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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

8/19（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
（金）〜30日
（土）
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
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せんだい宇宙館 市民星空観望会

せんだい宇宙館 ウイークエンド工作

天候不良時は中止します

木星観察月間
6/1（金）～6/30（土）20：00～21：00

灯油ポンプとＬＥＤライトで光る剣を作ります。
暗いところで光らせれば、
カッコよさも倍増！

太陽系で最大の惑星「木星」が見ごろを迎え
ます。今年はてんびん座にあり、周りの星
よりも明るく輝いて見えます。春と初夏の
星々とともに観察してみませんか？

場 所：せんだい宇宙館 ロビー
定 員：先着２５名
（申し込み不要）
材料代：２００円
（１人１セットのみ）

場 所：せんだい宇宙館 観測室
＊入館料が必要です

６/３(日)13：00～16：00

光る剣

(c)CreativeCommons

せんだい宇宙館
開館20周年

～

赤 い 惑

＊入館料が必要です

星

の

この夏、日本の小惑星探査機
「はやぶさ2」が目的地の小惑星
リュウグウに到着します。初代はや
ぶさが小惑星イトカワに到着してか
ら13年ぶりの快挙となる、
このミッ
ションについて紹介します。

真 実 ～

7月31日は、2003年以来
15年ぶりに火星が
地球に大接近します。
展示を通じて、
火星と火星探査に
ついて紹介します。

ご入館者（小学生以上）に
「火星儀」と「はやぶさ2」の
ペーパークラフトをプレゼント！！
入館料

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

～

太陽系の記憶を探す旅

～

（C）JAXA

■問合せ先

せんだい宇宙館

TEL：31-4477

芸術文化振興事業

１０月１４日（日）

開場 １３：３０

入来文化ホール
チケット発売日

８月２３日（木）
プレイガイド

開演

全席自由

１４：００

前売券１,０００円
（当日２００円増し）

入来文化ホール・川内文化ホール
サンアリーナせんだい・川内歴史資料館
せんだい宇宙館・ローソンチケット（Lコード８２１３５）

■問合せ先

文化施設課

TEL：20-7570

川内まごころ文学館

たそがれ清兵衛

超高速！参勤交代

6/16（土）
14：00～16：09

平成14年
（2002）

幕末、庄内・海坂藩の下級藩
士・井口清兵衛は、勤めを終
【監督】山田洋次
えるとすぐ帰宅することから
【原作】藤沢周平
”たそがれ清兵衛“とあだ名さ
【出演】真田広之 宮沢りえ れていた。ある日、剣の腕を
田中泯 大杉漣
見込まれ、藩命により上意討
吹越満 ほか
ちの手に選ばれてしまう。

場所：多目的映像ホール 開場13：30

平成26年
（2014）

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）
＊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）
開催中～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。

場 所：川内歴史資料館 第2展示室
第1展示室

おはなし会
6/22（金）10：30～11：00

色絵牡丹文皿

染付梅松葉文鳥形鈕蒸器

＊無料でご参加いただけます

「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）

川内歴史資料館 歴史講座

幕末薩摩藩と西郷隆盛
7/8（日）13：30～15：00

スキンシップで親子の絆が深まる
手遊び歌や絵本の読み聞かせ。

場
講

対 象：乳幼児とその保護者
場 所：川内まごころ文学館 企画展示室

対 象：どなたでも
定 員：先着50名
受講料：200円（資料コピー代）
募集期間：6月12日
（火）〜前日まで
申込方法：資料館へ電話・直接来館

川内歴史資料館トピック展示

＊無料でご覧いただけます

西郷伝説と薩摩川内
開催中～9/30（日）
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。

場 所：川内歴史資料館 1階ロビー

事業報告

14：00～15：59

将軍 徳川吉宗の治世下、東
北の小藩 湯長谷藩は「5日
【監督】本木克英
のうちに参勤せよ」
と命じら
【出演】佐々木蔵之介
れる。藩の金山を狙う老中
深田恭子 伊原剛志 松平信祝の謀略か！？藩主の
寺脇康文 上地雄輔 内藤政醇（佐々木蔵之介）は
知念侑李 ほか
知恵を絞り、作戦を練る。

川内歴史資料館トピック展示

川内まごころ文学館

6/17（日）

所：川内歴史資料館 研修室
師：小平田 史穂 氏
（尚古集成館 学芸員）

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
西郷どんのツン
藤川天神
（薩摩川内市東郷町）

■問合せ先

川内まごころ文学館秋朱之介関連新収蔵資料展示

川内の生んだもう一人の出版人

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

日 時：3月6日（火）～5月6日（日）55日間
場 所：川内まごころ文学館 2階ホール
入館者：1,824名

当市小倉町出身で戦前の出版人 秋朱之介 の新収蔵資料展示を実
施しました。当館へ新たに収蔵された詩稿や手製の愛用品、装丁や
出版を手がけた書籍など約30点を展示し
ました。県外からわざわざ足を運ばれた
方もおられ、知る人ぞ知る秋朱之介の魅
力を再確認しました。今後も折に触れて
秋朱之介について紹介していきたいと思
います。

手掛けた装丁本の数々は、奇抜で斬新なデザイン

事業報告

せんだい宇宙館・薩摩川内市少年自然の家共催事業

寺山こどもの日フェスタ

日 時：5月5日（土・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：669名

当日は天候に恵まれた気持ちの良い五月晴れで、寺山いこいの広場に設置したテントでは親子工作、宇宙館
の観測室では天体観測を行うことができました。エントランスでは、人気のポップコーン・水ヨーヨー釣り・
スタンプラリー・来館者への花苗プレゼントを行い、展示室では、奇術パフォーマンスショー・こいのぼり釣
り・日本宇宙少年団による科学実験を行いました。
また、展示室には事前に来館者に作って頂いた手作り
の塗り絵こいのぼりを飾りました。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。

鹿児島大学奇術同好会によるワクワクドキドキの「奇術パフォーマンスショー」

テントでの「すぐ遊べる工作」
ブースは大盛況

昼間の「望遠鏡で天体観測」
では少し欠けた金星が良く見えました

平成30年度薩摩川内市芸術協会の事業
鑑賞事業
風間杜夫 独演会＆トークショー
12月23日
（日）開演14：00 場所：川内文化ホール
会員は無料でご覧いただけます
◇最終年度となる今年は、新規会員の受付はございません。
◇会員様へは、各事業のご案内をお届けいたします。

鑑賞補助事業
昭和のうたコンサート
10月14日
（日）開演14：00
鑑賞補助券500円を発行

梅雨のはしりの晴れ間、南の空にひときわ明るい
星を見つけました。それは太陽系最大の惑星の木星
でした。その周りをまわるガリレオ衛星は、双眼鏡で
も簡単に見つけることができ、天体望遠鏡を使うと
特徴的な木星の縞模様も確認できるそうです。
また、7月には火星が15年ぶりに地球に最も接近
します。西郷星とも呼ばれる火星は、大河ドラマ「西
郷どん」とも重なり、夏の話題となりそうです。せん
だい宇宙館では、火星大接近の企画展や観望会な
ども企画します。晴れた日には、夜空を見上げてみ
てはいかがでしょうか。（永田）

場所：入来文化ホール

海援隊トーク＆ライブコンサート
2月11日
（月・祝）開演14：00 場所：川内文化ホール
鑑賞補助券2,000円を発行 ＊会員限定先行販売予定

■問合せ先

編集後記

広場での「ウルトラクイズ」
も大盛り上がり！

事務局（川内文化ホール内） TEL：20-7570

