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8月号

(2018年) vol.196

♬

第８回
in 薩摩川内

８月１９日（日）
開場 12：30 開演 13：00

川内文化ホール

大ホール
アマチュア音楽家たちが
エネルギッシュにパフォーマンス！

GuestArtist

R＆R スティール･オーケストラ

【PROFILE】

カリブ諸島トリニダード・トバコ共和国の民族楽器 “スティールパン”
を使用した打楽器オーケストラ。剣内外で活発な演奏活動を行い、
を使用した打楽器オーケストラ。県内外で活発な演奏活動を行い、
クラシックからジャズ、ポップス、民俗音楽まで、あらゆるジャンルの
音楽を演奏。コンサートやライブ・各種イベント・県内外の夏祭り秋祭り
・メディア出演・また、横浜や神戸で行われる全国規模のカーニバルや
フェスティバルに参加する等、精力的な活動を展開している。

入場料 ： ３００円 （全席自由席 ・ 税込） プレイガイド ： 川内文化ホール

後援
協賛

★イラストデザイン★
川内商工高校インテリア科 3 名

薩摩川内市 薩摩川内市教育委員会 薩摩川内市生涯学習推進本部 薩摩川内市文化協会 薩摩川内市国際交流協会
薩摩川内市芸術協会 ＦＭさつませんだい（株式会社 薩摩川内市観光物産協会） 南日本新聞社
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社薩摩川内支店 ワールドサンフーズ株式会社 明屋書店川内店
川内楽器 リコージャパン株式会社 ベーカリーマドンナ モン・シェリー松下 写真のフクモト中郷店
日本マクドナルドホールディングス株式会社 3 号線川内店 軽食＆喫茶アイドル 田中石油ガス株式会社
お肉のまるしょう 田苑酒造株式会社 キッチンひまわり 鹿児島綜合警備保障株式会社北薩支店 味の三筋
こしき海洋深層水株式会社 株式会社大黒紙店 珈琲倶楽部船倉 有限会社竹内建設 株式会社タツミ電創 （順不同）

主催 公益財団法人 薩摩川内市民まちづくり公社 TEL ： 0996-20-7570
◆発 行◆公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社 事務局 TEL:0996(22)8500 FAX:0996(20)1232
◆編 集◆文化施設課（川内文化ホール内）
〒895-0054 鹿児島県薩摩川内市若松町3番10号 TEL:0996(20)7570 FAX:0996(20)2672

開催中～2019.1.14（月）まで

せんだい宇宙館 開館20周年 同時開催企画展

～

赤 い 惑

星

の

＊入館料が必要です
この夏、小惑星リュウグウに
到着した日本の小惑星探
査機「はやぶさ2」に
ついて紹介します。

真 実 ～

■展示内容■
火星観察のポイント
火星探査の歴史
火星のジオラマ

ご入館者（小学生以上）に
「火星儀」と「はやぶさ2」の
ペーパークラフトをプレゼント！！
せんだい宇宙館 市民星空観望会

天候不良時は
中止します

火星・金星観察月間
8/1（水）～8/31（金）19：30～21：00

～

太陽系の記憶を探す旅

～

イラスト：池下章裕

せんだい宇宙館・少年自然の家共催

ペルセウス座流星群観察会
8/12（日）21：30～01：00

（受付開始21：00/最終受付23：30）

（最終受付20：30）

日没後、西の空に明るく輝く金星。
大接近している火星も一緒に
観察してみませんか？

■流星群や夏の星座の生解説
■親子で流れ星を数えよう

場 所：せんだい宇宙館 観測室

場 所：せんだい宇宙館 観測室

＊入館料が必要です

＊入館料が必要です

＊次回は2020年3月

金星東方最大離角って？
日没後、西の空に明るく輝く金星。この
時期の金星は宵の明星と呼ばれています。
8月18日は見かけ上、太陽から最も離
れて見える東方最大離角となり、ちょ
うど半月の形に見えます。
また、最も明るく（最大光度）見え
るのは9月21日で、明るさはマイナス
4.6等級になります。金星を眺めなが
東方最大離角
ら、夕涼みなどいかがでしょうか？

公転方向

太陽

金星
西方最大離角

みょうじょう
形：半円
宵の明星
日没後、西の空に見える。
自転方向
金星は太陽より東側。

よい

入館料

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

■問合せ先

あ

地球

せんだい宇宙館

開催中～9/2（日）
場 所：川内まごころ文学館 2階ホール
＊無料でご覧いただけます

TEL：31-4477

＊入館料が必要です

里見弴画「花」

平成30年度トピック展示
＊入館料が必要です
山本實彦旧蔵 肥後直熊筆

有島武郎と北海道
8/7（火）～9/2（日）

西郷隆盛像（複製）展示
8/7（火）～平成31年1/6（日）

姉妹館 有島記念館（ニセコ町）
との合
同企画。有島家と北海道との関わりや
有島農場について紹介します。

山本實彦が所蔵していた「西郷隆盛像」の
展示と共に實彦と西郷の関わりや、明治維
新に触れた著作等を紹介します。

場 所：川内まごころ文学館 1階ホール

場 所：川内まごころ文学館 1階常設展示室内

みょうじょう

明けの明星
日の出前、東の空に見える。
金星は太陽より西側。

里見弴の書画を展示、その豊かな
”藝の世界”をご紹介します

明治維新150年・北海道150年記念
有島記念館合同パネル展示

天候不良時は
中止します

場 所：川内まごころ文学館

多目的映像ホール

8/18（土）

ゆずの葉ゆれて

14：00～15：34

平成28年
（2016）

鹿児島県喜入地区にある小
さな町が舞台。小学4年生の
【監督・脚本】神園浩司
風間武は、寝たきりになった
【原作】佐々木ひとみ
ジイちゃんには会いに行けな
「ぼくとあいつのラストラン」
かった。
しかし、その死をきっ
【出演】松原智恵子
かけにジイちゃんの若き日を
津川雅彦
知ることになる。

西村和彦

ほか

川内まごころ文学館 ◆夏休み特別上映◆

＊定員：先着95名/入場無料
場 所：川内まごころ文学館
1回目 10：00〜11：30
多目的映像ホール
2回目 14：00〜15：30
＊開場は各30分前

怪盗グルーのミニオン大脱走
平成29年
（2017）

シリーズの第3弾。晴れて結婚したグルーとルーシーの前に、新たな敵
バルタザール・ブラットが現れる。犯罪を繰り返すバルタザールは、
グ
ルーを反悪党同盟から追い出す・・・。

＊無料でご参加いただけます

川内まごころ文学館

夏休みおはなし会
8/25（土）10：00～10：30

14：00～16：13

1937年、ある日の早朝、父べぇ
は特高警察に検挙され、治安
【監督】山田洋次
【原作】野上照代「母べえ」 維持法の思想犯として投獄さ
れる。日中戦争の激化ととも
【出演】吉永小百合
に国情は激変し、残された母
浅野忠信
檀れい 志田未来 べぇたち一家の生活は一変す
る。激動の昭和を生きる家族。

ほか

日時：8/25（土）10：30〜12：00

ワークショップ

『はらぺこあおむし』のオリジナルバックを作ろう
対 象：幼児とその保護者
定 員：10組（要申込） ＊スタンプなどを用いて
オリジナルバッグを作ります
参加料：300円

申込期間：8/7（火）〜8/21（火）
申込方法：文学館へ電話・直接来館
歴史資料館講座

-知覧飛行場跡の発掘調査から-

8/12（日）13：30～15：00
場 所：川内歴史資料館 研修室
講 師：上田 耕 氏（ミュージアム知覧 学芸員）
対 象：どなたでも
定 員：先着50名
受講料：200円（資料コピー代）
募集期間：7/8（日）〜前日まで
申込方法：資料館へ電話・直接来館

陶器ビーズでアクセサリー作り
8/19（日）9：30～12：00
場 所：川内歴史資料館 研修室
対 象：どなたでも（小学3年生以下は保護者同伴）
定 員：先着30名
参加料：100円
申込期間：8/3（金）〜8/17（金）
申込方法：資料館へ電話・直接来館
＊無料でご覧いただけます

西郷伝説と薩摩川内
開催中～9/30（日）

対 象：どなたでも（小学3年生以下は保護者同伴）
定 員：先着15名
参加料：200円

8/18（土）〜8/31（金）、電話または来館にて資料館へお申込み下さい。
＊入館料が必要です

夏休みチャレンジクイズ
7/21（土）～9/2（日）
川内歴史資料館・川内まごころ文学館

特別開館

戦跡が語るもの

川内歴史資料館トピック展示

匂い袋作り
9/2（日）10：00～11：30

川内歴史資料館・川内まごころ文学館

川内歴史資料館 歴史講座

川内歴史資料館 歴史資料館講座

対 象：幼児とその保護者
場 所：川内まごころ文学館 企画展示室

川内歴史資料館

平成19年
（2007）

8/19（日）

＊定員：先着95名/車いすスペースあります/入場無料

開場13：30

8/5（日）

母べえ

8/13（月）

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

明治維新150周年、NHK大河ドラマ
「西郷どん」放映に関係した展示第２弾。

場 所：川内歴史資料館 1階ロビー

西郷どんのツン
藤川天神
（薩摩川内市東郷町）

川内歴史資料館 終戦記念展示コーナー

＊入館料が必要です

資料から見る戦中・戦後の暮らし
開催中～10/14（日）
戦中・戦後を物語る資料から
当時の暮らしをご紹介します

場 所：川内歴史資料館 2階展示室

■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

芸術文化振興事業

１０月１４日（日）

開場 １３：３０

入来文化ホール
チケット発売日

開演

８月２３日（木）10:00～
プレイガイド

全席自由

１４：００

前売券１,０００円
（当日２００円増し/税込み）

入来文化ホール・川内文化ホール
サンアリーナせんだい・川内歴史資料館
せんだい宇宙館・ローソンチケット（Lコード８２１３５）

■問合せ先

文化施設課

TEL：20-7570

第8回サマーミュージックフェスティバルin薩摩川内 8/19（日）開演13：00
厳正なる審査の結果、以下の12組の出演が決定しました！

バンド

サウスシェイカー / ヘビメタ
Tsukigumi~月組〜 / ポップス
HIBIKI（ひびき） / ロック
Hozyfog（へいじーふぉぐ） / ロック
魂（そうる） / ロック

ダンス

川内文化ホール 大ホール
入場料：全席自由席300円

CrazyDoll（くれいじーどーる）
ʼUNA ʼUNA ORI TAHITI（ウナ ウナ オリ タヒチ） / タヒチアンダンス
ソロ・アーティスト 堂前 秀一 / ギター弾き語り
大島 未誇 / 歌
藤園 崇 / ロック
Ko-BaR（こーばー） / ポップス
岩崎 日向子 / 三味線・奄美島唄

初出演のアーティスト

平成30年度薩摩川内市芸術協会の事業
鑑賞事業
風間杜夫 落語独演会＆トークショー
12月23日
（日/祝）開演14：00 場所：川内文化ホール
会員は無料でご覧いただけます
◇最終年度となる今年は、新規会員の受付はございません。
◇会員様へは、各事業のご案内をお届けいたします。

鑑賞補助事業
昭和のうたコンサート
10月14日
（日）開演14：00
鑑賞補助券500円を発行

海援隊トーク＆ライブコンサート
2月11日
（月・祝）開演14：00 場所：川内文化ホール
鑑賞補助券2,000円を発行 ＊会員限定先行販売予定

■問合せ先

編集後記
梅雨の晴れ間の昼下がり、串木野港でアジンコを
釣る人の隣に座り、海を眺めていました。
昼食のサンドイッチを口に運び、注意が逸れた瞬
間、後ろから右肩を風がさっと抜けました。そして、
目の端に映った茶色い塊が上昇し、そのまま見えな
くなりました。気が付くと手には何もなく、塊が狙っ
ていたのは魚ではなかったと悟りました。
「トンビが獲るって本当なんだね」と突然の出来
事に隣の釣り人は大笑い。背後から音もなく近づき
上手に獲物だけを奪うハンターに、軽い恐怖と同時
に厳しい野生の世界を感じました。（永田）

場所：入来文化ホール

事務局（川内文化ホール内） TEL：20-7570

