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◆せんだい宇宙館◆

休館日：月曜日 休日の場合は翌日

各回
先着30名
要申込

夏休み科学工作教室

ロウソクで動くポンポン船
第1回 10時〜12時
13時30分〜15時30分

7/30（土） 第2回

アニメ
「崖の上のポニョ」
にも登場したポンポン
船を作って動かそう！動く仕組みも学びます。

市民星空観望会

場 所
対 象
参加料
申込期間
申込方法

土星・火星・アンタレスの競演

7/21（木）～8/31（水）20時～21時
場所 観測室
入館料が必要です

＊雨天・曇天時は
中止となります

特別企画展示

KAGAYA星空アート展
6/1（水）～10/30（日）まで

せんだい宇宙館・少年自然の家
小学生以上＊保護者同伴
400円
7/8（金）10時〜
電話

＊1人1セットのみ
となります

星座やギリシヤ神話のアート
で世界的に活躍するKAGAYA
氏の作品展示。氏による天体
写真も紹介します。

☆プレゼント☆
「特製しおり」
・・・期間中、入館の方
（小学生以上）
「特製缶バッジ」
・・・年間券ご購入の方

場 所 展示室
入館料が必要です
（C）KAGAYA

マドンナ・ブルー

◆入館料◆ 小・中学生300円 高校生以上500円 ＊未就学児は無料

KAGAYA氏プロフィール

埼玉県生まれ。豊富な天文知識と
卓越したアートセンスで、宇宙と
神話の世界を描くデジタルペイン
ティングの世界的先駆者。

せんだい宇宙館

TEL：31-4477

夏休みおはなし会

川 内歴史資料館・川内まごころ 文学館

夏休み チャ レ ン ジク イ ズ

7/22（金）・8/5（金）

7 / 2 1 （木）～ 8 / 3 1 （水）
展示をみな がら ク イズを解いてみよ う。
参加者には記念品をプレ ゼント！
＊入館料が必要です

事業報告

トピック展示

工芸～花鳥～

当館収蔵の美術資料の中から、花鳥画に多用される植物や
動物、昆虫などを題材とする作品を展示しました。
現さつま町出身で、生誕100年を迎えた帖佐美行（1915～
2002）は、金属に細工をした金工と称される作品を制作しま
した。鏨（たがね）で文様を彫り、打ち出す技法を駆使した
銀製水差「静風唱」や緻密な技法のレリ
ーフ「鳩」をご覧いただきました。
他にも、蒔絵や螺鈿が施された尾形光
琳の「八橋蒔絵螺鈿硯箱（模作）」や平
佐焼などをご紹介しました。

静風唱

会 期：5/10（火）～6/5（日） 23日間
場 所：川内歴史資料館 第2展示室
観覧者数：480人

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）

7/16（土）
皇帝のいない八月 14：00～16：20
昭和53年（1978）

豪華キャストによる娯楽大作
原作
脚本
監督
出演

原作
脚本
監督
出演

横溝正史
橋本忍
野村芳太郎
萩原健一 小川真由美
渥美清 ほか ⓒ1977松竹株式会社

ⓒ1978松竹株式会社

■問合せ先

☎ 25-5580(川内まごころ文学館)

川内まごころ文学館

怪盗グルーのミニオン危機一髪
平成25年（2013）

8/6（土）

14：00～15：32

ミニオンたちは誘拐され、
PX-41薬で、紫の凶暴ミニ
オンへと変えられてしまう。

LEGO®ムービー
平成26年（2014）

8/7（日）
14：00～15：40

14：00～16：31

昭和52年（1977）

大ヒット作。金田一の推理が冴える！

小林久三
山田信夫 渋谷正行 山本薩夫
山本薩夫
渡瀬恒彦 吉永小百合 ほか

◆夏休み特別上映◆

7/17（日）

八つ墓村

ブロックさえあれば何で
も作り出せる！
みんなの夢を形にした3Dの
カラフル世界へ！

＊整理券配布13：30より
席数：95席（先着順）/入場無料

トピック展示

川内歴史資料館

歴史講座

川内から始まる薩摩画壇の歴史
～秋月から有島生馬まで～
場
日
講

所
時
師

川内歴史資料館 研修室
7月23日（土）13：30～15：00（予定）
山西健夫先生
（鹿児島市立美術館 副館長）
一般
先着50名
200円（資料代）
電話、直接来館
6月25日（土）
～実施の前日まで

対 象
定 員
受講料
申込方法
申込期間

トピック展示

天辰寺前古墳公園開園記念特別公開
平成20年の発見から発掘調査、公園整備、
開園までを、出土資料と写真パネルで
ご紹介します

7/5（火）～9/4（日）

記憶をたどる戦時下のくらし
戦時中の川内の様子などをご紹介します

7/5（火）～9/4（日）
銅鏡

場 所
入館料

場 所 川内歴史資料館 1階ロビー
（1階は無料でご覧いただけます）

川内歴史資料館 企画コーナー1
大人200円
小中高校生100円
＊土日祝日は、小中高校生は無料

刀子
写真：薩摩川内市教育委員会蔵

がらっぱサタデー教室

親子でレッスン！初めての囲碁
7月～平成29年1月第2土曜日
14：00～16：00 ＊初回は7/30(土）
場
対

所
象

川内歴史資料館 研修室
小学3年～中学生までの初心者
＊親子でお申し込みください

講 師 外村剛一氏（日本棋院普及指導員）
定 員 先着10組
参加料 各回1組200円
募集期間 7/1（金）～22（金）
申込方法 電話・来館
問合せ先

川内歴史資料館

亀山国民学校運動会（昭和17年）

資料館講座

回り灯ろう作り

8/11（木・祝）
14：00～16：00

電球の熱で回る
灯ろうを作ります。

場 所 川内歴史資料館 研修室
対 象 小学生
＊4年生以下は保護者同伴

定 員 先着10名
参加料 800円
持参品 雑巾、はさみ、カッター、絵具セット
募集期間 7/28（木）～8/10（水）
申込方法 電話・来館
その他 汚れても良い服装でご参加ください
TEL：20-2344

川内まごころ文学館

TEL：25-5580

資料館講座

7/27（水）
10：00～12：00
和紙でちぎり絵を
楽しみましょう

ちぎり絵で作るうちわアート
場 所 川内歴史資料館 研修室
対 象 一般 ＊小学3年生以下は保護者同伴
定 員 先着15名
参加料 200円
募集期間 7/10（日）～7/25（月）
申込方法 電話・来館

夏休み書道教室
①9：30～11：30
（火）②13：30～15：30

7/26

＊会場受付は
15分前より

場 所 川内文化ホール第2会議室
対 象 小学生 3年生以上
定 員 先着15名×2回
参加料 200円（材料代）
もってくるもの
習字道具
お手本（夏休みの課題帳など）
申込期間 7/11（月）～前日まで
申込先 文化施設課（TEL：20-7570）
申込方法 電話・来館

川内歴史資料館

TEL：20-2344

図書館講座

ペットボトルで万華鏡を作ろう

8/4（木）9：30～12：00

＊会場受付は
9:00より

場 所 市立中央図書館 3階研修室
対 象 小学生＊3年生以下は保護者同伴
定 員 先着20名
参加料 300円（材料代）
もってくるもの
リボンなど
（準備品を使えます）
申込期間 7/19（火）～前日まで
申込先 文化施設課（TEL：20-7570）
申込方法 電話・来館

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
平成28年度鑑賞補助事業
年会費
期 間
特 典

1口2,400円
5月～翌年4月
会員限定鑑賞補助券
（H28は3件3,000円分を発行）
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

編集後記
友人は忙しく疲れた毎日を過ごしていた年末の
ある日、声が出なくなったそうです。足がしびれて
感覚がなく、一日中動けなくなり入院しました。そ
の晩、呼吸が苦しくなり危篤状態となりました。
運動や感覚の神経に障害が起きるギラン・バレー
症候群でした。筋力が低下し呼吸できず、死に至る
こともあります。10万人に1人の発症があり早期発
見、早期治療が回復の鍵です。
「夢だと思っていたら現実だった」と笑っていま
したが、彼女は1年経った今でもリハビリを続け、さ
らに太極拳で体幹を鍛えています。普段の体調管
理の大切さをとても強く感じました。（永田）

スーパー日舞花園直道ツアーin薩摩川内
6/12（日）開演13：00 場所 川内文化ホール
鑑賞補助券 500円
＊終了しました
米国空軍太平洋音楽隊-アジア
パシフィック・ショーケース フレンドシップコンサート
6/25（土）開演18：30 場所 国際交流センター
鑑賞補助券 500円
＊終了しました
ポップスコンサート
11/6（日）開演18：00 場所 川内文化ホール
鑑賞補助券 2,000円 ＊詳細は、7/1以降にお知らせいたします

