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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 ”

ミュージカル”

してみませんか

【出演者募集要綱】
対
内

象

小学 4 年生以上で、薩摩川内市在住の方。

容

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
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

令和元年 10 月 23 日（水）22：00 必着

＊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

主催
共催
後援

公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社
薩摩川内市教育委員会

【ワークショップとは？】

「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。

薩摩川内市・薩摩川内市国際交流協会・薩摩川内市文化協会
株式会社薩摩川内市観光物産協会・南日本新聞社・KTS鹿児島テレビ
KKB鹿児島放送・KYT鹿児島読売テレビ・MBC南日本放送

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

◆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

せんだい宇宙館 ウィークエンド工作

せんだい宇宙館 企画展

アルコールロケット
10/20（日）13：00～16：00

開催中

＊入館料が必要です

ソラのノリモノ 展

アルコールを燃料に、紙コップで作ったロケットを飛ばします。

場 所：せんだい宇宙館
定 員：先着25名（申し込み不要）
参加料：50円

◆せんだい宇宙館

＊一人1セットのみ。入館の方は無料。

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）

いきいき生涯学習事業

＊詳しくは申込書をご覧ください

第17回薩摩川内市民まちづくり公社杯ソフトバレーボール大会
第19回薩摩川内市民まちづくり公社杯ソフトバレーボール大会
10/22（火/祝）8：30～17：00 ＊開会式9：00

場 所：サンアリーナせんだいメインアリーナ
編 成：1チーム6名以内
競技種目：女子 Aパート50歳未満 先着16組
Bパート50歳以上 先着12組
混成 Cパート50歳未満 先着16組
Dパート50歳以上 先着12組
参加料：1チーム1,500円
申込用紙：サンアリーナせんだい
・公社HPよりダウンロード ほか

事業報告

募集締切：10/11（金）必着

参加料1チーム1,500円を添えて
下記へ、お申し込みください
＊お弁当注文も承ります

川内まごころ文学館 里見弴生誕記念展示

里見弴交友録

◆公園施設課◆

TEL：25-8282

開館時間/8：30〜22：00 （サンアリーナせんだい内）

日 時：7月9日（火）～9月1日（日）49日間
場 所：川内まごころ文学館 2階ホール
観覧者数：354名

当館では、作家 里見弴の生誕日にあわせて展示を開催して
います。今回は、里見弴の９４年間の人生で関わりのあった
人々との交友関係をテーマに直筆原稿などを紹介しました。
里見弴は、文学界、映画界、美術界等で活躍した著名人と
も広く交友しており、思い出を綴った随筆も多く執筆してい
ます。なかでも、親友のひとり志
賀直哉、晩年の友人小津安二郎ら
との交友を記した随筆で語られる
逸話の数々は、多くの方に関心を
持っていただけたようでした。
画家木村荘八との思い出を綴った「手紙美人」原稿と関連本

事業報告

川内まごころ文学館

朗読とコンサート～里見弴の‟思い出”～

日 時：9月1日（日）13：30～14：40
場 所：川内まごころ文学館 多目的映像ホール
出演者：浜本 麗歌氏（朗読家）
筝＆フルートデュオ‟真珠”
観覧者数：82名

薩摩川内市出身の父を持ち、文章の達人と言われた里見弴。父の故郷を訪れた日の思い出や、有島生馬た
ち兄弟と過ごした幼き日々の思い出などを綴った随筆と小説を紹介するイベントを開催しました。
第1部のコンサートでは、‟真珠”の本藏理恵さんと村尾智美さんが「荒城の月」や「組曲『惑星』より木
星」などを演奏。第2部の朗読では、浜本麗歌さん
による里見弴の随筆朗読のあと、‟真珠”の演奏に
のせて小説「伊豫すだれ」を朗読しました。
来場者からは、「感動した」「癒されました」
「目を閉じていたら（小説の）情景が目に浮かん
できました」などの声をいただきました。朗読と
和洋の楽器が織りなす世界を堪能されたようです。
ご来場いただき、ありがとうございました。
左より 村尾智美さん、本藏理恵さん、浜本麗歌さん

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。

10/19（土）

シャレード（字幕）

10：00～11：53

昭和38年
（1963）

【監督】スタンリー・ドーネン
【原作】ピーター・ストーン他
【出演】オードリー・ヘップバーン
ケイリー・グラント

ヘップバーンのエレガント
な魅力が引き立つお洒落
な衣装の数々は、公開当時
話題に。軽妙でコミカルな
ミステリー映画の名作。

レ・ミゼラブル（字幕） 10/20（日）
平成24年
（2012）

【監督】トム・フーパー
【原作】ヴィクトル・ユーゴー
【出演】ヒュー・ジャックマン
ラッセル・クロウ

10:00～12:38

1815年のイギリス。パン1つを
盗み19年間獄中で過ごしたジャ
ン・バルジャン。一転、市長マド
レーヌとして人望を集め、孤児
コゼットを娘として引き取る。

＊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 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
川内まごころ文学館

秋のおはなし会
10/13（日）10：30～11：00

＊無料でご参加いただけます

＊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

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

＊無料でご覧いただけます

川内歴史資料館 トピック展示

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

戦国澁谷氏の興亡の軌跡
9/25日（水）～12/1（日）

川内まごころ文学館 まごころ文芸講座

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。

名詩で味わう文学
10/27（日）14：00～15：30

明治から大正期に作られた唱歌や
童謡の作者などについて学び、歌います

講師：齊藤 玲子先生（声楽家）
場所：川内まごころ文学館 多目的映像ホール
定員：先着50名
申込方法：電話、来館
受講料：100円（資料代）
申込期間：10/6（日）〜10/26（土）

場 所：川内歴史資料館
1階ロビー

三州割拠図複製（部分）
天文12年・当館蔵

川内歴史資料館 トピック展示

収蔵資料・いろいろ
10/29日（火）～11/24（日）

＊入館料が必要です

仏像や絵葉書、横綱・西ノ海嘉治郎
の錦絵などを紹介します。

川内歴史資料館 工作教室

絵手紙・虎の絵と額縁作り
10/27（日）9：30～12：00
島津義弘の虎狩り伝承に関連して、虎の絵手紙を描き、
装飾用の額をダンボールで作ります。

場
対

所：川内歴史資料館 研修室
象：小学生以上
（3年生以下は保護者同伴）

定 員：先着15名
参加
料：300円
持ってくるもの：色鉛筆・筆ペン
カッターナイフ
筆記用具

場 所：川内歴史資料館 2階展示室

里八幡神社の大般若波羅密多経
（県指定有形文化財）当館蔵

川内歴史資料館・川内まごころ文学館

開館時間延長および無料開館

10/5（土）

「薩摩国分寺秋の夕べ」に伴い、21：30まで開館時間を延長します。
なお、16：00以降は、無料で入館いただけます
＊「薩摩国分寺秋の夕べ」が中止の場合、通常通りの開館となります。

申込方法：電話、来館
申込期間：10/10（木）〜10/25（金）

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

川内歴史資料館

臨時休館

10/16（水）

■問合せ先

特別展の撤収のため休館いたします
＊文学館は通常開館

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）

事業報告

いきいき生涯学習事業

第9回サマーミュージックフェスティバルin薩摩川内

日 時：8月18日（日）開演13：00
場 所：川内文化ホール 大ホール
参加者数：114名（14組/ゲスト2組）
入場者数：377名

公募によるアマチュアミュージシャンのコンサート
を開催しました。大ホールでのさまざまなジャンルの
演奏・パフォーマンス演技を楽しんでいただきました。
受賞された方々は、以下の通りです。
グランプリ
CRAZY DOLL（ダンス）

MBC南日本放送賞
サウスシェイカー（バンド）

準グランプリ
爺FOPRCE（バンド）

ベストプレイヤー賞
森永 美香・百枝 祥子（ピアノ連弾/永遠の18歳）
羽子田 夏貴（ユーフォニウム/川内市民楽団）
TK.ＯLＥＴ（ドラム/HIBIKI）
ゲスト
特別賞
クインロール・オーケストラ
Suger Suger Plum（ダンス）
薩摩川内市少年少女合唱団

オリジナル楽曲賞
（南日本新聞社賞）
湊（フォーク・デュオ）

いきいき生涯学習事業

時：7月23日（火）1回目9：30～11：30
2回目13：30～15：30
7月25日（木）3回目13：30～15：30
場 所：川内文化ホール 第2会議室（1・2回目）
小学3～6年生を対象に、夏休みの課題の書を添削し、
入来文化ホール 多目的ホール（3回目）
清書を仕上げる教室を開催しました。初めに楷書・行
参加者数：44名
書・草書など漢字の5書体の形の違いを「海」の字を
例に説明しました。
アンケートには「楽しかった」「集中して書けた」
「筆づかいがよくわかった」とあり、書の楽しさに触
れるいい機会となったようです。 1回目の参加者と3回目の講座風景

事業報告

日

夏休み書道教室

いきいき生涯学習事業

無料託児あります
対象：6ヶ月〜未就学児

中国茶道体験
～工夫式茶器で高級烏龍茶を淹れてみましょう～

11/14（木）13：30～15：30

場 所：川内文化ホール 第2会議室
講 師：丸山 真由美氏（中国国家認定茶芸師）
定員等：先着20名/一般
参加料：500円

編集後記
御船町で国立科学博物館の真鍋真博士の講演を聴
きました。日本では1978年、岩手県での恐竜化石の発
見以降、関心が高く、甑島でも見つかっています。
甑島の草食恐竜の骨は7,000万年前の地層から発
見され、これは絶滅の直前の時期にあたり、生態を研
究する際の貴重な資料です。また、1964年に発見され
たホロタイプ標本*デイノニクスの骨は、鳥類の恐竜
起源説の着想のきっかけとなった資料です。近年では
胚の成長過程から、恐竜は羽毛に覆われた恒温動物
だと考えられています。恐竜は絶滅したのではなく、
鳥類として生きているとのことでした。（永田）
*種の基準となる単一の標本のこと

烏龍茶、中国紅茶、プーアール茶など
香りを楽しむ中国茶の世界を体験します。

申込方法：電話、来館
申込期間：10/22（火）〜11/8（金）

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

