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せんだい宇宙館企画展

せんだい宇宙館・少年自然の家共催

渚
展
1/14

ふたご座流星群観察会

流 星と ソ ラの
開催中～平成30年

12/14（木）21：30～01：00

（日）

＊最終受付23：30

場 所：せんだい宇宙館 展示室 ＊入館料が必要です

せんだい宇宙館企画展「流星とソラの渚

展」特別講演会

「南極から観える『地球』の姿」
～元南極観測隊員が観たオーロラ～

12/10（日）16：30～18：00（開場16：00）

天候不良時は中止します

この時期に極大を迎える流星群を観察します。寝転がって観察
しますので、防寒着が必要です。各自、寝袋、マット、軽食等をご
準備ください。

場 所：せんだい宇宙館 観測室

テレビや教科書だけでは伝わらない南極のお話を生で聞ける
チャンス！会場で南極の石も展示。地球を感じてみませんか。

場
講

■流星群や冬の星座の生解説
■親子で流れ星を数えよう

＊入館料が必要です

＊ご来館者が多数の場合には、入館をお断りする場合があります

所：少年自然の家 集会室
師：大岩根 尚氏

入館料

（元南極観測隊員）

入場料：無料
申込方法：せんだい宇宙館へ
電話・直接来館

■問合せ先

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

せんだい宇宙館

いきいき生涯学習事業

TEL：31-4477

平成30年1/8（月/祝）

小椋久美子トークショー

開 演：14：00

個人のメンタル強化や組織力・指導力の強化法からスポーツの魅力まで興味深いエピソードを
交えて、お話をお聞きします。
トークショー終了後には市内高校生を対象としたバドミントン教室が行われます。
＊詳細は、お問い合わせください。

対
料
場

象：一般
＊どなたでも聴講いただけます
金：無料
所：サンアリーナせんだい サブアリーナ

■問合せ先

サンアリーナせんだい

TEL：25-8282

まちづくり公社管理運営施設 年末年始の開館状況
○通常どおり

年末年始は、各施設の利用時間等が変更となっております。ご利用の際は事前にご確認ください。

12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1
1/2
1/3
1/4
（水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水） （木）
川内文化ホール

○

入来文化ホール及び別館

○

サンアリーナせんだい（総合体育館）

○

○

薩摩川内市総合運動公園

○

○

丸山自然公園

○

○

臨時休園 12/29-1/3

＊丸山公園は無休

○

せんだい宇宙館

○

○

開館時間変更10：00-17：00

＊休館 1/1

○

川内歴史資料館/川内まごころ文学館

○

○

中央図書館（運営施設）

○

○

○

臨時休館 12/29-1/3

○

休館 12/28-1/3

○

開館時間変更8：30-17：00

＊休館 1/1

○

開館時間変更8：30-17：00

○

臨時休館 12/29-1/2

○

○

休館

○

○

○

○

○

開館時間変更9：00-17：00

川内まごころ文学館

残菊物語

12/16（土）

(2015デジタル修復版）
昭和14年（1939）

14：00～16：23

【監督】溝口健二
【原作】村松梢風
【出演】花柳章太郎
森赫子 ほか

ズートピア

12/17（日）

12/23（土/祝）
（日本語吹き替え版）14：00～15：49

昭和32年（1957）14：00～16：35

平成28年（2016）

肉食動物と草食動物が仲良く暮ら
す超近代都市ズートピア。田舎町
バニーバロウに住むジュディは、
警察学校を首席で卒業し、見事う
さぎ族で初の警察官となる。

明治初め、芸に精進
歌舞伎ファン必見！
する歌舞伎役者と
【監督】大曾根辰保
彼を支え続けた女
【出演】高田浩吉 有馬稲子
お徳。身分違いの恋
九代目松本幸四郎
の行方は？映画史
八代目坂東三津五郎
に残る愛の名作。
三代目市川猿之助 ほか

場所：多目的映像ホール 開場13：30
川内歴史資料館

大忠臣蔵

定員：先着95名/車いすスペースあります（映画に限り入館料は必要ありません）

企画展

麦之浦貝塚からの報告
～麦之浦縄文人・食の文化～

12/5（火）～1/28（日）
場

所：川内歴史資料館
2階企画コーナー
＊入館料が必要です

貝輪

麦之浦貝塚（陽成町）の
出土品を紹介します。

企画展「麦之浦貝塚からの報告」関連

展示解説・現地説明会
12/10（日）9：30～12：30

集 合：川内歴史資料館
定 員：先着20名
対 象：小学生以上（小学3年生以下は保護者同伴）
参加料：無料
募集期間：11/25（土）〜12/8（金）
申込方法：資料館へ電話、直接来館
いきいき生涯学習事業

フラワーアレンジメント教室

場

所：川内まごころ文学館

企画展示室

川内まごころ文学館

冬のおはなし会

12/23（土/祝）10：30～11：00

場所：川内歴史資料館

研修室

＊参加無料

入館料 （資料館）大人200円、小学生〜高校生100円
（文学館）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

川内歴史資料館 TEL：20-2344
川内まごころ文学館 TEL：25-5580

～お正月飾りやギフトに最適！
華やかなアレンジに挑戦してみませんか～

場 所：川内文化ホール 第3会議室
（火）13：30～15：30
＊受付は13：15から
講 師：上妻 早苗氏（ヨーロピアンフラワーデザイン連盟講師）
対 象：一般 ＊ただし、初心者に限ります。過去に受講された方はご遠慮ください。
募集期間：12/6（水）〜21（木）
定 員：先着16名
申込方法：電話・直接来館
受講料：2,000円（材料代）
持参品：花ばさみ・剪定ばさみ・ホチキス・持ち帰り用の袋
■文化施設課 TEL：20-7570

12/26

事業報告

芸術文化振興事業

鹿児島弁演劇 オモシテガ！！

テレビなどでお馴染みの地元タレントらによる全編方言の演劇公
演を開催しました。第1部「熱血ゲートボール部」では、方言ギャグ
やコミカルな動作でお客様を笑わせ、第2部「トークショー」では、
風船アートなどを交えながら客席へ語りかける構成でした。
観覧者のアンケートには「大声で笑ってすっきりしました」「触
れ合いもあり、鹿児島弁で親しみやすかった」とあり、楽しんでい
ただけた様子がうかがえました。中には「改めて鹿児島弁の良さが
解る時間でした」とあり、方言を大切にし継承していきたいとの劇
団員たちの思いは、確実にお客様に届いたようでした。

作品例

日 時：10月27日（金）開演18：30
場 所：入来文化ホール
入場者数：163名

第1部での劇団員6名のようす。左より よし俣とよしげさん、いそわきさゆり
さん、野口たくおさん、佐々木貞幸さん、西上原あいさん、川上昇時さん。

国際交流センター・産業振興センター施設使用申込みについてお知らせ

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの施設使用申込開始は、
次の日時になります。

３０年１月４日

平成

（木）

１３時３０分から抽選会で順番を決定し、

その順番で受付を行います。

＊電話での受付けは、 当日１６時以降に行います。
年末年始の業務案内
１２月２８日（木）通常開館
１２月２９日（金）臨時休館
１２月３０日（土）臨時休館
１２月３１日（日）臨時休館
１月 １日（月）臨時休館
１月 ２日（火）臨時休館
１月 ３日 ( 水）臨時休館
１月 ４日（木）通常開館

◆◆お問合せ先◆◆

薩摩川内市国際交流協会

〒895-0011 薩摩川内市天辰町 2211 番地 1
（薩摩川内市国際交流センター内）
TEL: 0996-22-7741 FAX：0996-22-7730
E-mail : kssb@ninus.ocn.ne.jp
URL：http：//www.kssb-satsumasendai.com

平成29年度まちづくり公社芸術文化振興事業

DRUM TAO 2018
川内文化ホール
入来文化ホール
川内楽器
富士音響
薩摩川内市観光物産協会
明屋書店川内店

「ドラムロック 疾風」 チケット取扱所
☎0996-22-5211
☎0996-44-2822
☎0996-22-2556
☎0996-22-5281
☎0996-25-4700
☎0996-22-2700

山形屋プレイガイド（鹿児島市）☎099-227-6820
十字屋CROSS
☎099-239-9928
公チケ http://zenkoubun.ticketan.net/
e+（イープラス） http://eplus.jp
ローソンチケット（Lコード：83287）

■芸術協会会員限定鑑賞補助券は、薩摩川内市内のプレイガイドのみの
お取り扱いとなります。

編集後記
先日、「チバニアン（千葉時代）」が77万～12万6千年
前の地質時代のひとつとして名付けられることになっ
たというニュースが報道されました。日本の地名が付
けられるのは初めてで、国際学会が判断材料とした市
原市の地層には発表後、見学者が多いそうです。
地球のN極とS極は、過去に入れ替わったことがあり
その最後の磁場逆転が分かる地層で、火山灰層の年代
測定や世界各地の海底堆積物や南極大陸の氷の分析
等、日本人の研究者が成果をあげている分野のようで
す。地層から地球の歴史を知ることができる不思議と、
地道な調査を続けていた日本の研究者の存在が脚光
を浴びた話題に興味を惹かれました。（永田）

2 17

2018年 月
日（土）
開場17：45/開演18：30

■文化施設課

TEL：20-7570■

