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企画展

流星とソラの渚 展
7/13（木）～平成30年1/14（日）

宇宙と地球の間「ソラの渚」では、様々な現象が起こって
います。中でも特に美しい、流星、オーロラ、
スプライト
などをご紹介いたします。

場 所：せんだい宇宙館 観測室
＊入館料が必要です

市民星空観望会

＊天候不良時は中止します

エックス

月面Ⅹ観察会
7/1（土）19：30～20：30
場 所：せんだい宇宙館 観測室
＊入館料が必要です

市民星空観望会

＊スマートフォンやコンデジで撮影できます

＊天候不良時は中止します

土星観察月間
提供：吉川真氏
（JAXA）

期間限定 7/25（火）～8/31（木）
ロシアのチェリャビンスク隕石を展示します！
夏休み科学工作教室

うそ発見器
7/29（土）・8/20（日）
午前の部10：00～12：00
午後の部13：30～15：30

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 ＊最終受付
場 所：せんだい宇宙館 観測室 ＊入館料が必要です
入館料

友だちのうそを見破ってみませんか！
人はドキドキすると脈拍が早くなっ
たり手に汗をかいたりします。
ごくわずかな汗の量を電気の
流れやすさで測定します。

資料館講座

きゅらうみ

小・中学生300円
高校生以上500円

＊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

場 所：せんだい宇宙館ほか
対 象：小学生以上 ＊小学生は保護者同伴
定 員：先着25名×4回
参加料：800円（材料代） ＊1人1セットのみ
申込方法：7/7
（金）10：00よりせんだい宇宙館へ電話（電話受付のみ）

事業報告

時間20：30

■問合せ先
せんだい宇宙館
TEL：31-4477

夜光貝で作る美海真珠ストラップ

日 時：6月4日（日）10：00～11：20
場 所：川内歴史資料館 研修室
参加者数：15名

カットされた夜光貝を磨きあげ、貝の真珠層が輝くスト
ラップを作りました。関連してトピック展示「工芸」で紹
介している螺鈿を施した漆器なども鑑賞いただきました。 蒔絵シールを貼った完成作品
「無心で磨きながらも、とても楽しかった」「普段、出来ない体験ができた」
「素敵なストラップに感動しました」など、喜びの声が聞けました。

事業報告

トピック展示

工芸～暮らしの漆器～

日 時：5月9日（火）～6月11日（日）29日間
場 所：川内歴史資料館 2階常設展示室
入館者数：704名

今回の展示は、工芸の中から暮らしに用いてきた漆器をご紹介しました。漆器は、正月や盆、
結婚や葬儀などのハレの時に用いる特別な物のほか、日用品としても家々で使われてきました。八橋蒔絵螺鈿硯箱（模作）
展示では、明治から昭和期の重箱や高膳（たかぜん）、
盃台（はいだい）などの漆器をご紹介しました。観覧者
は漆の多様さや美しさ、蒔絵（まきえ）・螺鈿（らでん）
などの技法に興味を
持たれたようで、普
段、漆器に親しみが
ない方にもご覧いた
だける良い機会とな
りました。

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）

7/15（土）

彼岸花

14：00～15：58

昭和33年（1958）

里見弴原作の小津監督初カラー作品

（日）
殿、利息でござる！ 7/16
14：00～16：09
平成28年（2016）

昨年公開作品！あの羽生選手も出演！

【監督】小津安二郎
【原作】里見弴
【出演】佐分利信 田中絹代
有馬稲子 久我美子
佐田啓二 ほか

【監督】中村義洋
【原作】磯田道史
【出演】阿部サダヲ 瑛太
妻夫木聡 竹内結子
羽生結弦 ほか
ⓒ1958松竹株式会社

ⓒ2016松竹株式会社

☎ 25-5580(川内まごころ文学館)

■問合せ先
里見弴生誕記念企画展

川内まごころ文学館特別企画展

とき

田沼武能写真展 時代を刻んだ貌

1917年の里見弴

7/11（火）～8/27（日）

7/29（土）
～9/3（日）

100年前、29歳の里見弴の暮らしぶりと
当時発表された作品をご紹介いたします。

場 所：川内まごころ文学館 2階常設展示室 ＊入館料が必要です

たぬま

戦中から戦後復興への道

＊里見弴、志賀直哉
小津安二郎、松本清張
武満徹、棟方志功ほか

7/19（水）～9/24（日）
＊入館料が必要です

「まんが日本昔ばなし」上映会

7/23（日）14：00～14：50

席数：95席
（先着順）
入場：無料

場 所：川内まごころ文学館 多目的映像ホール
作 品：金太郎・宝の下駄・おむすびころりん・馬方とタヌキ

夏休み特別おはなし会

＊参加無料

7/22（土）10：30～11：10
紙鉄砲作り

「わが心の残像」

田沼武能講演会

7/30（日）14：00（開場13：30）

◆詳細は、文学館へ
お問い合わせください

場 所：多目的映像ホール
入場料：無料 ＊ただし7/29か7/30付の入館券が必要（年間パスポート可）
定 員：先着95名・要申込 ＊7/1（土）9：00〜申し込み開始

8/11（金）10：00～12：00
＊受付は
9：45から

7/30（日）10：00～11：30
場 所：川内歴史資料館 研修室
対 象：小学生以上 ＊小3以下は保護者同伴
定 員：先着15名
参加料：無料
もってくるもの：タオル
募集期間：7/14（金）〜7/29（土）
申込方法：資料館へ電話・直接来館

■問合せ先

＊入館料が必要です

里見弴（1955年撮影）

手作りカメラで絵を描こう

場 所：川内まごころ文学館 企画展示室
対 象：幼児とその保護者
資料館講座

場所：企画展示室

関連イベント

（整理券配布・開場13：30より）

たけよし

写真家田沼武能が撮影した
文士や芸術家の肖像写真を
展示します。

終戦記念展示コーナー

場 所：川内歴史資料館 2F展示室

かお

川内歴史資料館

＊受付は
9：45から

場 所：川内歴史資料館 研修室
対 象：小学生〜中学生 ＊小4以下は保護者同伴
定 員：先着10名
参加料：300円
もってくるもの：黒い上着
(透けない素材)
募集期間：7/26（水）〜8/9（水）
申込方法：資料館へ電話・直接来館
入館料

TEL：20-2344

大人200円、小学生〜高校生200円（資料館）
大人300円 小学生〜高校生150円（文学館）
＊土日祝日は小学生〜高校生入館無料

川内まごころ文学館

TEL：25-5580

＊受付は
15分前より

夏休み書道教室
7/25（火） 1回目9：30～11：30
2回目13：30～15：30

場 所：川内文化ホール第２会議室
対 象：小学3〜6年生
定 員：先着15名×2回
参加料：200円（材料代）
もってくるもの：習字道具、夏休みの課題帳など
申込方法：7/10（月）より下記申し込み先へ電話・来館

■申し込み先

事業報告

図書館講座

金魚のモビールを作ろう
8/8（火）9：30～12：00 ＊受付は
9：00より
場 所：中央図書館3F研修室
対 象：小学生＊3年生以下は保護者同伴
定 員：先着20名
参加料：300円（材料代）
もってくるもの：水彩絵の具セット
申込方法：7/18（火）より下記申し込み先へ電話・来館

文化施設課（川内文化ホール内） TEL：20-7570

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

日 時：6月11日（日）13：00～16：00
場 所：せんだい宇宙館 ロビー
参加者数：24名

今回は、坂道をトコトコと歩く、オリジナルのおもちゃを作
りました。足の部分に色を塗り、組み立てると完成です。
簡単な工作ですが、初めはなかなか歩きません。足の長さを
変えてみたり棒の位置を左右に動
かしてみたり、上手に歩けるまで
試行錯誤が続きます。
人が歩くように坂を下る不思議
な動きに子どもも大人も興味津々
で、うまく歩けると歓声を上げて
いました。

薩摩川内市芸術協会の解散についてのお知らせ
現在、薩摩川内市により進められている「薩摩川内市コンベンション施設整備・運営事業」において川内駅東口に
整備される複合的なコンベンション拠点施設に、川内文化ホールの機能を統合する方針が示されており、新施設の開
業予定である平成３２年を目途に、川内文化ホールは施設廃止が見込まれる状況となっております。
本会は、旧川内市民会館の開館翌年である昭和４１年に、会館と一体をなす形で設立された友の会的組織で、会館
の廃止を見据え 平成３０年度をもって解散すること が代議員会にて決まりました。
■解散に伴う新規入会の受け付け停止
平成３０年度に解散するため、新規入会は平成２９年度までとなります。なお、平成 30 年度も引き続き鑑賞
補助事業を実施する予定です。

事務局：川内文化ホール内 TEL：20-7570

編集後記
先月のある日、風に揺れる高木の葉がオレンジ色に
見えた気がしました。近くで見上げるとトケイソウに
似た可愛い花がいくつも咲いていました。
見たことがない花だったので調べてみると北米原
産のチューリップポプラという名前でした。ポプラに
そっくりですがモクレン科の落葉樹で和名はユリノキ。
30メートルにも成長し、その形からハンテンボクやレン
ゲボクなどいくつもの名があるとわかりました。
花が見られるのは珍しいようだったので、翌週にま
た見に行くともう散ってしまっていて、紡錘形の若い
実になっていました。（永田）

