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まちづくり公社は、生涯学習を基盤として、芸術（Art）
・
文化（Culture）
・スポーツ（Sports）の振興及び公共施設の
安全な管理と高度なサービスの提供を目指しています。
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令和２年度 公益財団法人 薩摩川内市民まちづくり公社 芸術文化振興事業
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会

とき

会場

令和３年

プレイガイド

￥1,000 円

︵税込︶

全席指定

︵税込︶

土
３月13日●

開場13：30
開演14：00

※当日は200円 増し

薩摩川内市国際交流センター
コンベンションホール
薩摩川内市天辰町 2211—1

チケット好評発売中！

【川 内 文 化 ホ ー ル 】☎0996-22-5211
【入 来 文 化 ホ ー ル 】☎0996-44-2822

♦
♦
♦
♦

【明屋書店川内店】☎0996-22-2700
【ローソンチケット】☎0570-084-008
（L コード 82715）

主
後

催／公益財団法人 摩川内市民まちづくり公社
援／ 摩川内市・ 摩川内市教育委員会・ 摩川内市国際交流協会・NPO 法人
南日本新聞社・MBC 南日本放送・FM さつませんだい
企画協力／一般社団法人 落語協会 制作協力／株式会社 Regalot

お問合せ
アクス

QR

〒895-0011

摩川内市文化協会・

公益財団法人 薩摩川内市民まちづくり公社 文化施設課

整理券に連絡先（お名前・お電話）
のご協力をお願いします
体調の悪い方は来場をご遠慮ください
受付で検温し、37.5 度以上の時は入場できません
マスクの着用をお願いします

※未就学児は入場できません。託児サービス
（無料）
をご利用ください
（利用時間 13：30 ～ 15：30）
※会場近くの鹿児島純心女子大学を臨時駐車場としてご利用になれます
（利用時間 12：30 ～16：30）
※サポートの必要な方は、事前にお申し出ください

☎0996-20-7570 http://satsumasendai.or.j p/

ACSタイムは、 摩川内市民まちづくり公社の管理施設・行事について掲載しております。ホームページも随時更新中!!
★http://satsumasendai.or.jp ★E-mail machi＠satsumasendai.or.jp ★Twitter ＠satsusen＿machi

◆せんだい宇宙館◆
☎：0996- 31-4 477

市民星空観望会

http://sendaiuchukan.jp

開館時間：10：00〜21：00（入館は20：30まで）
休 館 日：月曜日
（ただし祝日の場合は翌日休館）
住
所：〒895-0005 薩摩川内市永利町2133番地6
入館料／高校生以上：500円、小・中学生：300円
【年間入館券】高校生以上：1,000円、小・中学生：500円
★新型コロナウイルス感染拡大防止のため一部施設での
利用制限をお願いいたします

詳細はホームページまで

「月面X」観察会
月面にこの時だけ現れる「X（エックス）」の文字を観察しよう！

◆日 時：2月19日（金）18：00～21：00
◆場 所：せんだい宇宙館 観測室
◆申込み：不 要
◆料 金：入館料が必要です
★参加者多数の場合は入場制限をさせていただきます
★雨天・曇天時は中止となります

☎：0996-22-3542 fax：0996-21-1289 http://lib.satsumasendai.jp

わくわく図書館

「おはなしひろば」ボランティア募集

楽しいムーミン一家「ニョロニョロの秘密」
たまごにいちゃん「こんにちは たまごにいちゃん」 ほか1話
日本の昔ばなし「だんまりくらべ」ほか1話
無料
を上映します。

◆日
◆場
◆対
◆定

時：2月27日（土）10：00～
所：中央図書館 3階研修室
象：中学生以下（保護者可）
員：先着15名程度（申込不要）

開館時間：8：45〜21：00
休 館 日：毎月第4木曜日
（ただし17：00〜21：00は開館）
住
所：〒895-0076 薩摩川内市大小路町14-5

です

わくわく図書館と
♪パネルシアターのじかん♪
参加者の方へ

中央図書館の「おはなしひろば」で、幼児や保護者へ読み
聞かせをしていただけるボランティアを募集します。

◆期 間：4月～令和4年3月
（日時や回数は要相談）
◆対 象：中学生～一般（市内在住の方）
◆募集期間：～2月19日(金）まで
◆申込方法：中央図書館に備え付けの申込用紙

♪パネルシアターのじかん♪
パネルボードを舞台に、キャラクターが動く
パネルシアターを開催します！

新型コロナウイルス感染拡大防止のため
お願いします
★レジャーシートの持参
★マスクの着用

入場無料
です

◆日 時：2月6日（土）10：30～11：00
◆場 所：中央図書館 3階研修室
◆定 員：先着15名程度（申込不要）

川内歴史資料館 工作教室
事業報告

「まゆ玉干支人形作り」

日 時：令和2年11月29日（日）10：00～11：30
場 所：川内歴史資料館 研修室
参加料：200円
参加者数：11人
毎年恒例の、 まゆ玉干支人形作り教室を開催しました。 今
回は、 来年の干支 （丑） を 1 人 2 個作りました。 皆さん黙々
と作業に集中していましたが、 出来上がった作品を鑑賞する
ときは、 和やかに楽しい時間を過ごされていました。

市民参加型ミュージカル「天孫降臨
まちづくり公社神々の秘密
からのお知らせ 」公演中止のお知らせ
公社の管理施設では、新型コロナウイルスの感染拡大を防

館を制限させていただく場合がございます。なお、入館の

止するため、管理施設の利用制限や予定しておりますイベン

際には、マスクの着用とこまめな手洗い、手指消毒に御協

ト・講座等が中止となる可能性がございます。

力をお願いします。最新の情報につきましては、公社ホー

掲載しているイベント等の情報は1月18日現在の情報で

ムページ、Twitter等でご確認ください。

す。実施については変更になる場合がございます。
また、御来館の皆様と関係スタッフの安全を第一に、入

皆様の御理解と御協力をお願いします。

◆川内歴史資料館 ◆
☎：0996-20-2344

◆川内まごころ文学館◆

http://rekishi.satsumasendai.jp

☎：0996-25-5580 http://bungaku.satsumasendai.jp

開館時間：9：00〜17：00（入館は16：30まで） 休 館 日：月曜日
（ただし祝日の場合は翌日休館）
住
所：〒895-0072 薩摩川内市中郷2-2-6
入館料／【資料館】大人：200円、小・中・高校生：100円

はまぐり

臨時休館

工作教室

川内歴史資料館は、企画展撤収のため臨時休館いたします。

◆日 程：2月2日（火）
◆場 所：川内歴史資料館
川内歴史資料館講演会

摩川内市の戦争遺跡について

◆日 時：3月6日（土） 13：30～15：00
◆講 師：八巻聡氏（知覧特攻平和会館 専門員）
◆場 所：川内歴史資料館 研修室
◆料 金：無 料 ◆定 員：先着30名
◆申込期間：2月23日（火/祝）～3月5日（金）
◆申込方法：来館、電話

蛤の貝殻で男雛と女雛を作製し、竹筒で作った台に吊る
して飾ります。

（受付は9：15～）

◆場 所：川内歴史資料館
研修室
◆対 象：どなたでも
（小学生以下は保護者同伴）

◆定 員：10名
◆参加料：300円（要申込）
◆持ってくるもの：筆記用具、グルーガン
※グルーガンは持参できる方

◆申込期間：2月12日（金）～2月26日（金）
◆申込方法：来館、電話

「日本書紀」編纂1300年記念トピック展示

『日本書紀』編纂の時代と 摩川内
～南九州の神話の地～

名作シネマ上映会

◆期 限：～3月21日（日）
◆場 所：川内歴史資料館 1階ロビー
◆入館料：無 料

新田神社

トピック展示
やつはし まき え

ら でんすずりばこ

華やかな八橋蒔絵螺鈿硯箱
（模作）
と絵葉書
◆期 限：～3月28日（日）
◆場 所：川内歴史資料館
2階展示室
◆入館料：有 料
歴史講座

◆日
◆場
◆講

蛤ひな人形作り

◆日 時：2月27日（土）
9：30～12：00

※2月3日（水）から通常開館します

特攻兵、特攻基地のほか
お話しします。

【文学館】大人：300円、小・中・高校生：150円

◆場
所：川内まごころ文学館 多目的映像ホール
◆定
員：47名（申込制／要予約）
◆料
金：無 料
※開場は30分前
◆対
象：どなたでも可
◆ 申込方法：電話
◆ 申込期間：1月22日（金）～ ※定員になり次第終了

都
2/20 古
時 間／10：00～11：45
（土）

【監督】中村登 【原作】川端康成
【出演】岩下志麻、宮口精二、中村芳子 他

八橋蒔絵螺鈿硯箱
（模作）

摩川内市の伝説を考える

時：3 月 14 日 （日） 13：30～15：00
所：川内歴史資料館 研修室
師：森田清美氏

2/21 伊豆の踊子
（日）

時 間／10：00～11：27
【監督】西河克己 【原作】川端康成
【出演】吉永小百合、高橋英樹、浜田光夫 他

（鹿児島県民具学会会長）

◆ 対 象： ど なた でも
◆ 定 員：3 0 名 （要申込）
◆ 受講料：200円
◆申込期間：2月16日（火）～3月13日（土）
◆申込方法：来館、電話（0996-20-2344）
※定員に満たない場合は当日も受付
今年度最後の
「歴史講座」となります
令和3年度も
よろしくおねがいします！

特別企画展・予告

郷土を彩る芸術家たち
筆記用具の
準備を
お願いします

川内文化ホールの緞帳のデザイン原画（山口長男）を
中心に当市のもつ豊かな文化的風土を紹介します。

◆期 間：3月9日（火）～5月9日（日）
◆場 所：川内まごころ文学館
2階常設展示室と企画展示室
◆入館料：有 料

事業報告

川内文化ホール閉館記念

日 時：令和2年12月27日（日）
開演13：30 終演16：10
場 所：川内文化ホール 大ホール
参加料：無 料
来場者数：600人

令和 2 年 12 月に利用を終了する川内文化ホール大ホール
に感謝の気持ちを込めて、 さよならコンサートを開催しました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 マスク着用と座
席半分の入場制限をとらせていただきました。 太鼓演奏、コー
ラスに落語、 ポップミュージック、 バンド演奏など、 途中に休

主催者あいさつ
当公社理事長
今吉美智子

会場の様子
来賓あいさつ
摩川内市長田中良二様

憩をはさみながら、 約 3 時間のコンサートとなりました。
多くの方に来場いただき、 来場者アンケートには 「感動し
ました」 「涙がでました」 など、 たくさんの感想をいただき
ました。
最後の時を惜しみつつも、 この日、 大ホールは 54 年間の
幕をおろしました。 ありがとうございました。
（文化ホール会議室は令和 3 年 3 月までご利用可能です）

落語のテーマ解説
摩川内顕彰会長中俣知大様

落語家 桂竹千代

混声合唱団 （市内合唱団による編成）
コーラスぶらんこ 川内市民合唱団
フローレス ・ヴォーチェ
摩川内市少年少女合唱団

川内文化ホール閉館事業「さよならコンサート」
を開催しました。コロナ禍お客様に来ていただける
のか不安もありましたが、開場するとまたたく間に
席が埋まりました。
舞台の幕が上がると、気合のこもった太鼓演奏や、
照明と映像を背景に歌う姿に涙が流れてきました。
さらに生バンドの迫力に、改めて音楽のすばらしさ、
すごさを体感しました。
ホールを去るお客様からも、笑顔と沢山の「あ
りがとう」をいただき、
とても感動しました。
（内野）

摩川内おどり太鼓

シンガーソングライター 宮井紀行と
PV 出演ダンサー役所之衆 （やっしょんし）

クインロール ・ オーケストラ

