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第9回サマーミュージックフェスティバルin薩摩川内
出演者募集

プロの音響と照明の舞台で演奏しませんか！

8/18（日）開演13：00

写真は、昨年の出演者「Crazy Doll（クレイジー・ドール）」
（上） 「魂（そうる）」
（左下）

場 所
対 象
ジャンル
定 員
参加料
その他

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 ＊当日の審査で賞状・賞品があります
無料。ただし、広報など運営への協力をお願いします。
前日のリハーサル、7/21の実行委員会へ必ず参加できること

申込方法 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、
川内文化ホールへ郵送（〒895-0054 若松町3-10）、
または、持参してください
申込期間 6/1（土）〜6/30（日）22時まで
申込用紙 川内文化ホール、または公社HPからダウンロード
＊出演は審査で決定します。詳細は募集要項をご覧ください。

◆文化施設課（川内文化ホール内） TEL：20-7570◆

◆発 行◆公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社 事務局 TEL:0996(22)8500 FAX:0996(20)1232
◆編 集◆文化施設課（川内文化ホール内）
〒895-0054 鹿児島県薩摩川内市若松町3番10号 TEL:0996(20)7570 FAX:0996(20)2672

＊入館料が必要です

せんだい宇宙館ウィークエンド工作

ストローヘリコプター
6/9（日）13：00～16：00

水星観察週間
6/14（金）～6/30（日）19：45～20：30

ストローとビーズで作るヘリコプ
ター。輪ゴムの巻き方で高く舞い
上がります。

水星は太陽の最も近くを周る惑星。そのため観察できるのは限ら
れた期間です。
日没後には西の空にすぐ沈んでしまいますので、
早めにご来館ください。

場 所：せんだい宇宙館
対 象：どなたでも可
定 員：先着25名
参加料：50円（１人１セットのみ）
入館料

場

＊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

時計作り
6/9（日）10：00～12：00
文字盤に絵や写真、色紙等を貼った
オリジナルの時計を作ります。

観測室

■問合せ先

水星ちゃん

せんだい宇宙館

開館時間/10：00〜21：00

TEL：31-4477

休館日/毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）

場 所：川内歴史資料館 研修室
対 象：どなたでも可
定 員：先着10名
参加料：200円
持ってくるもの：12cm以内の写真

小学4年生以下は保護者同伴

＊準備できる方

申込方法：電話、資料館へ来館
申込期間：5/24（金）〜6/7（金）

いきいき生涯学習事業

夏休み書道教室
7/23（火）①9：30～11：30 ②13：30～15：30
7/25（木）③13：30～15：30
場

所：①②川内文化ホール 第2会議室
③ 入来文化ホール 多目的ホール
対 象：小学3〜6年生
定 員：先着15名×3回
参加料：200円
持ってくるもの：習字道具・夏休みの課題など手本

事業報告

所：せんだい宇宙館

雨天、曇天時は中止となります

小・中学生300円/高校生以上500円

川内歴史資料館工作教室

＊入館料が必要です

せんだい宇宙館市民星空観望会

練習した書の添削を受けて
清書作品を仕上げましょう。

＊入来文化ホールでは、お申込できません

申込方法：電話・川内文化ホールへ来館
申込期間：7/3（水）〜7/17（水）
受付時間：9：00〜17：00

◆文化施設課（川内文化ホール内） TEL：20-7570◆

川内まごころ文学館トピック展示

里見弴の随筆「五代の民」

日 時：3月19日（火）～5月6日（月/祝）44日間
場 所：川内まごころ文学館 2階常設展示室
観覧者数：357名

-“皇統五代にわたる方々”との思い出里見弴が明治天皇にはじまる皇統五代にまつわる思い出を綴った随筆「五代の民」を
当館が収蔵している直筆原稿とともに紹介しました。中でも特に、昭和37年に志賀直哉、
武者小路実篤らと一緒に、皇太子時代の上皇ご夫妻より招かれたお茶会の席に始まる逸
話には、関心を寄せられる方が多かったようです。

れいし

にがうり

お茶会で里見弴は「亡父の郷里なる薩摩地方で、茘枝とか苦瓜とか
呼んで独特のほろ苦さを賞味する瓜科の植物」と紹介し、初耳だとの
お言葉に「食べごろになったら献上いたします」と約束をします。後
日、東宮御所からの使者に「苦瓜（ゴーヤ）」の苗を渡したところ、
実は「きゅうり」の苗であったことがわかり、大笑いしたそうです。
改元の時期や超大型連休中の開催とのこともあり、多くの方に足を
運んでいただくことができました。

場 所：川内まごころ文学館

多目的映像ホール

＊名作シネマ上映会は、上映開始時間が午前10：00に変更となりました。

ダイヤルMを廻せ！ 6/15（土）
昭和29年
（1954） 字幕

資産家の妻マーゴの不
貞を知り、殺害を計画す
るトニー。
しかし、予定外
の事態となり・・・。
グレイ
スの美しさが目を引くサ
スペンス・ミステリー！

【監督】アルフレッド・ヒッチコック
【出演】レイ・ミランド
グレイス・ケリー
ロバート・カミングス

6/16（日）

張込み

10：00～11:45

昭和33年
（1958）

【監督】野村芳太郎
【原作】松本清張
【出演】大木実 宮口精二
田村高広 高峰秀子

10:00～11:56
心の奥底まで見せるサス
ペンスの傑作。下岡と柚木
は質屋殺しの共犯石井を
追って佐賀へ。横浜から九
州まで、列車内の丹念な描
写は秀逸。

＊定員：先着95名/車いすスペースあります/入場無料

開場は30分前です

◆夏の子ども映画会◆ ＊入場無料/開場は上映の30分前

赤ちゃんのためのおはなし会
6/28（金）10：30～11：00

6/30（日）11：00～12:00

こぎつねのおくりもの（30分）
赤ずきんちゃん（23分）

赤ちゃんとスキンシップを取りながら
楽しめるおはなし会です。

3匹のこぎつねはお供えの団子
が欲しくて、お地蔵さまに化け
ます。
（こぎつねのおくりもの）

定 員：先着95名
対 象：小学生以下

＊未就学児は保護者同伴

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

◆まんが日本昔ばなし上映会◆ ＊入場無料/開場は上映の30分前

昔のくらし～稲作～
1/29（火）〜6/30（日）

7/7（日）11：00～11:50

定 員：先着95名
対 象：どなたでも

＊未就学児は保護者同伴

美濃の山奥に住む孝行息子の
甚太。たきぎを取りに山に入り、
甘いよい香りのする滝を見つけ
ました。その水を持ち帰り、病気
の父に飲ませます。
（養老の滝）
働き者のおじいさんのおむす
びは穴の中へ。すると歌が聞こ
えてきて・・・
（おむすびころりん）

＊無料でご覧いただけます

川内歴史資料館トピック展示

場 所：川内まごころ文学館 多目的映像ホール

養老の滝
雀とキツツキと山鳩
おむすびころりん
馬方とタヌキ

＊無料でご参加いただけます

川内まごころ文学館

場 所：川内まごころ文学館 多目的映像ホール

農業機械が普及した昭和30〜40年代。
牛や馬、人力が主流だった頃の稲作について
民俗画や写真パネルなどでご紹介します。

場 所：川内歴史資料館

1階ロビー

＊入館料が必要です

いれもの・いろいろ

「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）

4/23（火）〜6/9（日）

場 所：川内歴史資料館

第2展示室

代かき

『民俗画集 目で見る戦前の暮らし』
（画：鉢迫 豊志）
より

川内歴史資料館トピック展示

暮らしの中で、使われてきた「いれもの」。
用途に応じてさまざまな素材や形をしています。
ハレの日や特定の用途に用いられるもの、
装飾が施された道具などをご紹介します。

田おこし

平佐焼 染付柳文二段重
段重とは？
重箱のように使われていたいれもの。
化粧道具などに用いられた可能性もある。

川内歴史資料館・川内まごころ文学館

川内まごころ文学館

臨時休館

公式Twitter,Facebookを開設しました

6/4（火）
燻蒸のため、休館いたします

＊スマートフォンのアプリを立ち上げ、下のQRコードを
読み取ると文学館のページへアクセスできます。

企画展やイベントなどの情報を随時、お知らせします！
Twitter
URL Facebook

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

https://twitter.com/magokorobgk
https://m.facebook.com/magokorobgk

■問合せ先

Twitter

Facebook

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

開館時間/9：00〜17：00

休館日/月曜日
（祝日の場合は翌日）

事業報告

薩摩川内市立少年自然の家・せんだい宇宙館共催事業

寺山こどもの日フェスタ

日
場

時：5月5日（日/祝）10：00～21：00
所：せんだい宇宙館・寺山いこいの広場
薩摩川内市立少年自然の家
来場者数：610名

こどもの日に、家族一緒に楽しんでいただける子ども向けのイベントを開催しました。展示室では、鹿
児島大学奇術同好会による「奇術パフォーマンスショー」、日本宇宙少年団による2種類の実験「液体窒
素実験」と「ネオジム磁石実験」、寺山うさぎさんによる「バルーンアート」、職員手作りの「こいのぼ
り釣りゲーム」を行いました。観測室での
2つの工作「牛乳パック飛行機」と「紙皿
フリスビー」では、参加者は作ったのち、
そのまま飛ばして遊んでいました。
お越しいただいたお客様には、爽やかな
初夏の一日を寺山で満喫していただけたよ
うでした。ありがとうございました。

「奇術パフォーマンスショー」では、カードや水晶玉を使ったステージマジックを
3回演じていただき、たいへん好評でした。

寺山いこいの広場での「ウルトラクイズ」は、2回行い、62人の方が景品を獲得しました

「望遠鏡で太陽や金星を見よう」では、太陽望遠鏡による黒点の観察ができました

編集後記
屋久島では5月18日、記録的な大雨による土砂
崩れで300人以上の登山客が一時孤立しました。
世界自然遺産に登録され、年間10万人が入山する
屋久島。縄文杉までは往復10時間を要し、ツアー客
のほとんどは早朝に出発したそうです。
普段から多雨の地区だったためガイドも実施を
決断したようですが、予想以上の降雨に、不安を感
じた方も多かったようです。巨石と、倒木にぶつか
る濁った水のそばを、誘導されながら避難する登
山者の様子がニュース映像で流れました。危機管
理の難しさを感じた出来事でした。（永田）

日本宇宙少年団による科学実験

「こいのぼり釣りゲーム」には、313人が参加

