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【出演】
❖バンド❖ サウスシェイカー（ヘビメタ） 爺ＦＯＲＣＥ（ロック）
湊（みなと/フォークデュオ）
HIBIKI（ロック）
ぴくとぐらむ（ポップス）
鶴翔高校軽音楽部 LeMonGRASS（レモングラス/ロック）
❖ダンス❖ Sugar Sugar Plum（シュガー・シュガー・プラム）
CRAZY DOLL（クレイジー・ドール）
❖弾語り❖ 堂前 秀一
山下 豊
❖その他❖ 藤園 崇（ロック） Ko-BaR（ポップス） 永遠の18歳（ピアノ連弾）
川内市民楽団（器楽演奏）
（ジャンル別・順不同）

【ゲスト】
クインロール・オーケストラ
薩摩川内市少年少女合唱団

主催・問合せ先

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
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所：せんだい宇宙館

＊入館料が必要です

土星観察月間
8/1（木）～8/31（土）
19：30～21：00

入館料

いきいき生涯学習事業

/祝

）

もっ
と 遠く！

＊入館料が必要です

＊受付開始21：00/最終受付23：30

雨天、曇天時は
中止となります

寝転がって観察しますので、
シートなどを
それぞれ、持参してください。

＊軽食・飲料の持ち込みできます

観測室

■流星群や夏の星座の生解説
■親子で流れ星を数えよう

土星っち

場

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

フレスコ画体験

月

ペルセウス座流星群観察会
8/12（月/祝）21：30～01：00

雨天、曇天時は
中止となります

＊最終受付時間20：30

所：せんだい宇宙館

（
日
13

せんだい宇宙館・少年自然の家共催

環のある惑星として人気の高い
土星。今年はいて座にあり、観察
にはこの夏が絶好のチャンス！

場

1月

〜
）

■有人飛行の歴史やそれにかかわった人物、空の乗り物の進化
■アポロ計画をはじめとする宇宙開発について
■ライトフライヤーやロケット模型の展示など

展示室

せんだい宇宙館 市民星空観望会

木

所：せんだい宇宙館 観測室

■問合せ先

せんだい宇宙館

開館時間/10：00〜21：00

TEL：31-4477

休館日/毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）

砂と石灰を混ぜた漆喰（マルタ/イタリア語）を石膏ボードに塗り、半乾
きのうちに一気に描く
「ブオン・フレスコ」
という技法を体験します。

＊無料託児あります
対象：6ヶ月〜未就学児

～古典的な絵画技法で描いてみましょう～ 【スケジュール】

9/29（日）10：00～15：00

場 所：川内文化ホール 第2会議室
講 師：上原 直哉氏（甲南高校美術教諭）
定員等：先着20名/一般
参加料：500円（材料代）
持ってくるもの：描きたい絵のデザイン・下絵
（絵のサイズ15×15㎝）

（午

前）
フレスコの説明。石膏ボードに、左官こて
で漆喰（しっくい）を塗り込む
（昼休憩）漆喰を少し落ち着かせる
（午 後）生乾きの石膏ボードに、下絵をもとに描く

申込方法：電話、来館
申込期間：9/3(火)9:00〜9/20（金）

■問合せ先

文化施設課（川内文化ホール内） TEL：20-7570

場 所：川内まごころ文学館

多目的映像ホール

◆夏休み特別上映◆

＊名作シネマ上映会は、上映開始時間が午前10：00に変更となりました。

8/4（日） 2回上映

空飛ぶタイヤ

おまえうまそうだな 1回目11：00～12：29
平成22年
（2010）

平成30年
（2018）

2回上映

2回目14：00～15：29

1回目 8/17（土）

10：00～12:00

2回目 8/18（日）

10:00～12:00

【監督】藤森雅也
【監督】本木克英
草食恐竜のお母さんが川で拾った
きっかけはトレー
【原作】宮西達也
【原作】池井戸潤「空飛ぶタイヤ」
ラーの脱輪事故。
「おまえうまそうだな」 卵からかえったハート。偶然、自分は
【出演】長瀬智也 ディーン・フジオカ
肉食恐竜だと知り、姿を消します。人
高橋一生 深田恭子 岸部一徳 企業の隠蔽体質に
生の機微にじんと涙がこぼれる作品。
鋭く切り込む。
寺脇康文 小池栄子
＊定員：先着95名/車いすスペースあります/入場無料

開場は30分前です

＊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
8/4（日）10：00～10：30
8/25（日）10：30～11：00

各日の内容は
異なります

川内まごころ文学館 里見弴生誕記念展示

＊入館料が必要です

里見弴交友録
7/9（火）～9/1（日）

記憶をつなぐ-戦争と郷土7/23（火）～9/23（月/祝）
場 所：川内歴史資料館 2階展示室

＊入館料が必要です

川内まごころ文学館 トピック展示

古木鐵太郎生誕120年記念展示
7/23（火）～12/22（日）

改造社勤務を経て作家となった宮之城出身の
作家・古木について紹介します。

場 所：川内まごころ文学館 1階常設展示室

＊無料でご参加いただけます

川内まごころ文学館

朗読とコンサート
～里見弴の“思い出”～

9/1（日）13：30～14：30

＊入館料が必要です
＊入館料が必要です

川内歴史資料館 島津義弘没後400年記念特別展

場 所：川内まごころ文学館 2階ホール

■プログラム■
第1部 コンサート
第2部 朗読

文章の達人と言われた作家里見弴。幼き日々の思い出を
綴った随筆と小説を、音楽とともに紹介します。

浜本麗歌（日本朗読協会認定講師）
筝＆フルートデュオ”真珠” 本藏理恵・村尾智美

所：川内まごころ文学館
多目的映像ホール
定 員：先着95名 ＊要申込

川内歴史資料館 終戦記念展示コーナー

人々が置かれた状況や暮らしについて、
資料を中心に紹介します。

作家、演劇界、美術界と幅広い分野の
多彩な人々との交友関係を綴った里
見弴の、随筆と直筆原稿を紹介します。

場

元号の歴史と万葉の散歩道
7/2日（火）～9/23（月/祝）
川内歴史資料館 1階ロビー

出演：おはなしグループまごころ
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

出演

＊無料でご覧いただけます

川内歴史資料館 パネル展

申込方法：電話、来館
申込期間：8/1(木)9:00〜
8/31（土）16：00

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

南九州の雄 島津氏
～戦国時代の薩摩川内～
8/7（水）～10/14（月/祝）
平佐城の戦いの古文書等の実物資料を通して、
戦国時代の島津氏と関係の深い薩摩川内を
紹介します。

場 所：川内歴史資料館 2階展示室

豊臣秀吉・島津義久和睦像

＊無料でご参加いただけます

川内歴史資料館 講演会

島津義弘と水軍
8/10（土）13：30～15：30
講
場

水軍を率いる武将とし
ての一面を持つ新たな
義弘に迫ります

師：太田 秀春氏

（鹿児島国際大学国際文化学部教授）

所：川内まごころ文学館
多目的映像ホール
対 象：どなたでも可
定 員：先着95名

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
■問合せ先

島津義弘像（尚古集成館所蔵）

7/20（土）～9/1（日）

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

開館時間/9：00〜17：00

休館日/月曜日
（祝日の場合は翌日）

薩摩川内市民まちづくり公社

ミュージカル

芸術文化振興事業

『天孫降臨～神々の秘密～』

令和 2 年 6 月 21 日（日）開場 13：00/ 開演 13：30
オーディション
ワークショップ

令和元年 10 月 27 日（日）13：30 〜 16：30
令和元年 10 月 20 日（日）13：30 〜 15：30

川内文化ホール・大ホール
川内文化ホール・大ホール

写真はイメージです

出演者募集！

歌ったり 踊ったり ・ ・ ・ 非日常体験
大ホールで ”

【出演者募集要綱】
対
内

象
容

申込方法

応募締切

歌唱・ダンス・演技を審査するオーディションの結果で、
出演が決まります

川内文化ホール・まちづくり公社ホームページからダウン
ロードしたオーディション申込書に必要事項を記入して、
川内文化ホールまで郵送または持参

＊詳細は、別紙のオーディション募集要綱または公社ホームページをご覧ください

■問合せ先

編集後記
8月に開催されるサマーミュージックフェスティバ
ルは、今回で9回目を迎えます。プロの音響照明での
舞台体験は貴重。厳正な審査の結果、14組の出演が
決まり、準備もいよいよ大詰めです。
審査には、演奏等を収録した映像や音声を用いま
す。アマチュアとはいえ審査員をうならせるプロ顔負
けの演奏もあり、意見が割れる場面も見られました。
ロック、ポップス、クラシックと様々なジャンルの楽
曲に加え、オリジナル曲やダンスも楽しめます。熱気
あふれるパワフルな演奏や元気いっぱいの演技を
ぜひ、ご覧ください！（永田）

してみませんか

【ワークショップとは？】

小学 4 年生以上で、薩摩川内市在住の方。

令和元年 10 月 23 日（水）22：00 必着）

ミュージカル”

「ミュージカルって？」「出演してみたい！」「初めてで
もいいの？」「どんな作品なんだろう」興味のある方は
どなたでも、歌や踊りの舞台を一緒に体験できます！
【オーディションとは？】

当日お渡しする台本『天孫降臨〜神々の秘密〜』（抜粋）
を演技しながら読みます。演技のほかに、ダンスや歌唱、
自己アピールを審査し、出演と配役が決まります。

文化施設課 事業係（川内文化ホール内）

TEL：20-7570

