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◆せんだい宇宙館◆

事業報告

入館料 小・中学生300円 高校生以上500円 ＊未就学児は無料

芸術文化振興事業

TEL：31-4477

川内文化ホール開館50周年記念 日 時：11月6日（日）開演18：00
場 所：川内文化ホール 大ホール
入場者数：773名

谷村新司トーク＆ライブキャラバン ココロの学校
「昴」「いい日旅立ち」「サライ」など多くの楽曲を紡ぎだ
してきた谷村新司さんの公演を開催しました。
「ココロの学校」の校長先生に扮した谷村さんは歌詞の意味
を語るように解説。生徒役の客席の全員に手拍子を促し、その
まま「チャンピオン」を歌い上げるなどライブ感満載のステー
ジ構成で、トークと歌の2時間を堪能していただいたようです。
共演の薩摩川内市少年少女合唱団は「トトロメドレー」を披
露。振り付きの歌に客席から自然と手拍子が起こり、会場は素
敵な歌声に魅了された笑顔でいっぱいになりました。

まちづくり公社管理施設 年末年始の開館状況
○通常どおり

年末年始は、各施設の利用時間等が変更となっております。ご利用の際は事前にご確認ください。

12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1
1/2
1/3
1/4
（火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水）
川内文化ホール

○

入来文化ホール及び別館

○

サンアリーナせんだい（総合体育館）

○

○

総合運動公園・サンドームせんだい

○

○

丸山自然公園

○

○

臨時休園 12/29-1/3

＊丸山公園は無休

○

せんだい宇宙館

○

○

開館時間変更10：00-17：00

＊臨時休館 1/1

○

川内歴史資料館/川内まごころ文学館

○

○

中央図書館（部分運営施設）

○

○

○

臨時休館 12/29-1/3

○

休館 12/28-1/3

○

開館時間変更8：30-17：00

＊休館 1/2

○

開館時間変更8：30-17：00

○

臨時休館 12/29-1/2

○

○

休館

○

○

○

○

○

開館時間変更9：00-17：00

席数：95席（先着順）/車いす席あります。整理券配付13：30 （映画に限り入館料は必要ありません）

12/17（土）
14：00～15：56

お茶漬の味
昭和27年（1952）

12/18（日）

東京暮色

14：00～16：20

昭和32年（1957）

小津監督が中年夫婦をユーモラスに描く

ラストの名演出は必見！

脚本 野田高梧 小津安二郎
監督 小津安二郎
出演 佐分利信 木暮実千代
鶴田浩二 淡島千景
津島恵子 ほか

脚本
監督
出演

野田高梧 小津安二郎
小津安二郎
笠智衆 有馬稲子
原節子 中村伸郎
山田五十鈴 ほか

ⓒ1952松竹株式会社

ⓒ1957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

◆名作シネマ上映会◆

整理券配付13：30より 席数：95席（先着順）/入場無料

12/23（金・祝）14：00～15：34
インサイド・ヘッド 平成27年（2015）/ディズニー
“頭の中の世界”で繰り広げられる冒険ファンタジー

12/24（土）14：00～15：28
I LOVE スヌーピー THE PEANUTS MOVIE
平成27年（2015）/20世紀フォックス
ほっとする友情にじんわり感動。みんな、だれかの大事。

1/3（火）14：00～15：47
男はつらいよ 私の寅さん 昭和48年（1973）/松竹
1/9（月・祝）14：00～15：41
シュガー・ラッシュ 平成24年（2012）/ディズニー
ゲームの世界の“裏側”でラルフの冒険が始まる！

冬の特別おはなし会

川内歴史資料館・川内まごころ文学館

冬休みチャレンジクイズ

12/23（金・祝）10：30～11：10 12/23（金・祝）～1/9（月・祝）
おはなしと音楽をお楽しみ下さい
場
出

所 川内歴史資料館 研修室
演 おはなしグループまごころ
伊地知元子氏（作曲家）
対 象 幼児とその保護者
入場料 無料
わくわく薩摩川内土曜塾

＊要入館料。土・日・祝日のみ小中学生は無料で参加できます。

川内歴史資料館・川内まごころ文学館

お正月遊び
1/3（火）～1/9（月・祝）9：00～16：30
場 所
参加料

川内歴史資料館 研修室
無料 ＊予約はいりません

歴史資料館工作教室

正月飾り作り

12/24（土） 福を呼ぶお手玉作り
10：00～12：00

オリジナルのミニ飾り
場
対

所
象

定 員
参加料
持参品
申込期間
申込方法

川内歴史資料館
小学生〜一般

＊受付9：45から
研修室

＊小学3年生以下は保護者同伴

先着15名
300円（1名/材料代）
タオルなど
12月8日
（木）〜22日
（木）
電話・直接来館
問合せ先

川内歴史資料館

1/3（火）

10：00～15：00
簡単に作れるふくろうの形のお手玉 ＊随時受付
場
対

所
象

川内歴史資料館
小学生〜一般

受付前特設スペース

＊小学3年生以下は保護者同伴

定 員 先着20名
参加料

＊予約はいりません
＊1回につき4名程度

無料

TEL：20-2344

川内まごころ文学館

TEL：25-5580

国際交流センター・産業振興センター施設使用申込みについてお知らせ

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの施設使用申込開始は、
次の日時になります。

２９年１月４日

平成

（水）

１３時３０分

受付順番を決める抽選会
※先着順ではありません。

＊当日は１６時から２１時３０分まで
電話での受付を行います。

年末年始臨時休館のお知らせ
年末年始につきましては、次のとおり
臨時休館いたします。
１２月２９日（木）～１月３日（火）
１月４日（水）：通常開館

事業報告

花と緑のまちづくり事業

花苗配布

自動販売機やアリーナ売店、せんだい宇宙館での
グッズ販売等の収益を財源とした花苗を、市民の目に
触れる花壇等に植えていただける団体に配布しました。
長年にわたり各団体にご協力いただいた事業ですが
いったん休止し、来年度以降は別の形での還元事業
を実施する予定です。
ご愛顧いただき、ありがとうございました。
公園施設課

TEL：25-8282

編集後記
川内まごころ文学館で開催中の「川内川を巡る旅」
を観覧しました。熊本県あさぎり町の白髪岳を源とし、
薩摩川内市久見﨑町で東シナ海へと注ぐ川内川。広
い流域の橋を中心とした風景がアクリル絵具で切り取
られ、見事に描かれています。
印象的なのは赤いトラスの久住橋が壊れ川岸に横
たわる絵。自然の猛威を描いた絵に、足が止まりまし
たが、並べられた新しい久住橋の絵に「災害を乗り越
えた」と感じた作者の心情が伝わってきました。
会期は12月4日まで。皆さんも地図を片手に絵画を
通して川内川を旅してみませんか。（永田）

◆◆お問合せ先◆◆

薩摩川内市国際交流協会

〒895-0011 薩摩川内市天辰町 2211 番地 1
（薩摩川内市国際交流センター内）

TEL: 0996-22-7741 FAX：0996-22-7730
E-mail : kssb@ninus.ocn.ne.jp
URL：http：//www.kssb-satsumasendai.com

配布日 11/10（木）～11（金） 2日間
応募数 351団体/総配布数 39,312本（1団体あたり112本）
場 所 総合運動公園 第3駐車場

