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戦前の出版界で本の
出版や装丁に携わった
川内・小倉町出身の西谷操
（またの名を秋朱之介）。新たに
当館に収蔵された関連資料と西
谷自身について紹介します。
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こどもの日
5
フェスタ /5
せんだい宇宙館･薩摩川内市立少年自然の家

共催事業

寺山

☆花の苗プレゼント☆

少年自然の家・せんだい宇宙館

各施設先着300名様

（土・祝）
10：00〜15：00

寺山いこいの広場

●共同企画●

フリーマーケット

楽しいよ!

リサイクルへの挑戦！掘り出し物を探そう。

少年自然の家

入場無料

☆体験コーナー☆（無料）
・宇宙体感「プラネタリウム｣
上映30分/各回先着58名
☆チャレンジゲームコーナー☆
詳細は次号にて

自然とのふれあい、親子で楽しめる盛り沢山の
体験や催しでお待ちしております。

せんだい宇宙館

工作「くるくる
たこコプター」
（無料）

☆特別ゲスト☆
・
「奇術パフォーマンスショー｣
鹿児島大学奇術同好会
☆宇宙体感☆

きみもチャレンジ！ 晴天時

・昼の星を見よう！ 詳細は次号にて

の

み

☆創 作 体 験 コー ナ ー ☆
☆おやつ・出店☆（有料）
詳細は次号にて

無料送迎バスを

寺山いこいの広場駐車場〜
国際交流センター駐車場

時間 9：30 〜 15：30（15 分間隔）

入館料

特別開館日 4/30（月）
振替休館日 5/1（火）

＊ただし、12 時〜 13 時は運休

事業報告

川内歴史資料館講演会

仏師が語る仏たち
～高江阿弥陀如来坐像・脇侍の修復を中心に～

小中学生 無 料
高校生以上 350円

5/5（土）当日のみ

詳細は次号にて

ご利用ください !

区間

入館料

・アイス・飲み物
・ふわふわ わたあめ
・ポップコーン

＊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

＊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◆
日
場

TEL：31-4477

時：2月25日（日）13：30～15：00
所：川内まごころ文学館 多目的映像ホール
うらぶっこくしょしゅさいぶっし

講 師：浦仏刻所主宰仏師
来場者：62名

多くの仏像の修復を手掛けられた浦先生を講師にお招きして、
仏像の姿などを分かり易くお話いただきました。中でも、高江
の阿弥陀如来坐像・両脇侍像を修復するにあたり、普段見るこ
とのできない解体時の状況や修復箇所、珍しい道具などから現
在の姿に甦るまでの経緯を詳しくご解説いただきました。
聴講者のアンケートには「仏像の見方が変り、楽しくなりそ
うです」「長く保存するためや建立時の姿を知るにはとても修
復は大切だと感じました」など、仏像への興味・関心が窺え、
文化財保存への理解が深まる良い機会となったようです。

うら

えいがく

浦 叡學 氏

木造仏像は、パーツに解躰（かいたい）してから修復します

川内まごころ文学館

潮騒

4/21（土）
14：00～15：22

昭和39年
（1964）

【監督】森永健次郎
【原作】三島由紀夫
【出演】吉永小百合
浜田光夫
清川虹子 ほか

「その火を飛び越してこい」
初江は焚火の向こうの新治
に言った・・・。
海に囲まれた伊勢の小さな
島を舞台に主人公の初々し
さが光ります！

場所：多目的映像ホール 開場13：30
ゴールデンウィーク特別上映

4/22（日）
14：00～15：48

昭和57年
（1982）

大河『西郷どん』の”父母”
の若き日の共演作。舞台は、
大作映画『新選組』の撮影
に沸く東映京都撮影所。
ラストシーン「階段落ち」の
大迫力をご覧ください。

【監督】深作欣二
【原作・脚本】つかこうへい
【出演】松坂慶子 風間杜夫
平田満 ほか

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）

（1日2回上映）

5/3（木/祝） 1回目 10：00～11：48（開場9：30）
2回目 14：00～15：48（開場13：30）

ＳＩＮＧ/シング

倒産寸前の劇場の支配人 コア
ラのムーンは、再建をかけて歌
【監督・脚本】ガース・ジェニングス のオーディションを思いつく。
思わず口づさむヒットソングや
【吹替出演】内村光良
名曲の数々。
コミカルな動物た
長澤まさみ ほか
ちのシリアスな悩みにジーンと
心が揺さぶられます。
平成28年
（2016）

定員：先着95名/予約不要/無料

春のおはなし会
4/28（土）10：30～11：00

蒲田行進曲

＊無料でご参加いただけます

＊無料でご覧いただけます

川内歴史資料館トピック展示

明治を生きた
ふるさとのぼっけもん
＊ぼっけもん 大胆者や豪傑（ごうけつ）
という意味

開催中～4/15（日）
川内にゆかりのあるぼっけもんの逸話を
ご紹介します。
■展示内容
有島武、岩谷松平、田中直哉、
西ノ海嘉治郎、山口太兵衛など

場 所：川内歴史資料館 1階ロビー
川内歴史資料館トピック展示

読み聞かせボランティアおはなしグループ
まごころによるおはなし会。手遊び歌など。

西郷伝説と薩摩川内
4/17（火）～9/30（日）

対 象：幼児とその保護者
場 所：川内まごころ文学館 企画展示室
＊無料で体験いただけます

春のおりがみ広場
4/28（土）～5/6（日）9：00～16：30
場 所：川内歴史資料館 1階ロビー

明治維新150周年、NHK大河ドラマ
「西郷どん」放映に関係した展示第２弾。

西郷どんのツン
藤川天神
（薩摩川内市東郷町）

場 所：川内歴史資料館 1階ロビー
＊入館料が必要です

花文様の平佐焼と八橋蒔絵螺鈿硯箱（模作）
4/24（火）～6/10（日）
花をモチーフにした平佐焼と
燕子花(かきつばた)が表された硯箱、
燕子花(かきつな花模様の世界をご覧ください。
さまざまな花文様の世界をご覧ください。

特別開館 5/1（火）

＊無料でご覧いただけます

■展示内容
五代の板垣家、高城の妹背橋、湯田の高城温泉、
東郷のツン等、薩摩川内市内各地に残る西郷伝説。

川内歴史資料館トピック展示

場 所：川内歴史資料館 第2展示室
第1展示室

16代横綱 西ノ海嘉治郎
（薩摩川内市高城町出身）

色絵牡丹文皿

染付梅松葉文蒸器

「むかし男ありけり・・・
三河の国、八橋といふ所にいたりぬ。」
作品の題材である伊勢物語の第
九段には、沢に咲くかきつばたの
五文字を句の先頭において歌が
詠まれています。

八橋蒔絵螺鈿硯箱（模作）

ゴールデンウィーク無料開館 4/28（土）～5/6（日）

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

事業報告
せ

日 時：2月28日（水）13：30～15：30
場 所：薩摩川内市中央公民館 第1研修室
講 師：川内歴史資料館 学芸員 吉本 明弘氏
来場者数：57名

図書館教養講座

ご

西郷どんの時代と薩摩川内

明治維新150年と大河ドラマ『西郷どん』に関連したテ
ーマで、教養講座を開催しました。
西郷どんの生きた時代の主な歴史的出来事から西南戦
争時の川内での戦いの様子まで、盛りだくさんの内容で
した。文献を引用しての解説に、参加者の皆さんは、身
をのりだしたり、メモをとられたり、うなずきながら熱
心に聞かれていました。
アンケートには「具体的な話で良かった」「薩摩川内
との関わりを知る事ができて面白かった」「これからの
『西郷どん』のドラマも興味を持って見られます」と、
ありました。質疑応答では、参加者からの情報提供もあ
り、和やかな講座となりました。

事業報告

いきいき生涯学習事業

季節のお菓子作り

羊羹は冷めてから
切りました

日 時：2月28日（水）13：30～15：30
場 所：国際交流センター 調理室
参加者数：14名

市販の小豆あんを使った2種類の和菓子「栗蒸し羊羹」と「どら焼き」を作りました。簡単なレシピ
ですが、中には「本を見ただけではわからないから、教えてもらいたかった」との意見や吉野葛など材
料についての質問がありました。どら焼きでは、フライ
パンに油をひかずに焼いたり、生地が固くて上手に広が
らなかったりと失敗もありましたがグループで楽しく作
業し、美味しく試食できました。
参加者のアンケートには「家で作ってみたい」「手作
りなんて考えたことも
なかったけど、時には
和のお菓子も振舞いた
い」「どら焼きの生地
を焼くのが楽しい」と
あり、手作りの良さを
感じて頂けたようです。
グループで和気あいあいと作業しました

編集後記
特殊な発声の歌唱ホーミーを聴く機会がありまし
た。アルタイ山脈周辺に伝わる歌い方で、舌を丸めて
口の中に反響させることで2つまたは3つの声を同時
に発生するとの説明でした。実際に聞いてみるとメロ
ディの声と一緒に「ぐぅ～ん」と唸るような低音が聞
こえ、その低音は機械が発する音に似ていました。
馬頭琴の悲しく揺れる音色を伴奏に歌われる、早
いリズムを刻むホーミーの歌はモンゴルの草原を馬
が駆けている情景を表現していました。歌の最後に
は「シュレ！」と馬に鞭打つ掛け声が入り、遊牧民の
馬との密接な関係がうかがえるようでした。（永田）

どら焼きは、焼いた生地に小豆餡あんをのせ、
もう1枚を重ねます

