まちづくり公社広報誌

はちさこ

４月号

(2016年) vol.168

とよし

薩摩川内市城上町出身の鉢迫豊志氏が描いた稲作や山仕事、
年中行事などの民俗画をパネルでご紹介します。

期間：開催中～７月３日（日）

牛で山出し

『民俗画集

目で見る戦前の暮らし』より

特別展パンフレット
『ふるさとの山と海
のくらし』（400円）
には、鉢迫氏の絵
が使われています。
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＊寺山いこいの広場では、4月上旬頃からチューリップが咲きます

◆せんだい宇宙館◆

ウィークエンド工作

企画展示

たけいさきよ まあるい星展
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。
宙ガールの感性をお楽しみください。

ピタゴラス
のコップを作ろう

11 / 25

2016 年
水 〜

市民星空観望会

木星観望月間

申込不要

４/１６（土）
13時～16時

欲張って水を入れすぎると、中身が全部
流れ出てしまう不思議なコップを作ります

場 所 展示室
入館料が必要です

2015 年

先着25名

＊1人1セットのみ
となります

4 / 10

日

４/１（金）～３０（土）
19：30～21：00

木星は、太陽系最大の惑星で、
この時期しし座に
あり、夕方、明るく輝いてみえます。
冬と春の星空を観察し
ながら解説いたします。

場 所 ロビー
参加料 50円
入館の方は無料

市民星空観望会

水星観察週間

４/９（土）～２４（日）
19：00～19：30

水星は、太陽にとても近く、観測のチャンスは
なかなか訪れませんが、今年の4月中旬は観
測の好機となります。西空に低く、
すぐに沈ん
でしまいますので、早めにご来館ください。
場 所 観測室
入館料が必要です
＊雨天曇天時は中止します

場 所 観測室
入館料が必要です
＊雨天曇天時は中止します
(c)NASA/Johns Hopkins University Applied Physics
Laboratory/Carnegie Institution of Washington

(c)NASA/ESA (改変 gatag.net)

寺山子どもの日 ５/５（木）
フェスタ
10：00～15：00

場 所 せんだい宇宙館
入館料 大人350円
寺山いこいの広場
小中学生は無料
少年自然の家

◆入館料◆ 小・中学生300円 高校生以上500円 ＊未就学児は無料

せんだい宇宙館

TEL：31-4477

平成28年度薩摩川内市芸術協会会員募集
平成28年度芸術協会会員募集
年会費
期 間
特 典

1口2,400円
5月～翌年4月
鑑賞補助券（H27実績2,500円分）
チラシのお届け等事業の案内
申込先 年会費を添えて、事務局へお申し
込みください。
≪お問い合わせ先≫
薩摩川内市芸術協会事務局（川内文化ホール内）
〒895-0054 薩摩川内市若松町3番10号
TEL：0996-20-7570 FAX：0996-20-2672

平成27年度鑑賞補助事業（実績）
公演名 第36回霧島国際音楽祭2015
薩摩川内コンサート
日 程 7/18（土）
場 所 川内文化ホール
鑑賞補助券 500円
公演名 夏川りみコンサート
～歌さがしの旅2015～
日 程 11/21（土）
場 所 川内文化ホール
鑑賞補助券 2,000円

席数：95席（先着順）/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）

４/1６（土）
君の名は 第２部 14：00～16：08

４/17（日）
君の名は 第３部 14：00～16：04

原作
脚本
監督
出演

原作
脚本
監督
出演

昭和28年（1953）

菊田一夫
柳井隆雄
大庭秀雄
佐田啓二 岸惠子
淡島千景 月丘夢路
北原三枝 ほか

昭和29年（1954）

ⓒ1947松竹株式会社

■問合せ先

菊田一夫
柳井隆雄
大庭秀雄
佐田啓二 岸惠子
淡島千景 月丘夢路
川喜多雄二 ほか

ⓒ2005松竹株式会社

☎ 25-5580(川内まごころ文学館)

＊5/2（月）
は
特別開館

まごころ文芸講座受講生募集
受講料
申込期間
申込方法
記載事項

川内まごころ文学館

無料

＊ただし共通パスポート（900円）購入が必要です
＊身障者手帳をお持ちの方はパスポート購入に代わり、教材費として500円いただきます
3月20日（日）～4月10日（日）消印有効
往復はがき（〒895-0072 中郷二丁目2-6 まごころ文芸講座係）
FAX（0996-20-0818）・メール（magokoro@po4.synapse.ne.jp）
希望講座名・住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号（FAX）
＊申し込み多数の場合は、抽選となります/ご本人に限り、一度で複数講座への応募可能です

源氏物語を読む～物語を彩る人びと～
講師

廣尾理世子先生（鹿児島純心女子高等学校教諭）

5～10月 第4日曜日 10：30～11：30
全5回（8月休講） 定員30名

楽しく学ぶ薩摩狂句
講師

福冨則義先生（前川内まごころ文学館館長）
5～12月 第1土曜日 10：30～12：00
全7回（8月休講） 定員20名

大人のための美文字講座
講師

青崎テル子先生（日本習字講師）

5～2月 第3金曜日 10：30～12：00
全8回（8・12月休講） 定員20名
＊過去に受講された方は申込みいただけません

問合せ先

川内歴史資料館

唱歌・童謡の楽しみ
講師

齊藤玲子先生（声楽家）

5～2月 第2土曜日 14：00～15：30
全8回（8・12月休講） 定員50名
＊26・27年度に連続受講された方は申込みいただけません

TEL：20-2344

川内まごころ文学館

TEL：25-5580

事業報告

生涯学習フェスティバルへの出展

薩摩川内市主催の第11回薩摩川内市生涯学習フェスティ
バルへ展示参加しました。

まちづくり公社の展示：図書館工作「フェルトのフォトフレーム」の
完成品やチラシと事業で配布した資料、公社広報紙アクスタイム・ア
クス情報を閲覧用に、お菓子のレシピを持ち帰り用に準備しました。

日 時：2/27（土）13：00～17：00
2/28（日）9：00～16：00
場 所：総合運動公園（サンアリーナせんだい）
来 場：約15,000名

せんだい宇宙館の展示：ウィークエンド工作「ミニマガジ
ンツリー」などの作品や観察会・企画展・イベントのよう
すを写真で紹介しました。

文化施設課

施設紹介

丸山公園・丸山自然公園
丸山自然公園

トイレ
補助グランド

n

クラブハウス
管理棟
トイレ

天然芝コート

トイレ

トイレ
駐車場

所在地：薩摩川内市樋脇町塔之原12700番地
利用申込：丸山自然公園管理事務所
利用時間：7:00～19:00（6月～9月）
8:30～17:00（その他の期間）
TEL/FAX：0996-37-2300
＊薩摩川内市公共施設予約システムから
空き状況照会と予約ができます

クレーコート

人工芝コート
丸山
公園

TEL：20-7570

斜面観覧スタンド

丸山自然公園には、天然芝、
人工芝、クレーのコートがそれ
ぞれ1面づつあります。丸山公
園には、菜の花や桜、ツツジな
ど季節ごとの花が美しく咲き、
いこいの場となっています。

駐車場

公園施設課

編集後記
川内歴史資料館の古文書教室に参加し、南部弥八郎
の『風説書』を解説していただきました。南部は、各地
で集めた情報を松平大膳大夫に定期報告していたこ
とから、「幕府の密偵」では、と言われています。
「旧臘二四日夕七時過長門国豊海郡府中沖」で始ま
る文書は、152年前の綿船焼失事件に触れています。関
門海峡を航行する薩摩藩船を長州側が砲撃したので
すが、積み荷は綿やガラス原料などであったことから
意図的な攻撃を憶測する説もあるそうです。
「古文書を読む楽しみは、淡々とした記述に隠され
た思惑などを想像することです」という講師の言葉に
歴史の奥深さを感じました。（永田） ＊旧臘 前の年の12月

TEL：25-8282

