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川内まごころ文学館

男はつらいよ 1/3（水）

釣りバカ日誌

寅次郎相合い傘 14：00～15：31

昭和63年
（1988）

HDリマスター版 昭和50年（1975）

1/20（土）
14：00～15:33

1/21（日）

秋刀魚の味 14：00～15：53
昭和37年
（1962）

シリーズ第1作。
小津監督の遺作。
鈴木建設四国支社
【出演】西田敏行
【監督】小津安二郎
青森で知り合った兵藤（船越英二）
高松営業所に勤務
三國連太郎
【出演】岩下志麻 笠智衆
と旅する寅次郎は、函館のラーメ
する釣り好きの浜
石田えり
佐田啓二 岡田茉莉子
ン屋の屋台でリリー（浅丘ルリ子）
ちゃんは東京本社
谷啓
三上真一郎 杉村春子
と再会する。
山瀬まみ ほか へ栄転を命じられる。

ほか

場所：多目的映像ホール 開場13：30
川内歴史資料館

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

開催中

～麦之浦縄文人・食の文化～

開催中～1/28（日）

場

貝輪

所：川内歴史資料館
2階企画コーナー

麦之浦貝塚（陽成町）の
出土品を紹介します。

＊入館料が必要です

＊無料

お正月遊び
1/3（水）～1/8（月/祝）9：00～16：00
歴史資料館講座

縄文デザインの鉛筆作り
1/14（日）10：00～11：00
定 員：先着20名
対 象：どなたでも可（未就学児は保護者同伴）
参加料：100円
募集期間：1/3（水）〜1/12（金）
申込方法：資料館へ電話、直接来館
準備するもの：手を拭くタオル、汚れてもよい服装
＊入館料が必要です

大寒忌コーナー
1/16（火）～1/21（日）
里見弴の命日1月21日は、二十四節気「大寒」
にあたることから
「大寒忌」
と呼ばれます。
里見弴の命日「大寒忌」にちなみ、ゆかりの出来事を紹介します。

場所：川内まごころ文学館

2階常設展示室内

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

企画展示室

川内歴史資料館・川内まごころ文学館

＊入館料が必要です

冬休みチャレンジクイズ
開催中～1/8（月/祝）
こ

研修室

川内まごころ文学館

所：川内まごころ文学館

歴史資料館工作教室

＊1/3（水）は無料開館

場所：川内歴史資料館

場

ま

簡単！独楽作り
～手作り独楽で遊ぼう～
1/3（水）10：00～15：00（随時）
場
対

所：川内歴史資料館
象：どなたでも可

受付前特設スペース

（小学2年生以下は保護者同伴）

定 員：先着50名

＊予約はできません

参加料：無料

川内歴史資料館 歴史講座

中・近世の日記から探る
川内の魅力
1/27（土）13：30～15：00
集 合：川内歴史資料館 研修室
講 師：吉本明弘（川内歴史資料館学芸員）
定 員：先着50名
対 象：どなたでも可
受講料：200円（資料代）
募集期間：〜1/26（金）
まで
申込方法：資料館へ電話、直接来館

■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

せんだい宇宙館企画展

流 星と ソ ラの
開催中～1/14（日）

渚展

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

天候不良時は中止します ■部分食始20：48
■皆既食始21：51
■食の最大22：30
■皆既食終23：08
■部分食終24：12

皆既月食観察会

1/31（水）20：30～24：30 （最終入館23：30）

せんだい宇宙館ウィークエンド工作

エレパーツアート工作

宵から深夜にかけて、全過程が好条件で見られる皆既月食です。月が
地球の影に入りますが、地球の影の中でも大気が屈折した赤色光に
より、月が赤胴色に染まります。

1/28（日）13：00～16：00
電気部品（エレパーツ）を使って
ロボット風に組み立てます。

場 所：せんだい宇宙館 観測室
＊入館料が必要です

定 員：先着25名
参加料：50円 ＊1人1セットのみ、入館の方は免除
入館料

＊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

小・中学生300円/高校生以上500円

特別開館

＊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

事業報告

1/8（月）

■問合せ先

振替休館

せんだい宇宙館

せんだい宇宙館企画展「流星とソラの渚

1/9（火）

TEL：31-4477

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～
日 時：12月10日（日）16：30～18：00
場 所：少年自然の家 集会室
参加者数：53名
現在開催中の企画展「流星とソラの渚 展」の特別講演会として、各種
メディアから度々注目されている元南極観測隊員の大岩根 尚氏をお招き
して、南極での生活や体験についてお話いただきました。
厳しい寒さや危険と隣り合わせの調査中に目撃した美しい光景の写真や
映像、過酷な環境下での肉体や心境の変化など、テレビや映画では伝わら
ない体験者ならではのお話に、胸を打たれました。
また、南極から観える地球環境の変化（温暖化）の話は、私たちの生活
に直結する部分でもあり、皆さん真剣に耳を傾けておられました。参加者
からは、「今回の講演会を楽しみにしていた」との声が聞かれ、講演中も
終始質問が飛び交うなど、大変好評でした。中には「南極に行きたい！」
というお子さんもいて嬉しくなりました。

事業報告

川内まごころ文学館夏目漱石生誕記念150年記念シネマトーク

「こころ」は本当に傑作か？
夏目漱石の小説「こころ」を題材に、トークと映画の上
映を行いました。
映画「こころ」の主演俳優 森雅之氏は、作家 有島武郎
の長男であり、平佐出身の有島武の孫であるという川内と
の深い縁があります。
当日は、講師の小林潤司先生と廣尾理世子先生による軽
妙なトークに高校生の朗読をはさむ形で進行し、小説「こ
ころ」の不可解な部分がわかりやすく解き明かされていき
ました。「見方が変わりました」「もう一度小説を読み返
したい」「朗読がすばらしかった」といった感想が寄せら
れ、心豊かな秋のひとときを過ごしていただけたようです。

日 時：11月19日（日）13：30～17:00
場 所：川内まごころ文学館 多目的映像ホール
入場者数：94名

舞台上左から 小林潤司先生、廣尾理世子先生（トーク）
舞台下右側
鹿児島純心女子高校放送部（朗読）

いきいき生涯学習事業

小椋久美子トークショー

1/8（月/祝） 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

事業報告

サンアリーナせんだい

川内歴史資料館企画展「麦之浦貝塚からの報告」関連イベント

展示解説・現地説明会

TEL：25-8282

日 時：12月10日（日）9：30～12：30
場 所：川内歴史資料館及び麦之浦貝塚（陽成町）
参加者数：15名（大人12名/子ども3名）

企画展の展示解説と現地説明会を開催しました。約3,500年前（縄文時代）の
麦之浦貝塚の様子を、出土品を中心に、35年前に発掘調査を行った当館の館長
が詳しく解説をしました。参加者の皆さんは、出土品の中でも特に骨角器や貝
製品、女性の人骨などに興味を持たれたようでした。
参加者の中には35年前に実際に発掘調査に参加された方もおられて、調査当
時を懐かしんでいました。他にも「調査の様子をうかがいながら縄文時代の人
々の暮らしを覗き見することができたようで、楽しかったです」「当時の生活
が甦ってくるような気がしました」など好評の声を多くいただきました。
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
元南極観測隊員の大岩根氏のお話を聞きました。
夏でもマイナス15度の調査地は、昭和基地から離れ
ているためキャンプ生活。積雪は溶けず、強風で舞う
雪同士のぶつかる音が聞こえ、水分は凍るのでうっか
りするとバケツのお湯は氷になっているなど、極地な
らではの現象は大変興味深かったです。
雪原を歩くときは隊員一行をザイルで繋ぎ、足元を
踏み抜いてしまい深さのわからないクレパスに落下し
ても、宙吊り状態から引き上げるなど、命がけの状況
での出来事を終始にこやかに話されていました。厳し
い南極の自然の中でも全てを受け入れ楽しむタフな
精神が印象的でした。（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■

