞台
ホリゾント幕＊をさまざまな色に染めるライト。
面に設置されているのが通称ローホリ、上から光を
当てるアッパーホリゾントライトとセットで使用し
ます。
赤、
青、
黄、
緑の光で多くの色を作り上げます。
＊ホリゾント幕…舞台やスタジオで使われる背景用の幕
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たく

→▲馬鐸【遊古館】
令 和 2 年 9月に国 重 要 文
化 財に指 定され た「下北
方5号地下式横穴墓出土
品」の一つ。埋葬された人
物の周囲には、副葬品とし
て装 飾品や鉄 剣、馬具な
どが配置されていました。
馬鐸は馬に吊り下げる鐘
のことです。

→▲カマキリの顔【学習館】
逆三角形の顔を持つカマキリ。複
眼と呼ばれる大きな2つの目が印
象的ですが、よく見ると、複眼の間
に小さな3つの単眼があります。
全部で5つの目を持っている
のです。捕らえた虫をむしゃ
むしゃ食べる口元にも注目！

ここに３つ
あるのが単眼
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四角い形、なんと生き物にもありました!

→★ニホンミツバチの巣【学習館】

カラスウリの実

ミツバチの巣は、正六角形が並んだ形（ハニカ
ム構造）をしています。丸や三角より少ない材
料で、たくさんの頑丈な部屋を作ることができ
ます。この巣は巣作りを放棄した「開放巣」とい
う珍しいものです。

←★カラスウリの種【学習館】
カラスウリとは秋頃に赤い実をつける
ウリ科の植物で、1つのカラスウリに20
〜30個の種が入っています。何の形に
見えるでしょうか？カマキリの頭、クロ
ワッサンのほか、打ち出の 小 槌（こづ
ち）にも似ているといわれ、縁起物とし
て扱われることもあります。

県絶滅危惧
Ⅱ類

軽くて
強度があるため
ロケットや飛行機等にも
ハニカム構造が
使われています。

↑■ベンケイガニ【学習館】

おもしろい形、まだまだあります!

↑■川のシアター【学習館】
3Dメガネをかけてチョウやアカメなど大淀川流域の生き物と自然を立体映像で楽しむ
ことができる、大迫力のシアタールームです。8番組あり、月ごとに内容が変わります。上
映番組、時間については、お問い合わせください。

→★天井の照明【遊古館】
生目古墳群の前方後円墳が実際
の位置関係そのままの並びで天
井の照明に！前方後円墳の数は
開館当時は7基でしたが、現在は
9基確認されています。

←■照明卓【プラザ】

ハニィ

ステージ演出の重要な役 割を
果たすのが照明です。装置にラ
イトの色や明るさを記憶させて
おくこともできます。細かいタイ
ミングで照明を変化させたり、
明暗によって様々なシーンを表
現します。

つぼ がた はに わ

↑★壺形埴輪【遊古館】

夏休みから
宇宙旅行が体験
コンテン できる
ツが登場!

お楽しみに

!!

↑★TECHNO EGG（テクノエッグ）【科学館】
令和3年3月に導入されたばかり。3D−VRに＋1（風や振動な
ど）の機能が加わり、ジェットコースターや雪山の滑走、宇宙旅
行（7/22〜）を臨場感たっぷりに体験できます。対象は小学生
以上、体験者多数の際は整理券を配付する場合もあります。

アメリカザリガニ【学習館】
大淀川水系にも多く生息するザリガニ。1920年
代に食用ガエルのエサとして日本に持ち込まれま
したが、その一部が養殖場から逃げだして日本各
地に広がったと言われています。この写真は宮崎
県内で今年捕まえられた、とても大きな個体でハ
サミから尾までの長さが約20㎝あります。

外来種

」とは
「ジェミニ
意味。
の
」
座
「ふたご
り。
乗
なので2人

生目5号墳から出土した埴輪で、
遊古館マスコットキャラクター・
ハニィのモデルとなっています。
透かし孔（胴体に開ける穴）や突
帯（粘土紐）がなく、生目古墳群
を象徴する埴輪です。

←★ジェミニ宇宙船【科学館】
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く、実際に
模型ではな
星と
れた人工衛
打ち上げら
よ！
のなんです
全く同じも

←■音響卓【プラザ】

宇宙での船外活動やドッキングなどの技
術を取得するため、アメリカで1960年代
に開発・使用された2人乗りの宇宙船です。
展示されている実験モデルは実機と同じ
ように作られており、実際に搭乗すること
ができます。

どの 装置からどの 音を出すか
を調整できるチャンネルは64
にも上ります。iPadにダウンロ
ードしたアプリを使って、遠隔
操作もできます。リハーサル中
に客席で音を聞き、ベストな状
態に調整しています。

↑■「きく5号」技術試験衛星V型【科学館】
1987年8月27日にH1ロケットに載せて打ち上げられた人工衛星
「きく5号」の地上実験用モデル衛星です。衛星を利用して、船舶、航空
機、自動車等と通信を行う実験などに役立ちました。

表紙シルエットクイズの答え

実際に体験してみてね!
iPadでも ♪
きる
操 作がで

まが たま

勾玉【遊古館】
装身具。下北方5号地下式横穴
墓からは翡翠（ひすい）
・紫水晶
製 合 わ せ て9 点 が 出 土しまし
た。紫水晶製勾玉は全国的にも
希少で、2点出土したのは全国
で2例のみです。

ヒシの実【学習館】
水面に白い花を咲かせる水生植
物の実で、鋭いトゲを持つ果実の
形は「ひし形」という言葉の由来
になったという説があります。秋
頃に収穫された実は、ゆでて食べ
ることもできます。

四角い甲羅を持つカニで、川原などに生息しています。名
前の由来は、体のゴツゴツしたところを武蔵坊弁慶に見立
てたことからきているそうです。時々、外から館内にお散
歩にやってくることがあります。

つが ざい

惑星上での音の伝わり方【科学館】
2階「宇宙への夢」コーナーにある、音に関する
装置。普段話している声、聞いている声は、地
球以外の惑星ではどう聞こえるのでしょう？
金星、木星、火星の3つを試してみましょう。

↑■栂材【佐土原】
江戸前期、佐土原藩の御手船が
遠州灘で暴風雨に遭ったため、船荷を
投げ捨て、伊豆下田港に漂着しました。船荷
を失った責任を取って船員ら16人が自害。静岡県
下田市の大安寺には「薩摩十六烈士の墓」が遺され
ています。2004年に同寺で船荷の木材が発見さ
れ、1本が当館へ寄贈されました。

↑■ふとーる？やせーる？【科学館】
前に立つと一瞬でやせたり太ったりするように見
える魔法の鏡。鏡が緩やかな曲面になっていること
で、この魔法がかかります。3つの鏡、あなたのお気
に入りの姿は？ぜひ写真を撮ってみてくださいね。
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就任のごあいさつ
公益財団法人宮崎文化振興協会 専務理事 兼 宮崎科学技術館長

本年4月より専務理事兼宮崎科学技術館長を務めさせ
ていただくことになりました熊野郁夫でございます。
実は、平成元年に1年ほど宮崎科学技術館でお仕事をさ
せていただいたことがあり、32年ぶりに帰ってきてとて
も懐かしく、また毎日楽しく仕事をさせていただいており
ます。どうぞよろしくお願いいたします。
人工知能（AI）やバイオテクノロジーをはじめとする科
学技術の進化に伴い、これまで人類があきらめていたよう
なことができるようになり、新しい社会が開かれようとし
ています。一方で、人為起源の気候変動や生物多様性の損
失をはじめ地球規模の課題は日増しに深刻になっていま
す。科学技術がもたらす便利さをただ受け入れるだけで
は、より良い未来は決してやってきません。2030年には
国連の持続可能な開発目標（SDGs）の目標年がやってき
ます。これからの9年間、私たち一人ひとりが誰かに任せ
るのではなく、自らの行動を変えなくては持続可能な世界
は実現できません。

熊 野 郁 夫

最新の科学技術をはじめとする知識によって、より良い
未来をつくるため、当協会が管理運営する宮崎科学技術
館、宮崎市歴史資料館、大淀川学習館の教育3館及び宮崎
市民プラザをあらゆる人が立場や場所をこえてつながる
プラットフォームにしたいと考えております。特に明日を
担う子ども達には、このプラットフォームを通じて、幅広
い科学技術や歴史、生物、芸術を「五感」を持って体験する
ことで、未来の社会を想像し、より良い未来に向けた行動
を始めるきっかけとなってほしいと願っています。その中
から新しいアイデアやイノベーションが生まれればこれ
ほど素晴らしいことはないのではないでしょうか。
みなさまの未来を手助けする一助とし、当協会の設立目
的でもある「豊かな人間性と創造性を備えた人材の育成と
文化の香り豊かなまちづくりに寄与する」ことを念頭に精
一杯努力していきます。ぜひ私たちとともに、より良い未
来をつくっていきましょう。

各館問い合わせ先

職員のひとりごと

宮崎科学技術館（

）内は団体料金
展示室【大人550円（430円）、子ども210円（170円）】
展示室とプラネタリウム【大人760円（600円）、子ども310円（250円）】
〒880−0879 宮崎市宮崎駅東1丁目2番地2
TEL 0985−23−2700 FAX 0985−23−0791
http://cosmoland.miyabunkyo.com

宮崎市歴史資料館

http://rekishi.miyabunkyo.com
問合せは宮崎市生目の杜遊古館 0985−47−8001

宮崎市生目の杜遊古館〈入館料無料〉
〒880−2101 宮崎市大字跡江4200番地3（生目古墳群隣接）
TEL 0985−47−8001 FAX 0985−47−8202

宮崎市佐土原歴史資料館〈入館料無料〉
〒880−0301

宮崎市佐土原町上田島8227番地1

宮崎市天ケ城歴史民俗資料館〈入館料無料〉
〒880−2221

宮崎市高岡町内山3003番地56

大淀川学習館〈入館料無料〉
〒880−0035 宮崎市下北方町二反五瀬5348番地1
TEL 0985−20−5685 FAX 0985−22−8481
http://oyodo.miyabunkyo.com

宮崎市民プラザ

大淀川学習館

技師

濵田 洋輔

今回のまなぶんかでは、丸、三角、四角など形についての
おはなしがでてきましたが、実は生き物の形にもそれぞれ
意味があるのです。水の生き物についておはなしすると、
「サカナ」であれば泳ぐのに特化するために、水の抵抗を少
ぼうすい

なくした紡錘形や、石や岩の隙間に潜るために細長い形を
したウナギ形、敵に襲われたときに丸く膨らむことのでき
るフグ形や、水の底に身を潜めやすいように体全体が平べ
じゅうへん

ったくなった縦扁形などがあります。その他、ヒトデやナマ
コ、タコやイカなど、同じ水の生き物でも棲む場所や生活ス
タイルによって、全然違う形をしています。
進化の過程で、生き残るために体の形を変化させていっ
た生き物たちには、まだまだ沢山の秘密が隠されていると
思うとワクワクしますね。ぜひ、いろんな視点から生き物を
観察してみてください。新しい発見があると思います。

〒880−0001 宮崎市橘通西1丁目1番2号
TEL 0985−24−1008 FAX 0985−29−2244
http://www.siminplaza.com

「まなぶんか」
とは

文化 を英訳するとCulture。語源はラテン語で 耕す を
意味するColereです。当協会では、管理運営している6つの
教育文化施設と協会事務局が、市民の皆様の学ぶ心を 耕
す 役割となれるよう、
「学ぶ」と「文化」を合わせた「まなぶ
んか」を機関誌名としました。

【紡錘形】

【縦扁形】
〔絵：濵田 洋輔〕
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イ ベ ン ト ス ケ ジ ュ ー ル
※各施設のイベントにつきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため運営方法等が変更になる場合がございます。ご来場の際には、各館のホームページを
ご覧いただくか、お電話にてお問い合わせください。

【宮崎科学技術館】

Facebook、

【宮崎市歴史資料館】

Twitterもチェック!!

大人気の展示物「4D−VR」に新しいコンテンツ
「コスモジャーニー」がやってくる! 7月22日（木・祝）〜
宮崎科学技術館から宇宙へ飛び立ち、大気圏を抜けた先の宇宙旅行に出かけよう!

【会場】2階 展示室「映像科学の最先端コーナー」【時間】9：00〜 参加者多数の
【対象】小学生以上 ※小学1、2年生は保護者同伴 【定員】2名ずつ
場合は、整理券
を配付
【料金】入館料のみ（大人550円 子ども210円）

スペシャルサイエンスショー「バブルでGO!!」

8月1日（日）

さまざまな泡が飛び出す!ドキドキのサイエンスショー☆

【会場】1階 多目的ホール 【時間】①10：20〜 ②12：30〜 ③15：20〜
【対象】どなたでも 【定員】80名 【料金】なし

青少年のための科学の祭典2021 in 宮崎大会

8月7日（土）〜8日（日）

実験や工作のブースが並ぶ科学のお祭り。夏休みの自由研究のヒントにも!

【会場】1階 多目的ホール・工作/実験室 【時間】9：30〜16：30
【対象】どなたでも 【料金】展示室のみ無料 ※プラネタリウム観覧には料金が必要。
【申込】なし ※ただし整理券の必要なブースあり。9：30から整理券を配付。

令和3年度 特別記念講演会

9月4日（土）

宇宙航空研究開発機構 名誉教授 川﨑繁男氏による講演会
「スマホ情報通信技術が支える はやぶさ2 のサンプルリターン」

【会場】3階 プラネタリウムホール 【時間】15：30〜16：30 【対象】中学生以上
【定員】140名 【料金】大人550円 子ども210円
【申込】8/1（日）から申込み開始 ※当館ホームページの参加申込みフォームのみ

●宮崎市生目の杜遊古館

遊古館デイキャンプ

夏休みの思い出に、遊古館で日帰りキャンプ体験!

いにしえの鏡づくり

5日（月）
・12日（月）
・19日（月）
・26日（月）
2日（月）
・10日（火）
・16日（月）
・23日（月）
・30日（月）
6日（月）
・13日（月）
・21日（火）
・24日（金）
・27日（月）
・28日（火）

【大淀川学習館】

Facebook、

Twitterもチェック!!

9月5日（日）

古墳時代に伝わったとされる鏡作りに挑戦してみませんか？

※1組2個まで

【会場】体験学習棟 【時間】13：30〜15：30

料金：1個500円

募集期間：8月5日（木）〜14日（土） 子ども（小学生以上）と保護者・一般 30名

●宮崎市佐土原歴史資料館
【企画展】げなげな佐土原

〜藩校学習館の巻〜
7月31日（土）まで

佐土原藩の藩校であった学習館にまつわる
エピソードなどの紹介

【会場】鶴松館 【時間】9：00〜16：30 【対象】どなたでも 【料金】無料

●宮崎市天ケ城歴史民俗資料館

夏休み図画工作作品を作ろう

8月7日（土）

様々な技法を使って図画工作をします。

【会場】体験ルーム 【時間】13：30〜15：30

料金：100円

募集期間：7月7日（水）〜16日（金） 子ども（小1〜小4）と保護者 15名

※歴史3館とも申込多数の場合は抽選となります。
【宮崎市生目の杜遊古館】

休館日

休館日

7月
8月
9月

① 8月1日（日）／② 8月22日（日）

【会場】全館 【時間】各日 13：00〜20：00 【対象】子ども（小学生以上）と保護者
【定員】各日 50名 【料金】1人 500円
【申込】募集期間 ①8月1日（日） →7月1日（木）〜7月10日（土）
②8月22日（日）→7月22日（木・祝）〜7月31日（土）
【問い合わせ】宮崎市生目の杜遊古館 0985−47−8001

この他にもいろいろなイベント・教室を企画しています。
詳しくは、当館HPなどをご覧ください。
【宮崎科学技術館】

各歴史館のFacebookもチェック!!

7月 5日（月）・12日（月）・19日（月）・26日（月）

【宮崎市佐土原歴史資料館】
【宮崎市天ケ城歴史民俗資料館】
月曜日から金曜日まで

・10日（火）
・16日（月）
・23日（月）
・30日（月）（休日に当たる日を除く）
8月 2日（月）
・13日（月）
・21日（火）
・24日（金）
・27日（月）
9月 6日（月）

宮崎市佐土原歴史資料館、宮崎市天ケ城歴史民俗資料館

特別開館期間

お盆期間中の8月13日（金）は開館します。

【わくわく工作】
切り紙で昆虫標本を作ろう!
色紙などを使ってカブトムシ・クワガタムシの
切り紙の標本を作ります。

7月10日（土）／8月14日（土）

【会場】2階 実験工作室 【時間】10：15〜11：15、
14：00〜15：00
【対象】どなたでも（保護者同伴） 【定員】10セット（先着順） 【料金】200円

いきものとのふれあい＆よみきかせ
7月14日（水）／8月11日（水）／9月8日（水）
季節に合わせた生物や植物がテーマの絵本の読み聞かせと関連したお話があります。

【会場】2階 学習室 【時間】14：15〜14：45 【対象】未就学児とその保護者同伴
【料金】無料

森の生き物と仲良くなろう! カブトムシ・クワガタムシ展

7月17日（土）〜8月31日（火）

毎年、大人気の企画展です。大淀川流域や世界の各地でみられるカブトムシ・クワガタムシを
特設会場に展示して自然に近い状態で観察できます。

【会場】レクチャー室 【時間】9：00〜16：30 【対象】どなたでも 【料金】無料

【宮崎市民プラザ】

Facebook、
お問合せ

Twitterもチェック!!

TEL 0985−86−7777（月曜休館）

第15回 市民プラザコンサート 音!楽!喜!! −Vol.2−

8月28日（土）

毎年恒例、市民による
実行委員会が企画・制
作する趣向を凝らした
コンサート。
今年はラッ
プの「PAV Y V IE W（ペ
イビービュー）」、ポップ
スの「beat garage（ビ
ートガレージ）」、
「真北
聖子
（まきた せいこ）
」
、
「大出水 陽香
（おおいで
みず はるか）」の4組が
出演。

よく見てみよう! ちょっぴりこわい生き物展
9月14日（火）〜10月31日（日）
普段見ることが少ないヘビやゴキブリなどの生き物たち。じっくり観察すると知らなかった
一面が見えてくるかも。

【会場】観察ステーション 【時間】9：00〜16：30 【対象】
どなたでも（保護者同伴）
【料金】無料

07

7月
8月
9月

5日（月）
・12日（月）
・19日（月）
・26日（月）
2日（月）
・10日（火）
・16日（月）
・23日（月）
・30日（月）
6日（月）
・13日（月）
・21日（火）
・24日（金）
・27日（月）

【時間】開場/17：30

開演/18：30

終演/20：50（予定）

【定員】243人（未就学児入場不可）【料金】無料（入場整理券が必要です）

休館日

休館日

【大淀川学習館】

【会場】宮崎市民プラザ オルブライトホール

【宮崎市民プラザ】

7月
8月
9月

5日（月）
・12日（月）
・19日（月）
・26日（月）
2日（月）
・10日（火）
・16日（月）
・23日（月）
・30日（月）
6日（月）
・13日（月）
・21日（火）
・27日（月）

読めば
!
わかる

まなぶんか

QUIZ
クイズ

応募者の中から抽選で
ステキな賞品をプレゼント。

人類が初めて月面に降り立った時の
月面着陸船イーグル号の実物大模型は
次のうちどれでしょう？

Question 1

クイズにチャレンジして賞品をGETしよう!!
はにわ付箋 ●
（絵柄は選べません）

メモスタンド ●
5個1セット

名様

各1名

3

名様

2

A

B

遊古館マスコットキャラクター「ハニィ」
のモデルとなっている生目古墳群を象徴
する壺形埴輪は次のうちどれでしょう？

Question 2
名様

● 天体望遠鏡クラフトキット

応募方法
宛て先

●トランプ

3

名様

3

プラスチック製・甲虫クイズ付

2問のクイズの答えと住所・氏名・学年（職業）
・電話番号
を官製ハガキに書いて下記住所までご応募ください。

〒880−0903 宮崎市太田3−1−31

A

係
北一株式会社「まなぶんか QUIZ」

お問い
（公財）宮崎文化振興協会 TEL.0985−41−7004
合わせ先
前号の答え

C

Q1

カダヤシ（メス）

Q2

締切

B

C

2021年7月31日（土）消印有効
当選は発送をもって替えさせていただきます。

アカメ

※応募にあたりご記入いただいた個人情報は、抽選および賞品の発送以外の目的に使用することはございません。

編 集後記

www.sunfm.co.jp

今号の編集をしていると︑理事長が﹁私は丸顔

何か嫌なことでもあったのか？と思いつつ︑

だけど心は逆三角形です﹂と⁝

心がハートの形で表されるのはなぜだろうと

思い︑調べてみました︒古代ギリシャまで遡った

りしましたが︑
結果として心臓
︵heart︶
の形

をデフォルメして表したのがハートマークで︑

イ エ ス・キ リ ス ト が 自 ら の 心 臓 を 人 々 へ の 愛

︵ 心 ︶と し て 見 せ る こ と か ら 始 ま っ た と か ⁝︵ 諸

なんだか少し壮大な話になってしまいました

説あり︶︒

が ︑ハ ー ト マ ー ク は 昔 か ら 日 本 で も 使 わ れ て い

いのめ

た の を ご 存 じ で し ょ う か ︒日 本 の 神 社 な ど に は

魔除けなどのために猪目と呼ばれるハートの形

な ん と ︑そ の ハ ー ト の 形 が 天 ケ 城 歴 史 民 俗 資

の文様が施されています︒

事務局

料館と佐土原歴史資料館にあるんです！天ケ城

︻経営戦略課 大浦︼

【編集・発行】

は 大 手 門 の 扉 に ︑佐 土 原 は 鶴 松 館 の 屋 根 付 近 な

毎週水曜日8：00〜10：55放送の
from MORNING 内
「文化振興協会だより」
にて催事情報を放送中!!

どにあるので︑ぜひ探してみてください︒

【天ケ城：大手門】

〒880−0879 宮崎市宮崎駅東1丁目2番地2 TEL 0985−41−7004／FAX 0985−23−0791
URL：http://www.miyabunkyo.com E-mail：bunkyo01@zb.wakwak.com
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