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協賛

問合せ先 文化施設課（川内文化ホール内）TEL 20-7570

国連で宣言された「国際光年」にちな
み、光の不思議な世界を紹介します。
光は波なのか、粒なのか、光はいつか
ら存在するのか、もし光がなかったら
など、光の正体や謎に迫ります。

場 所
せんだい宇宙館展示室
入館料が必要です
入館特典 「一家に一枚、光マップ」
をプレゼント
＊小学生以上

市民星空観望会

中秋の名月 観察会

「中秋の名月」とは、旧暦8月15日の月をさし、今年は翌28日が満月となり、
地球にとても近い満月「スーパームーン」となります。
初秋の星空を中心とした観察と解説もあります。 ＊雨天・曇天は内容変更

9月27日(日)

18時45分～21時
最終入館20時30分

場所 せんだい宇宙館観測室
*入館料が必要です

せ んだい宇宙館

℡：31-4477

入 館 料
年間入館券

▼小・中学生＝３００円 ▼高校生以上＝５００円
▼小・中学生＝５００円 ▼高校生以上＝１０００円

夏川りみコンサート～歌さがしの旅2015～
開場17：00
11月21日（土） 開演17：30 川内文化ホール
9月12日（土）10：00より

【全席指定】

チケット一般発売開始

６，０００円（税込）

＊3歳未満の入場不可。
3歳以上は入場券が必要です。

プレイガイド 川内文化ホール 川内楽器 富士音響
薩摩川内市観光物産協会（川内駅2F）
ローソン（Lコード87786） イープラス

無料託児

11月6日(金)
まで要予約

薩摩川内市芸術協会鑑賞補助券2,000円が使えます

文化施設課

事業報告

日時 8月23日（日）開演13時
場所 川内文化ホール

舞台薩摩藩英国留学生

第５回
サマーミュージックフェスティバルin薩摩川内
今年のグランプリは、Crazy Doll（ダンス）
でした。総勢34名が、アップテンポな4曲にの
せ、よく練られ
たパフォーマン
スを披露。演技
が終わると、会
場は大きな拍手
に包まれました。
問合せ
申込先

ＴＥＬ0996-20-7570

騒乱の中、動き出す
やがてくる未来に向け

10
月11日（日） 入場料
開場13：30 開演14：00
川内文化ホール
問合せ先

全席自由1,000円
当日券 1,300円
幼児無料

舞台「薩摩藩英国留学生」製作委員会
TEL099-805-1340

座席数95席/車いす席あります。 13：30開場（映画に限り、入館料は必要ありません）

配達されない三通の手紙 9/19（土）
14：00～16：10

昭和54年（1979）

原作
監督
出演

宮澤賢治-その愛- 9/20（日）
平成8年（1996）

エラリー・クイーン
野村芳太郎
栗原小巻 小川真由美
松坂慶子 片岡孝夫 ほか

監督
出演

14：00～15：56

神山征二郎
三上博史 酒井美紀
中山忍 牧瀬里穂 ほか

■問合せ先 ☎ 25-5580(川内まごころ文学館)
座席数95席・無料

◆敬老の日特別上映◆
＊13：30より整理券配布

9/21（月）
14：00～15：58

彼岸花
昭和33年

原作
監督
出演
ⓒ1958松竹

里見弴
小津安二郎
佐分利信 田中絹代
有馬稲子 久我美子
ほか
川内まごころ文学館

わがまち川内歴史講座

川内の竹物語と
東南アジアへの竹の旅

9/26（土）

13：30～15：00

講

師：日 本 竹 文 化 振 興 協 会 専 門 員
濵田甫 先生
場 所：川内歴史資料館 研修室
対 象：一般
定 員：70名
受講料：200円を参加時に徴収
申込方法：電話・来館・E-mail
（rekishi@po4.synapse.ne.jp）

募集期間：8/29～前日まで
＊メールの場合は、氏名、住所、TEL、年齢を記載のこと

川内歴史資料館・川内まごころ文学館

敬老の日無料開館

9/19（土）～23（水）

期間中、65歳以上の方は
無料で展示をご覧いただけます

トピック展示

戦後復興を写真で見る

「川内市亀山国民小学校運動会」昭和17年

～ふるさと川内～

川内歴史資料館戦後70年企画展

語り継ぐ

開催中～10/4（日）
昭和20年代、川内地域の戦後復興を
テーマにした写真をパネルでご紹介します
場 所 川内歴史資料館 1階ロビー
入場料 無料

事業報告

戦争の記憶

開催中～10/4（日）
川内駅前の市制施行10周年祝賀の広告塔
（昭和25年）

薩摩川内市に暮らす人々の日常に焦点を当て、戦
時中の暮らしぶりや変化を資料と共にご紹介します。
場 所 川内歴史資料館 2階企画コーナー
入館料 大人200円 小学生～高校生100円

川内歴史資料館講演会

戦後７０年 いま語る“戦争の記憶“

日時 ８月９日（日）開演13：30
場所 川内歴史資料館研修室

開催中の企画展「語り継ぐ 戦争の記憶」に併せて、講演会を開催しました。
講師には、薩摩川内市の戦時体験者３名を招き、「私の戦争体験」「戦時中の
思い出」「12歳 集団疎開の記憶」と題して、それぞれ自身の体験や戦時中の様
相、個人の心情などをお話しいただきました。
講演の途中で出征者を見送る際の軍歌を講師が口ずさむと、会場の参加者も共
に歌い出した様子が印象的でした。会場には小中学生から８０代と幅広い年代の
皆様が聴講され、講師の体験した厳しい状況下での思いや考えを直接聞くことで、
戦時中の様子やその気持ちが強く伝わったとアンケートにはありました。
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

みんなで遊び
に来てね！

薩摩川内市国際交流センター・産業振興センター２０周年、薩摩川内市国際交流協会１０周年記念事業

記念式典、国際交流フェスタ
開催日 Ｈ２７年１０月１０日（土）
時 間 １１：００～１５：００

を開催します。

会場 国際交流センター
☆外国の新聞紙で
エコバッグ作り
☆スタンプラリー他

食べて・観て・体験して楽しいイベントがいっぱいです。
国際交流
☆ステージパフォーマンス

☆民族衣装試着体験

☆世界の屋台料理

日中ふれあいサロン Vol.3 中秋節（お月見）を楽しむ交流会
お月見をしながら、持ち寄った食事を囲んで、秋の夜を楽しみましょう！
日
場

程：９月２６日（土） １８：３０～２０：３０
所：国際交流センター

持ってくる物： 参加者は、料理一品（４～５人分）をお持ちください。 飲み物でもＯＫです。
◆ 申込・お問合せ先 ◆ 薩摩川内市国際交流協会 （薩摩川内市国際交流センター内）
TEL: 0996-22-7740
FAX： 0996-22-7730
E-mail : kssb@ninus.ocn.ne.jp

第30回 国民文化祭・かごしま2015
同意見
呼べば三人
別意見

慈眼寺
堂下モクレン

デイの日は
爺も和やか
恋かしら

ゴーっと風の音で目が覚めた。何度かの瞬間
停電のあと、真っ暗になった。段々と風が強くな
り、床下からの圧力にかわった途端、ドン、ドンと壁
を打つ音が響きだした。恐怖に耐える時間は長く
感じたが、風音はヒューヒュー遠くなっていった。
朝、雨戸を開けるとアンテナがぶらんと垂れ下が
っていた。音の正体は、モルタル壁に数か所の当
たり傷をつけたようだっだ。
ガラスが割れ、木が根こそぎ倒れ、大型で強い
台風15号の痕跡に、風の怖さを初めて体験した。
自然の力の前に人間は無力だ。（永田）

入来
平川とよこ

編集後記

円満は
些細なことに
目をつぶり

鹿児島
平瀬芙蓉

「川柳つばさ」
年8月号
第 号より
入来わくわく
番傘川柳会
2015

86

入来
勝田みどり

10月31日(土)～11月15日(日)

ああ言えば
こう言うだろう
黙っとこ

薩摩川内こころの川柳大会 11月1日（日）会場：入来文化ホール

