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◆せんだい宇宙館◆

休館日：月曜日 休日の場合は翌日 10/10は特別開館、10/11は振替休館です

寺山いこいの広場
寺山いこいの公園

特別企画展示

KAGAYA星空アート展
開催中～10/30（日）まで

10月中旬ごろからコスモスが見ごろを
迎えます。ぜひ、
ご覧ください。
市民星空観望会

海王星・天王星観察月間
10/1（土）～10/30（日）
18：30〜21：00

場 所 展示室
入館料が必要です

場 所 観測室
入館料が必要です

（C）KAGAYA

雨天・曇天は中止となります

幸せを運ぶ

ウィークエンド工作

ラッキースターと
てらちゃんファミリー
を使って小宇宙を作ろう
世界にひとつ

10/15（土）
13：00〜16：00

場 所 宇宙館 ロビー
定 員 先着25名
参加料 100円（1人1セット/入館の方は免除）

市民星空観望会

事業報告

中秋の名月

観察会

日 時：9月15日（木）18：45～21：00
場 所：せんだい宇宙館 観測室
参加者数：60名

旧暦8月15日の「中秋の名月」を観察しました。
特に美しい月だとされますが、あいにく雲が多く
おぼろ月夜となりました。
プレゼントのお団子は、子供たちに好評で、
すぐに食べていました。初秋の星空解説を聞き
ながら、親子でにぎやかに楽しい時間を過ごし
ていただけました。
ススキ、団子とともに芋など
秋の収穫をお供えしました

◆入館料◆ 小・中学生300円 高校生以上500円 ＊未就学児は無料

花と緑のまちづくり事業

花苗配布
総合体育館売店や自動販売機などの収益を
財源とした花苗を無料配布します。
受付期間
申込先

10/3（月）～10/15（土）
総合運動公園管理事務所
サンアリーナせんだい・丸山自然公園
川内文化ホール・入来文化ホール
申込方法 申請書に記入し、直接、申し込み
対 象
市民が鑑賞できる場所に花苗を植
え管理できる団体
受取期間 11/10（木）～11/11（金）9：00～15：00
受取場所 薩摩川内市総合運動公園 第３駐車場
公園施設課 TEL：25-8282

せんだい宇宙館

TEL：31-4477

トピック展示
もののふ

武士の拠点を探る

～川内川流域の中世山城～

澁谷氏や島津氏等の武士の拠点として築かれた
川内川流域の中世山城をご紹介します。

開催中～12/25（日）
場 所 川内歴史資料館 1階ロビー
（1階は無料でご覧いただけます）
峯ヶ城跡（高江町）

席数：95席（先着順）/車いす席あります。整理券配布13：30 （映画に限り入館料は必要ありません）

草を刈る娘

（日）
時代屋の女房 10/16
14：00～15：37

10/15（土）
14：00～15：27

昭和36年（1961）

吉永と浜田の純愛コンビ第2作

昭和58年（1983）

直木賞受賞作 夏目雅子の永遠の美しさ

原作
監督
出演

原作 石坂洋次郎
監督 西河克己
出演 吉永小百合 浜田光夫
望月優子 清川虹子
大坂志郎 ほか

ⓒ1961日活株式会社

■問合せ先

（ ）

（

ⓒ1983日活株式会社

☎ 25-5580(川内まごころ文学館)

）

川内歴史資料館・川内まごころ文学館合同企画展 講演会

10月30日（日）13：30～15：00（予定）
場 所
講 師
内 容
定員等

＊整理券配付
13：00より

川内まごころ文学館 多目的映像ホール
寺田仁志氏（鹿児島県立博物館職員）
川内川流域の植物について
先着95名・聴講無料

秋のおはなし会

川内歴史資料館・川内まごころ文学館 合同企画展

10月16日（日）10：00～（1時間程度）
場 所
講 師
定員等

歴史講座

明治を創った男、小松帯刀
10月22日（土）13：30～15：00
所
師

川内歴史資料館 研修室
岩川拓夫氏（鹿児島国際大学非常勤講師
・志學館大学非常勤講師）

川内歴史資料館 研修室
おはなしグループまごころ
幼児とその保護者
無料 ＊事前申し込みは不要です
問合せ先

川内まごころ文学館 企画展示室
谷口紳一氏（アクリル画制作者）
先着50名・聴講無料

川内歴史資料館

場
講

工作もあるよ！

＊整理券配付
9：30より

ギャラリートーク

10/29（土）
場 所
出 演
対 象
入場料

村松友視
森﨑東
渡瀬恒彦 夏目雅子
津川雅彦 沖田浩之
平田満 ほか

川内歴史資料館

定 員
受講料
申込方法
申込期限
TEL：20-2344

先着50名
200円（資料代）
電話、直接来館
10月21日（金）まで
川内まごころ文学館

TEL：25-5580

事業報告

里見弴生誕記念企画展

里見弴のまんが小噺

日 時：7月12日（火）～8月28日（日）42日間
場 所：川内まごころ文学館 展示室
観覧者数：591名

川内まごころ文学館の顕彰作家 里見弴にまつわる資料
とともに漫画で随筆のエピソードを展示しました。
里見弴の作品を漫画化するのは、初めての試みでしたが
有島一家や白樺派について、「面白く学ぶことができた」
と大変好評で、また里見の人となりを感じていただく、
よい機会となりました。
夏休み期間中の
開催というこ
ともあり、
ご家族で楽
しんでいた
だけたよう
です。

事業報告 いきいき生涯学習事業
第6回サマーミュージックフェスティバルin薩摩川内

公募によるアマチュア音楽家のコンサー
トを開催しました。薩摩川内市出身のジャ
ズピアニスト松本圭使さんにゲストとして
演奏していただきました。

グランプリ 爺FORCE（バンド）

特別賞

ZENBUNOSE
（ラップ・DJ-タブレット）

準グランプリ CrazyDoll（ダンス）

日 時：8月21日（日）開演13：00
場 所：川内文化ホール 大ホール
参加者数：82名（14組）
入場者数：252名

ゲスト

松本圭使ジャズトリオ

グランプリ
準グランプリ
南日本新聞社賞
特別賞

爺FORCE（バンド）
Crazy Doll（ダンス）
HIBIKI（バンド）
福元文夫（弾語り）
ZENBUNOSE
（ラップ・DJ-タブレット）

Sonic.Movement.Time.
（ダンス）

べストボーカル ゆ～でぃ（弾語り）
ベストギタリスト 種子田聡（爺FORCE）
ベストベーシスト 藤野隆（サウスシェイカー）
ベストドラマー T.KOlet（HIBIKI）

編集後記
アマチュアで音楽活動をされている皆さんに出演し
ていただく「サマーミュージックフェスティバル」は夏の
一大イベント。ポスターデザインは川内商工高の生徒さ
ん、アナウンスは川内高と川内商工高の放送部の皆さ
ん、出演者は宣伝、地元企業に協賛をお願いし、多くの
方々にご協力いただき開催しています。
バンド、ギター弾語り、ダンスと実にバラエティ豊かな
内容です。来場者からは「元気をもらいました！」「生バ
ンドいいですね」「いつか出演してみたい」との声も。
来年も出演者が輝ける、楽しいステージを裏方とし
て支えたいと思います。（永田）

