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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 特別開館日：8/8（月）
・8/15（月）

市民星空観望会

ペルセウス座流星群観察会

8/11（木）・8/12（金）21時30分～25時
最終受付23時30分
寝転がって観測します。マット・レジャーシートなどが
あればご持参ください。

市民星空観望会

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

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

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

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。

寺山いこいの広場

ポニー乗馬・乗車の運行廃止
日曜・祝日に運行して
おりましたポニー乗馬・乗
車は、ポニーの体調不良、
高齢化により廃止いたし
ます。
これまで、ご愛好いただ
きありがとうございました。

◆入館料◆ 小・中学生300円 高校生以上500円 ＊未就学児は無料

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
7/21 （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

せんだい宇宙館

TEL：31-4477

夏休みおはなし会
8/5（金）

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）

出口のない海

8/20（土）
14：00～16：01

平成18年（2006）

人間魚雷“回天”に乗る若者たち
原作
脚本
監督
出演

ⓒ1964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

8/6（土）

14：00～15：32

14：00～15:33

昭和39年（1964）

脚本 阿部桂一 柴英三郎
五社英雄
監督 五社英雄
出演 丹波哲郎 平幹二朗
長門勇 ほか

ⓒ2006松竹株式会社

平成25年（2013）

8/21（日）

鬼才五社監督が贈る痛快時代劇

横山秀夫
山田洋次 冨川元文
佐々部清
市川海老蔵 伊勢谷友介
上野樹里 香川照之 ほか

◆夏休み特別上映◆

三匹の侍

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。

トピック展示

席数：95席（先着順）/入場無料

＊整理券配布13：30より

LEGO®ムービー
平成26年（2014）

8/7（日）

14：00～15：40

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
カラフルな世界へ！

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 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）

場 所
入館料

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

＊実物資料特別公開（銅鏡・刀子・貝製腕輪）
刀子

8/2（火）～14（日）
問合せ先

写真：薩摩川内市教育委員会蔵

川内歴史資料館

亀山国民学校運動会（昭和17年）

TEL：20-2344

川内まごころ文学館

TEL：25-5580

第6回サマーミュージックフェスティバルin薩摩川内
ダンス、弾き語り、バンドなど15組が演奏・パフォーマンス！
８/21（日）開演13：00
ゲストアーティスト松本圭使ジャズトリオの演奏もお楽しみください。
川内文化ホール 大ホール

♪ ♪ 入場料
♪ プレイガイド
♪

♪♪

300円（全席自由）
川内文化ホール

♪ ♪

出演者のみなさん
♪

♪

バンド

♪♪

ダンス
弾語り

♪
♪

その他

♪♪
♪♪

♪

爺FORCE サウスシェイカー 姫と家来。
♪
YABU BAND HIBIKI
♪
The Rainbow after the Rain NO NAME ♪
♪ ♪
Sonic.Movement.Time. DSA Crazy Doll
mippi ゆ～でぃ～ 福元文夫
♪
堂前秀一
ZENBUNOSE（タブレットでの曲再生）
♪♪
（順不同）

松本圭使
プロフィール 薩摩川内市出身。18歳より音楽活動を開始し、ジャズピアノの研さんを積むためNYへ留学。

♪♪
♪
♪

帰国後は、鹿児島を拠点に全国的に活動を展開している。
CM制作、肥薩おれんじ鉄道株式会社『観光列車おれんじ食堂』の音楽プロデューサーなど
「鹿児島という一地方都市から全国に誇れる音楽を発信する」というコンセプトでの活動
は、新聞や雑誌などにも取り上げられ、今後のさらなる展開が期待されている。
日本で初めて開催された「モントルー・ジャズ・ピアノコンペティションかわさき2014」で4人
のファイナリストに選出され、日本の若手ジャズピアニストとして注目を集めている。

♪
♪ ♪

文化施設課

♪
♪

TEL：20-7570

第16回公社杯ソフトバレーボール大会
９月2２日（木・祝）8：30～17：00
＊開会式9：00
場 所
サンアリーナせんだい メインアリーナ
編 成
1チーム6名以内
競技種目 女子 Aパート50歳未満 先着16組
Bパート50歳以上 先着12組
混成 Cパート50歳未満 先着16組
Dパート50歳以上 先着12組
＊詳細は申し込み用紙をご覧ください
参加料金 1組1,500円
申込用紙 サンアリーナせんだい・公社HPダウンロードほか

編集後記
「学びたい人が望めばどこへでも出かけていく」
というコンセプトで2007年にスタートした谷村新司
さんによるカルチャープログラム「ココロの学校」
が、川内文化ホールで開催されます。
音を感じるライブとココロのトークで、一緒に感
動を分かち合いましょう。、優しい笑顔と語り口で現
代の悩める皆さまへ元気の種をお届けいたします。
歌だけでなくトークも楽しいライブステージです。
全席指定6,000円で、芸術協会会員限定先行販
売は、8月11日、一般発売は8月27日、いずれも10時
から開始いたします。よい席はお早めにお買い求め
ください。（永田）

申込方法・申込先
申込用紙に参加料を添えて
サンアリーナせんだい受付まで
申込締切 ９月１２日（月）必着
公園施設課

TEL：25-8282

