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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

歌唱・ダンス・演技を審査するオーディションの結果で、

申込方法

応募締切

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

令和元年 10 月 23 日（水）22：00 必着）

「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！
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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

【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。

＊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

せんだい宇宙館

中秋の名月観察会
9/13（金）19：00～21：00

＊入館料が必要です
雨天、曇天時は
中止となります

＊最終受付20：30

中秋の名月は、旧暦の8月15日の月をさし
特に美しいとされます。
■名月と土星と秋の星空を中心
とした観察と解説
■参加者には記念品プレゼント！
（なくなり次第、終了）

場 所：せんだい宇宙館 観測室
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

文化施設課 事業係（川内文化ホール内）

ソララララ のののの

■問合せ先

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。

容

ミュージカル”

せんだい宇宙館 企画展

もっと く！
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■問合せ先

TEL：20-7570
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もっ
と 遠く！

展示室

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）

場 所：川内まごころ文学館

多目的映像ホール

＊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。

9/14（土）

お嬢さん社長

10：00～11：33

昭和29年
（1954）

【監督】川島雄三
【出演】美空ひばり 市川小太夫
坂本武 桂小金治
佐田啓二 月丘夢路
江川滝子

ひばり主演のコメディ。
日本一乳業の社長に就任
したマドカ。会社乗っ取り
の計画を知る。

いつでも夢を
昭和38年
（1963）

【監督】野村孝
【出演】橋幸夫 吉永小百合
浜田光夫 信欣三
織田政雄 初井言栄
松原智恵子

9/15（日）

10:00～11:26
1962年レコード大賞を受
賞した曲の映画化。東京
の下町。働きながら学ぶ
若い男女を描く。

＊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

＊入館料が必要です

川内まごころ文学館 里見弴生誕記念展示

里見弴交友録
7/9（火）～9/1（日）

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

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。

川内歴史資料館 歴史講座

場 所：川内まごころ文学館 2階ホール
＊入館料が必要です

川内まごころ文学館 トピック展示

＊無料でご覧いただけます

川内歴史資料館 パネル展

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

戦国島津氏と薩摩川内
9/8（日）13：30～15：30

開催中の特別展「南九州の雄 島津氏」の展示解説もいたします。

講 師：吉本 明弘（当館学芸員）
場 所：川内歴史資料館 研修室
対 象：どなたでも可
定 員：先着50名
受講料：200円（資料代）

申込方法：電話、来館
申込期間：7/14（日）
〜9/7（土）

川内歴史資料館 歴史講座

川内歴史資料館 終戦記念展示コーナー

戦国期の北郷氏と都城

記憶をつなぐ-戦争と郷土7/23（火）～9/23（月/祝）

～8代忠相・10代時久を中心に～
10/13（日）13：30～15：00

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。

場 所：川内歴史資料館 2階展示室
川内歴史資料館

＊入館料が必要です

＊どなたでも、
＊無料でご参加いただけます
無料でご参加いただけます

秋のものづくり広場
9/14（土）～9/23（月/祝）
10：00～15：00

講 師：米澤 英昭氏（都城島津邸 学芸員）
場 所：川内歴史資料館 研修室
申込方法：電話、来館
対 象：どなたでも可
申込期間：9/8（日）
定 員：先着50名
〜10/12（土）
受講料：200円（資料代）
＊無料でご覧いただけます

川内歴史資料館 トピック展示

戦国期澁谷氏の興亡の軌跡
9/25日（水）～12/1（日）

紙コップでギフトボックスを作ります

島津氏に対抗した澁谷一族の入来院氏、東郷氏、
祁答院氏らの歴史をパネルで紹介します。

川内まごころ文学館

場 所：川内歴史資料館
1階ロビー

場 所：川内歴史資料館 1階ロビー

赤ちゃんのためのおはなし会
9/27（金）10：30～11：00

＊無料でご参加いただけます

対 象：乳幼児とその保護者
場 所：川内まごころ文学館 企画展示室

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

三州割拠図複製（部分）
天文12年・当館蔵

川内歴史資料館・川内まごころ文学館

敬老の日無料開館 9/14（土）～9/23（月/祝）

65歳以上の方は
無料で入館いただけます

■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

開館時間/9：00〜17：00

休館日/月曜日
（祝日の場合は翌日）

2019
後期

外国語を話したい、海外旅行で使いたい、外国語を少しでも習ってみたい方、一緒に学びませんか？
教室名

日 程

時間・ 場所

１０/１（火）～１２/１０(火）
毎火曜日 １０回

１９：３０～２１：００

② 英語を学ぼう！
基礎ｺｰｽ

１０/４（金）～翌年２/２１(金)
第１・３・５金曜日 １０回

１８：３０～２０：００

③ 基礎から学ぶ
韓国語

１０/４（金）～１２/６(金)
毎金曜日 １０回

１９：３０～２１：００

④ 中国語
入門コース

１０/１（火）～１２/１７(火)
毎火曜日 １０回

１８：３０～２０：００

⑤ 中国語
初級コース

１０/３（木）～１２/２６(木)

１５：００～１６：３０

⑥ 中国語
中級コース

１０/３（木）～１２/２６(木)

⑦ 中国語
上級コース

１０/４（金）～１２/２０(金)
毎金曜日 １０回

１８：３０～２０：００

⑧ 子ども中国語
会話コース

９/４（水）～翌年２/１９(水)
第１・２・３水曜日 １４回

１７：００～１７：５０

① フランス語
初級コース

毎木曜日 １０回
毎木曜日 １０回

国際交流センター

国際交流センター

国際交流センター

講 師

内 容

ﾗｳﾌｪﾝﾌﾞﾙｶﾞ=
橋渡 よし江氏

フランス語のきれいな発音、身近な単語や簡単な会
話を学びます。フランスの情報もお楽しみに
（定員１５人） 教材費１，９４４円別途必要

中尾 修一氏

文法・語彙・発音などの基礎と、様々な場面での会
話表現の学習。
（定員１５人） 資料代３００円別途必要

厳 海玉氏

ことばを学んで、ドラマやＫ－ＰＯＰをもっと楽しみま
しょう！
（定員２０人） 教材費２，１６０円別途必要
ゼロから始める人向け。まず、ピンイン（発音）をしっ
かりマスターしましょう。
(定員２０人） 教材費２，７００円別途必要

国際交流センター

国際交流センター

ちょう せい

趙 静氏
１３：００～１４：３０

（第１５代国際交流員）

国際交流センター

初級修了、または、同等レベルの方を対象に、聴く・
話す・書くのレベルアップを目指します。
(定員２０人） 資料代３００円別途必要
授業は中国語で行い、使える中国語の習得を目的
に、より実践的な学習をします。
(定員１０人） 資料代３００円別途必要

国際交流センター

国際交流センター

ピンイン（発音記号）が読めて、簡単な会話のできる
方を対象にしたコース。
（定員２０人） 教材費２，５９２円別途必要

谷口 美如氏

「耳で親しむ」ことから始め、中国語でのあいさつ
や、自己紹介ができるようになることが目標です。
（定員１０人） ＊保護者は当協会への入会が必要

★ 語学教室受講料 ２，０００円 （ただし、本協会員は無料） ※本協会への入会は、随時受付けています。（年度会費２０００円）
（注）教材費について・・・テキストを使用する講座は、指定テキストをご購入いただきます

◆申込開始◆
◆申込方法◆
◆ 申込・問合先 ◆

９月３日（火）より、受付いたします。
直接電話、または住所・氏名・連絡先を明記の上、FAXまたはメールでお申し込みください。
薩摩川内市国際交流協会 （薩摩川内市国際交流センター内）
電話: 0996-22-7740
FAX：０９９６-２２-７７３０ E-mail：kssb@ninus.ocn.ne.jp

いきいき生涯学習事業

＊無料で参加いただけます

スマホで体験！快適安全生活
9/18（水）14：00～16：00

スマートフォンを使って、防災情報など生活への活用
例をご紹介いたします

場 所：川内文化ホール 第2会議室
定員等：一般/先着20名

編集後記
川内歴史資料館では8月10日、特別展に関連した
講演会「島津義弘と水軍」を行い、72名に聴講いただ
きました。水軍を率いた義弘は、2回目の朝鮮出兵・慶
長の役と続く泗川の戦いでの戦績と、冷静な敵軍観
察による戦術分析が評価されています。
また、妙円寺参りや想夫恋などの伝統行事、船酔
いする義弘の人間味あふれる姿などを多くの資料を
使って解説がありました。「江戸時代の島津水軍の防
衛的役割」や「朝鮮出兵前の島津水軍の存在」等、深
く切り込んだ質問もあり、「水軍」をキーワードとした
新しい視点が刺激となった内容でした。（永田）

無料託児あります 対象：6ヶ月〜未就学児
＊一緒にお申し込みください

申込方法：電話、来館
申込期間：9/6（金）9：00〜9/13（金）
＊スマートフォンとネット環境は準備があります。

◆文化施設課◆ TEL：20-7570
対応時間/9：00〜17：00 （川内文化ホール内）

