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サマーミュージックフェスティバル
in薩摩川内
自慢の音楽をプロの音響と照明で披露しませんか！

出演者募集

8/20
（日）
開演13：00

場 所
対 象
ジャンル
定 員
参加料
申込方法

川内文化ホール 大ホール
アマチュアで活動の音楽グループ等
バンド演奏、弾き語り、
ダンス等
１２〜１５組を予定 ＊審査で決定します
無料。広報など運営の協力をお願いいたします。
申込用紙に必要事項を記入し、出演者自身の音源・映像等を
録音・録画したCD・DVDを添えて川内文化ホールへ送付・持参
申込期間 6月1日
（木）〜30日
（金）
申込用紙 川内文化ホールに設置または公社HPからダウンロード

◆文化施設課◆

TEL：0996-20-7570

◆発 行◆公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社 事務局 TEL:0996(22)8500 FAX:0996(20)1232
◆編 集◆文化施設課（川内文化ホール内）
〒895-0054 鹿児島県薩摩川内市若松町3番10号 TEL:0996(20)7570 FAX:0996(20)2672

ウィークエンド工作体験

トコトコ歩くおもちゃを作ろう
坂道をトコトコ、
トコトコ・・・まるで生きているように歩きます。
最初はうまく歩けなくて転んでしまいますが、少しずつ歩ける
ようになると愛おしくなりますよ！

6/11（日）13：00～16：00
場 所：せんだい宇宙館
定 員：先着25名（申し込み不要）
参加料：50円
コンピューターシュミレーションによる太陽系

天文教室

鹿大生と楽しむ宇宙の姿

市民星空観望会

場
料

所
金

月面Ⅹ観察会

天文教室

事業報告

場 所：せんだい宇宙館 観測室 ＊入館料が必要です

集会室

市民星空観望会

入館料 小中学生100円
高校生以上350円
（自然の家利用特別料金）

小・中学生300円、高校生以上500円

月への挑戦者

＊天候不良時は中止します

土星観察月間
直径は地球の9.5倍。
特徴ある環の観察ができます。

7/1（土）～30（日）20：00～21：00

＊年間入館券もございます
（小・中学生500円、高校生以上1,000円）

企画展

＊スマートフォンやコンデジで撮影できます

7/1（土）19：30～20：30

ガイドツアー

鹿児島大学半田研究室による太陽系
シュミレーターとMitaka proを使用
した解説。

入館料

月面に現れる「Ｘ」の文字をご存知ですか。
月と太陽の位置関係で、特別な日だけ月の
地形が「Ⅹ」に見える（天文）現象です。
最近は、現れるたびネットで大いに話題と
なります。

1回目11：30～12：30
2回目14：00～15：00

薩摩川内市立少年自然の家
天文教室のみは無料

＊天候不良時は中止します

エックス

鹿児島は宇宙県！
鹿児島大学には日本最大級の天文学研究室があり、
世界的な研究を行っています。その最先端の研究者たちが
宇宙の姿と地球の周りの星をコンピューター映像を使って
楽しくお話しします。
教室終了後には、宇宙館観測室のガイドツアーも開催。

6/4（日）

＊1人1セットのみ、入館の方は免除

場 所：せんだい宇宙館 観測室 ＊入館料が必要です

問合せ先

せんだい宇宙館

TEL：31-4477

日 時：12月21日（水）～4月16日（日）102日間
場 所：せんだい宇宙館 展示室
入館者数：3,400名

「私たちは、なぜ月に魅せられるのか？何を目指しているのか？」をテーマに企画展を開催しました。
月見などの文化や竹取物語などの作品、月が描かれた国旗、これまでの月探査と研究結果、さらに今後の
探査計画をご紹介し、子ども向けには月面体重計など
を設置しました。
中でも現在開催中の民間月面探査レースにエントリー
中で、日本唯一のチーム「HAKUTO」のコーナーには多く
の方々が興味を持た
れたようでした。
今回の企画展を通
し「自分も月へ、そ
して、その先へ」と
夢を持つ方がいらっ
しゃれば幸いです。
「HAKUTO」コーナー。月面レースは現在5チームで優勝を争っています。
HAKUTOの月面探査ローバーの打ち上げは今年の12月28日の予定です。

子どもたちには、月面に見立てた砂場での月面探査
ローバーの操縦体験コーナーが好評でした。

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

砂の器（デジタルリマスター版）
昭和49年（1974）

6/17（土）

ゼロの焦点

14：00～16:23

昭和36年（1961）

松本清張の推理サスペンスの傑作

夫が消えた！驚くべき完全犯罪！

【監督】野村芳太郎
【原作】松本清張
【脚本】橋本忍 山田洋次
【出演】丹波哲郎 加藤剛
森田健作 島田陽子
山口果林 緒方拳 ほか

【監督】野村芳太郎
【原作】松本清張
【脚本】橋本忍 山田洋次
【出演】久我美子 高千穂ひづる
有馬稲子 南原宏治
西村晃 沢村貞子 ほか

ⓒ1974松竹株式会社

■問合せ先

14：00～15：35

ⓒ1961松竹株式会社

☎ 25-5580(川内まごころ文学館)

トピック展示

トピック展示

ふるさとを知る～川内川と民話～
本市を流れる鹿児島県一長い川内川と
ゆかりのある民話をパネルでご紹介します。

開催中～6/4（日）
場 所：川内歴史資料館 1階ロビー
入場料：無料で観覧できます
ニニギノミコト
民話『稲穂神社』より

『新万葉集』刊行80年記念トピック展示
『新万葉集』は昭和12年から13年にかけて改造社から刊行
され、与謝野晶子ら著名な近代歌人によって選ばれた短歌
26,000首あまりが収録されました。
当館収蔵の関連原稿を展示紹介いたします。

開催中～6/4（日）
場 所：川内まごころ文学館 1階常設展示室内
入館料：大人300円 小学生〜高校生150円
＊土日祝日は小学生〜高校生入館無料

問合せ先

事業報告

6/18（日）

川内歴史資料館

工芸～暮らしの漆器～
漆器の美しさやその多様な世界を
ご紹介します。

開催中～6/11（日）
八橋蒔絵螺鈿硯箱（模作）

場 所：川内歴史資料館 第１展示室内
入館料：大人200円 小学生〜高校生100円
＊土日祝日は小学生〜高校生入館無料
川内歴史資料館

歴史講座「南九州の石塔」

7/22（土）13：30～15：00
場 所：川内歴史資料館 研修室
講 師：藤浪三千尋先生（南九州石塔研究会 会長）
対 象：一般
定 員：先着50名
受講料：200円（資料コピー代）
申込期間：6/20（火）〜7/21（金）
申込方法：資料館へ電話・直接来館

TEL：20-2344

トピック展示

一冊一円の本、売ります。
～『現代日本文学全集』刊行開始90年～

「円本」ブームのさき
がけとなった改造社の
『現代日本文学全集』の
刊行背景や本の仕様につ
いてご紹介しました。

川内まごころ文学館

TEL：25-5580

日 時：3月7日（火）～4月9日（日）30日間
場 所：川内まごころ文学館 1階常設展示室
入館者数：1,147名

事業報告

平成29年度せんだい宇宙館・薩摩川内市少年自然の家共催事業

こどもの日フェスタ

日 時：5月5日（金・祝）10：00～15：00
場 所：せんだい宇宙館・寺山いこいの広場
入館者数：779名

当日は雨が心配されましたが、気持ちの良いお天気となりました。しかしながら曇天のため天体観測は
中止となり、観測室にて各種工作を行いました。
１階フロアでは、人気のポップコーン・ヨーヨー釣り・スタンプラリー・花苗プレゼントを、展示室で
は、奇術パフォーマンスやこいのぼり釣りなどを準備いたしました。豪華賞品がもらえるウルトラクイズ
大会では、家族連れや友達同士で話し合いながら楽しんで回答いただ
いたようです。また、宇宙館入口沿道でのフリーマーケットにも多く
の方が来られ、賑やかなイベントとなりました。
会場にお越しいただいた沢山のお客様
と最後まで各ブースを支えて頂いたボラ
ンティアの皆様に感謝いたします。
広場でのウルトラクイズは盛り上がりました。

日本宇宙少年団による液体窒素実験と真空ポンプ実験

観測室での工作教室「ビー玉コロネ」
「オリジナル缶
バッジ作り」は大盛況でした。家族で楽しんでいただ
きました。

平成29年度芸術協会会員募集
平成28年度芸術協会会員募集
年会費
期 間
特 典
申込先

1口2,400円
5月～翌年4月
鑑賞補助券
チラシのお届け等事業の案内
年会費を添えて、事務局へ

事務局：川内文化ホール内

TEL：20-7570

編集後記
2020年東京オリンピックの競技種目となるボルダリ
ング。手足を掛けるホールドには決められたコースが
あります。遠くのホールドにわずかな反動をつけて猫
のように飛びつくかと思えばぽてりとマットに落下。
ついつい見入ってしまいます。
日本人選手は忍者と称され、無駄のない美しい動
きにも魅了されます。選手は引き締まったスレンダー
な身体で羨ましい限り。ホールドの表面は砂をまぶし
たようにざらざらで全体重を支えるため手の皮がむ
けることもあるそうです。最近はBSでも放送があり楽
しみのひとつです（永田）

鹿児島大学奇術同好会によるワクワクド
キドキのマジックパフォーマンスショー。

●●●今年度の鑑賞補助事業●●●

鹿児島弁演劇 オモシテガ！！
9/17（日）開演14：00 場所：入来文化ホール
鑑賞補助券500円
和太鼓エンターテイメント
2/17（土）開演18：30 場所：川内文化ホール
鑑賞補助券2,000円 会員限定先行販売予定

