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せんだい宇宙館・寺山いこいの広場

せんだい宇宙館

宇宙館フェスタ
：00〜16：00
3/21（水/祝） ■昼の部10
■夜の部19：00〜21：00

水星観察週間
3/9（金）～3/21（水・祝）18：45～19：15

＊入館は20：30まで

花いっぱいの寺山で、一足早い春の一日を過ごしませんか。

親子工作教室
太陽プロミネンス＆昼の星を見よう！
（晴天時）
夜の星空を見よう！
（夜の部・晴天時）
入館者へ花の苗プレゼント ほか
＊入館料が必要です

市民星空観望会

水星は太陽の最も近くを周る惑星です。夕方、西の空にすぐに
沈んでしまうので、お早めにご来館ください。
限られた期間にしか観察できない水星を
冬の名残や春の星空とともに楽しんで
みませんか。

場 所：せんだい宇宙館 観測室
＊入館料が必要です

特別開館 2/12（月・祝） 振替休館 2/13（火）
入館料

■問合せ先

事業報告

川内まごころ文学館

天候不良時は中止します

小・中学生300円/高校生以上500円

＊年間入館券もございます
小・中学生500円/ 高校生以上1,000円

せんだい宇宙館

TEL：31-4477

期 間：12月9日（土）～1月8日（月・祝）23日間
場 所：川内まごころ文学館 企画展示室
入場者数：724名

今回のまごころ児童絵画展には、薩摩川内市内の各小学校から自由でのびのびとした絵画234点が出品されました。
来場者からは「絵から学校での様子が伝わってきてほっとした」「これからも続けて広めてほしい」といった感想を
いただきました。出品者からは「絵が飾られて嬉しかった」などの声が聞かれ、絵画展への出品が子どもたちにとっ
て、自信につながる充実したものであったことがうかがえました。
今後も、児童絵画展を通して、文学館に親しんでいただけるよう工夫しながら実施していきたいと思います。

期間中設置した、犬のぬりえ
（写真）やポップアップカードを作る
コーナーも多くの方にご参加いただきました。

事業報告

いきいき生涯学習事業

小椋久美子トークショー＆バドミントン教室

日 時：1月8日（月・祝）14：00～16:00
場 所：総合運動公園サンアリーナせんだい
トークショー来場者数：310名
バドミントン教室参加者：45名（3校）

北京オリンピックバドミントン競技女子ダブルス５位入賞
の小椋久美子氏をお招きして、トークショーとバドミントン
教室を開催しました。トークショーでは、トップアスリート
としてのメンタルとフィジカルの両面で最も重要なことなど、
全てのスポーツに共通するお話が聞くことができました。
市内高校生を対象としたバドミントン教室では、「スマッ
シュが早い、強いだけではダメ！緩急（かんきゅう）をつけて
相手を崩すこと！相手がどこに返してくるか予測することが
大事。」などの戦術面の指導をいただきました。
トップアスリートからの直接指導やお話に、プロの厳しさ
教室の参加者からは「シャトルがラケットに当たったときの音が違った。」
「小椋さんとダブルスを組んだ時は、緊張して普段のプレーが出来なかっ
や高い技術を肌で感じる良い機会となったようです。
た。」などの感想が聞かれました。

川内まごころ文学館

利 休

14：00～16：15

平成元年
（1989）

【原作】野上彌生子
【音楽】武満徹
【出演】三國連太郎
山口小夜子
山崎努 ほか

武士の献立

2/17（土）

平成25年
（2013）

織田信長、豊臣秀吉の庇護の下、
茶道を芸術の域まで高め、広め
た千利休。その生涯を草月流三
代目家元 勅使河原監督が絢爛
豪華に描く。長次郎楽茶碗、磯辺
茶碗、黄瀬戸茶碗など桃山時代
の一級美術品も見どころ。

場所：多目的映像ホール 開場13：30

2/18（日）
14：00～16：01

江戸浅草の料亭の娘 春（上戸彩）
は気の強さが災いして1年で離縁
される。藩主の側室お貞の方の女
中として仕えていたが、料理の腕を
見込まれ、加賀藩台所方 舟木伝内
から息子 安信（高良健吾）の嫁に
と懇願される。

【出演】上戸彩
高良健吾
西田敏行
余貴美子
ほか

定員：先着95名/車いすスペースあります（映画に限り入館料は必要ありません）

川内歴史資料館 歴史講座

＊無料でご覧いただけます

川内歴史資料館トピック展示

世界を目指した1867年薩摩藩 明治を生きたふるさとのぼっけもん
～パリ万博＆鹿児島紡績所150周年～
2/6（火）～4/15（日）
2/3（土）13：30～15：00

＊ぼっけもん
大胆者や豪傑（ごうけつ）
という意味

川内にゆかりのあるぼっけもんの逸話を
ご紹介します。ぼっけもんたちを通じて、
明治時代を振り返ってみませんか。

場 所：川内歴史資料館 研修室
講 師：岩川 拓夫先生（仙巌園 学芸員）
定 員：先着50名
対 象：どなたでも可
受講料：200円（資料代）
募集期間：〜2/2（金）
申込方法：資料館へ電話、直接来館

■展示内容
有島武、岩谷松平、田中直哉、
西ノ海嘉治郎、山口太兵衛など

場 所：川内歴史資料館 1Fロビー

川内歴史資料館 講演会

うら えいがく

仏師が語る仏像（ほとけ）たち
～高江阿弥陀如来坐像・脇侍の修復を中心に～

2/25（日）13：30～15：00
場 所：川内まごころ文学館

多目的映像ホール
わきじ

高江町長崎公民館に保管されている阿弥陀如来坐像・両脇侍像
(県指定有形文化財)がどのように修復され、現在の姿に甦った
のか等、修復に携わった仏師の講話を聴いてみませんか。

うらぶっこくしょ

16代横綱 西ノ海嘉治郎
（薩摩川内市高城町出身）

ぶっし

講 師：浦 叡學氏（浦仏刻所 主宰 仏師）
定 員：先着95名
対 象：どなたでも可
聴講料：無料
申込期間：2/1（木）
〜2/18（日）
申込方法：資料館へ
電話、直接来館

入館料 （資料館）大人200円、小学生〜高校生100円
（文学館）大人300円、
小学生〜高校生150円
＊土日祝日は小学生〜高校生入館無料

＊事前申し込みが必要です

■問合せ先

川内歴史資料館 TEL：20-2344
川内まごころ文学館 TEL：25-5580

いきいき生涯学習事業

図書館教養講座

栗蒸し羊羹（ようかん）と
どら焼きを作ります。

季節のお菓子作り
2/28（水）13：30～15：30 ＊受付は13：15から

西郷（せご）どんの時代と薩摩川内
2/28（水）13：30～15：30

場

所：国際交流センター
調理室
定 員：先着16名
参加料：500円（材料代）
持参品：エプロン・三角巾
申込期間：2/6（火）〜23（金）
申込方法：電話・来館（川内文化ホール）

場 所：中央公民館 2階第一研修室
講 師：吉本 明弘氏（川内歴史資料館 学芸員）
対 象：一般
定 員：先着30名 ＊事前申し込みが必要です
申込方法：来館（中央図書館）
・電話・FAX

＊FAXでのお申込みは、住所・氏名・電話番号・FAX
番号を記載してください

◆中央図書館 TEL：22-3542 FAX：21-1289

◆文化施設課（川内文化ホール内） TEL：20-7570

事業報告

いきいき生涯学習事業

フラワーアレンジメント教室

＊無料で受講いただけます

日 時：12月26日（火）13：30～15：30
場 所：川内文化ホール 第3会議室
講 師：上妻早苗先生（ヨーロピアンフラワーデザイン連盟講師）
参加者数：16名

毎年好評のお正月用のフラワーアレンジメント教室を開催しました。花
の挿し方・挿す位置や全体のバランスを講師がアドバイスしながら、初心
者に合わせたゆっくりとしたペースで自由
に創作していただきました。
アンケートには「よい正月が迎えられる」
「先生の説明が分かりやすく、楽しくでき
た」「とても勉強になった」とありました。
完成作品を持ち帰るときの受講生の嬉しそ
うな笑顔が印象的でした。
完成作品
平成29年度まちづくり公社芸術文化振興事業

DRUM TAO 2018
川内文化ホール
川内楽器
富士音響
薩摩川内市観光物産協会
明屋書店川内店

「ドラムロック 疾風」 チケット取扱所
☎0996-22-5211
☎0996-22-2556
☎0996-22-5281
☎0996-25-4700
☎0996-22-2700

公チケ http://zenkoubun.ticketan.net/
e+（イープラス） http://eplus.jp
ローソンチケット（Lコード：83287）
■入来文化ホール・山形屋プレイガイド（鹿児島市）
・十字屋CROSS
での販売は終了いたしました。

■芸術協会会員限定鑑賞補助券は、薩摩川内市内のプレイガイドのみの
お取り扱いとなります。

編集後記
川内自興園で宝山ホールのアウトリーチ事業を見学
しました。今回は利用者の余暇活動としての実施で65
名の方を対象としたサクソフォンのコンサートでした。
演奏は、「北酒場」「天城越え」などの歌謡曲にモー
ツァルトのハイライトを交えた12曲、1時間余り。クラシッ
ク曲の演奏では楽器の力強さや技術の高さに圧倒さ
れました。歌謡曲ではガラリと様子を異にし、観客は曲
に合わせて歌ったり踊ったりと全身で音楽を感じ楽し
んでいました。
「招くだけでなく、出向いて演奏することも重要な
ホール事業のひとつ」と奏者 幸多優氏の言葉に、強
い使命感を感じました。音楽の力を目の当たりにした
貴重な体験でした。（永田）

2 17

2018年 月
日（土）
開場17：45/開演18：30

■文化施設課

TEL：20-7570■

