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好評発売中

島の透き通った海、空、
吹く風や自然の情景が
思い浮かぶ・・・
天使の歌声を
聴いてみませんか♪

協賛

11月21日（土）

問合せ先 文化施設課（川内文化ホール内）TEL
20-7570
開場17：00
開演17：30
＊詳細は中面をごらんください

夏川りみコンサート～歌さがしの旅2015～
11月21日（土） 開場17：00
開演17：30 川内文化ホール
【全席指定】
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。

無料託児

プレイガイド 川内文化ホール 川内楽器 富士音響 11月6日(金)
まで要予約
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
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

TEL：0996-20-7570

企画展示

たけいさきよの まあるい星展

11/25（水）～4/10（日）
山梨県在住の天体写真家で、星のソムリエの武井咲予さん
による天体風景写真展です。宙ガールが山梨の四季と星空
を円形の写野で切り取りました。
★武井咲予氏プロフィール★
山梨市出身。地元ホテルの天文台で星空案内業務の傍ら天体写真の
撮影を開始。日本公開天文台協会理事、星空公団、東亜天文学会、
全日本写真連盟等幅広く活躍中。

場 所 宇宙館 展示室
入館料が必要です ＊入館者には絵葉書セットをプレゼント
（小学生以上の方）

ウィークエンド工作体験

市民星空観望会

“ミニマガジンツリー”を作りましょう

天王星・海王星観望月間

11/1（日）～11/29
30（日）

11/15(日)13時～16時

18時30分～21時

デコレーションボール、カールリ
ボンなどで飾りつけします。高さ
15ｃｍくらいのミニツリーです。

太陽系の惑星の中で二番目に遠い「天王星」と、最も
遠い「海王星」が見ごろを迎えています

場 所 宇宙館 ロビー
定 員 先着25名
参加料 50円

場 所 宇宙館 観測室
入館料が必要です ＊雨天・曇天時は、中止

（1人1セットのみ・ご入館の方は無料）

せ んだい宇宙館

℡：31-4477

入 館 料
年間入館券

家庭菜園教室

▼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

11/23（月・祝）10：00〜12：00

アイスプラントは、表面のキラキラとした粒が特徴の多肉植物
で、地中のミネラルを吸い上げ、プチプチとはじける不思議な
食感の植物です。植え付け、栽培、収穫方法を学びます。
場 所
参加料
対 象
定 員
申込期間
申込方法

総合運動公園テニスコートハウス横中央広場
800円（材料代）
一般
先着20名
10月10日（土）～11月18日（水）
電話

総合運動公園

TEL：25-8282

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）

南極料理人
平成21年（2009）

11/21（土）
14：00～16：05

人生劇場
昭和47年（1972）

原作 西村淳
脚本・監督 沖田修一
出演 堺雅人 生瀬勝久 きたろう
高良健吾 豊原功補ほか

原作
脚本
監督
出演

11/22（日）
14：00～16：47

尾崎士郎
野村芳太郎ほか
加藤泰
竹脇無我 田宮二郎 香山美子ほか

■問合せ先 ☎ 25-5580(川内まごころ文学館)
わがまち川内歴史講座

11/28（土）

伊勢染型紙

13：30～15：00

～川畑紺屋の伊勢染型紙～
講
第10回特別企画展
【第30回国民文化祭・かごしま2015応援事業】

“地球B”より…詩人ナナオサカキ展

10月6日（火）～11月29日（日）
薩摩川内市東郷町の出身のナナオサカキは、一時
山本實彦の秘書を務めていたこともあり、当館とも
ゆかりがあります。作品を通して、彼の足跡や生き
方、当市とのつながりをご紹介します。

場 所 川内まごころ文学館 企画展示室
入館料 大人300円 小学生～高校生150円
休館日 11/16、11/24

川内まごころ文学館

川内歴史資料館

臨時休館 11/25（水）

展示替えによる

師：鹿 児 島 民 俗 学 会 代 表 幹 事
所﨑平先 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：9/26～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

川内歴史資料館・川内まごころ文学館

無料開館とスタンプラリー
10/1（木）～11/15（日）
川内歴史資料館・川内まごころ文学館は、国民文化
祭開催に伴うスタンプラリー対象施設です。

薩摩国分寺跡史跡公園開園30周年記念企画展

薩摩国分寺への想い
11月26日（木）～平成28年1月24日（日）

川内歴史資料館 2階第1展示室
大人200円 小学生～高校生100円
月曜日（祝日の場合は翌日）
問合せ先

川内歴史資料館

丸

TEL：20-2344

川内まごころ文学館

摩国 分

薩

薩

分寺
軒
摩国

瓦

場 所
入館料
休館日

薩摩国分寺復元模型

平
寺軒

瓦

国分寺は、聖武天皇が日本全国の平和と国民の幸
福を勅願し、国ごとに建立されたものです。
昭和19年の塔跡の国指定、43年より始まった発掘調査、
51年より始まった環境整備事業、57年の寺域の追加指
定を経て、昭和60年4月に史跡公園は開園しました。
国分寺建立に込められた聖武天皇・役人・庶民・仏僧、
摩国分寺鬼瓦
それぞれの時代の人々の想いを資料とともにご紹介します。 薩

TEL：25-5580

第30回国民文化祭・かごしま2015チェスト行け！提案事業
川内まごころ文学館オペラティック平安ドラマ

事業報告

夢の通ひ路

〜源氏物語の世界〜
日 時 平成27年10月18日（日）14時
場 所 薩摩川内市国際交流センター
コンベンションホール
来場者 325名
川内まごころ文学館
行列を見物するシーン

源氏物語五十四帖の中でも人気の
高い葵巻を題材に、オペラと朗読と文
学が融合された舞台を開催しました。
まごころ文芸講座の講師等が表現する
新しい物語の世界に観客は魅了され、
あっという間の2時間でした。

最後に、オリジナル曲「光と影のうた」を
お客様と一緒に合唱し、幕を閉じました。

≪出演≫
朗 読 岡本安代・岡本善久
オペラ 齋藤玲子・齋藤祐
解 説 廣尾理世子
演奏・作曲・編曲 伊地知元子
演 奏 上小鶴圭子
合 唱 チーム光源氏 （敬称略）

第30回 国民文化祭・かごしま2015
ろうそくで

野分の夜

家族団らん

川内
田中山奥

古希近し
恋のかけひき
忙しい

毎年、お盆のころから数回、農園にぶどうを
買いに行っています。朝摘みで瑞々しく、巨峰、
ベリーA、キャンベル、紅瑞宝と種類があります。
あるとき、収穫時期の終わりにはジュース用が
あると教えてもらいました。ジューサーで房を
荒く砕いて広口瓶へ。3～4日したら果肉と種を
漉します。天然酵母の働きで1週間くらいはブク
ブクと泡立ち、密閉するとフタが飛ぶため布か
紙をかけます。カビないよう浮いてくるアクを
すくい毎日様子を見ていると、泡が薄紫から白
へと変わり、やがて静かに。葡萄酒になったの
でしょうか、完成が楽しみです。（永田）

慈眼寺
堂下モクレン

編集後記

亡き母と
重なる人に
御節介

10

入来
平川とよ子

2015

88

入来
勝田みどり

「川柳つばさ」
年 月号
第 号より
入来わくわく
番傘川柳会

10月31日(土)～11月15日(日)

火の車
呼んでないのに
待っていた

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

