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好評発売中

協賛

＊詳細は中面をごらんください

11月21日（土） 開場17：00 開演17：30

問合せ先 文化施設課（川内文化ホール内）TEL 20-7570

夏川りみコンサート～歌さがしの旅2015～
11月21日（土） 開場17：00
開演17：30 川内文化ホール
問合せ先 文化施設課（川内文化ホー
【全席指定】
６，０００円（税込）

＊3歳未満の入場不可。
3歳以上は入場券が必要です。

無料託児
11月6日(金)
プレイガイド 川内文化ホール 川内楽器 富士音響
まで要予約
薩摩川内市観光物産協会（川内駅2F）
ローソン（Lコード87786） イープラス
薩摩川内市芸術協会鑑賞補助券2,000円が使えます

文化施設課

ウイークエンド工作体験

光の万華鏡
10月17日(土)13時～16時
光が虹色に見える万華鏡を作ろう！
特殊なフィルムに光を通す穴をあけます

場 所 せんだい宇宙館
定 員 先着25名
参加料 50円
せ ん だい宇宙館

℡：31-4477

企画展示

天体観測
ひかりのふしぎ展 休止のお知らせ

10月25日(日)まで
場 所 展示室
入館料が必要です
入 館 料
年間入館券

せんだい宇宙館では、大望遠鏡の改
修作業を行うため、天体観測を休止
いたします。なお、展示室は通常通り
ご利用いただけます。

▼小・中学生＝３００円 ▼高校生以上＝５００円
▼小・中学生＝５００円 ▼高校生以上＝１０００円

11月29日（日）8：30～17：00
サンアリーナせんだい メインアリーナ
心も体もリフレッシュ！ふるってご参加ください
編 成
1チーム6名以内
競技種目 一般女子 Aパート50歳未満 先着16チーム
Bパート50歳以上 先着12チーム
一般混成 Cパート50歳未満 先着16チーム
Dパート50歳以上 先着12チーム
＊詳細は申し込み用紙をご覧ください
参加料金 1チーム1,500円

川内プール

10月1日（木）～15日（木）

光のなぞに迫る！

公社杯ソフトバレーボール大会

事業報告

ＴＥＬ0996-20-7570

申込用紙 サンアリーナせんだいほか
申込方法 申込用紙に参加料を添えて
サンアリーナせんだい受付へ
お申し込みください
申込締切 11月17日（火）
申込先 サンアリーナせんだい
■注意■
スポーツ保険には各自で
ご加入ください

今年の夏もたくさんの方に
ご利用いただきました

公園施設課

TEL：25-8282

期 間： 6月20日～9月8日
利用者数：6,712名

災害復旧ボランティアのお礼
8月25日に最接近した台風15号は、薩摩川内市に大きな爪痕を残
しました。
公社の管理する施設、公園でも倒木や施設の雨漏り等多くの被害
を受けました。被害復旧のための後片付けに追われる中、総合運動
公園の体育施設をいつもご利用いただいている川内商工高校の野
球部員、テニス部員の皆様に、野球場やサンドームせんだい、テニス
コートなどの後片付け、清掃作業のご協力をいただきました。
ボランティア作業をしていただいた川内商工高校の皆様に心より
感謝申し上げます。
公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社

寺山いこいの広場
台風一過の朝のようす。千本桜として有名なソメイ
ヨシノの何本かは、強風で倒されました

座席数95席/車いす席あります。 13：30開場（映画に限り、入館料は必要ありません）

真夜中の招待状
昭和56年（1981）

原作
監督
出演

10/24（土）
14：00～16：05

遠藤周作
野村芳太郎
小林麻美 小林薫
高橋悦史 丹波哲郎

虹をつかむ男南国奮斗篇 10/25（日）
平成9年（1997）

14：00～15：52

原作・監督 山田洋次
出演 西田敏行 小泉今日子
吉岡秀隆 田中邦衛 ほか
ほか

■問合せ先 ☎ 25-5580(川内まごころ文学館)
わくわく薩摩川内土曜塾

歴史ウォーキング

10/24（土）

9：30～12：00
資料館を出発し、薩摩国分寺跡ほか中郷町周辺の
史跡を歩いて巡ります
第10回特別企画展
【第30回国民文化祭・かごしま2015応援事業】

“地球B”より…詩人ナナオサカキ展

10月6日（火）～11月29日（日）
薩摩川内市東郷町の出身のナナオサカキは、一時
山本實彦の秘書を務めていたこともあり、市・当館
山本實彦の秘書を務めていたこともあり、当館とも
ともゆかりがあります。
ゆかりがあります。
作品を通して、彼の足跡や生き方、当市とのつながり
をご紹介します。

場 所 川内まごころ文学館 企画展示室
入館料 大人300円 小学生～高校生150円
休館日 10/13、10/19、10/26、11/16、11/24
月曜日、祝日の場合は翌日
川内まごころ文学館

集合場所
参加料
対 象
定 員
募集期間
申込方法

川内歴史資料館
無料
小学5年生～中学3年生
先着20名
10/10（土）～10/23（金）
電話・直接来館
川内歴史資料館

川内歴史資料館・川内まごころ文学館

無料開館とスタンプラリー
10/1（木）～11/15（日）
期間中、無料で展示をご覧いただけます
川内歴史資料館・川内まごころ文学館・旧増田家住
宅の3会場をめぐるスタンプラリーも実施いたします

◆募集◆ まごころ文芸講座受講生

唱歌・童謡の楽しみ
歌詞や作詞・作曲者への理解を深め、歌への気持ちを大切にしな
がら歌います。最終回には、コンサートで練習の成果を披露。
場 所
講 師
開講期間
対 象
定 員
注意事項
受講料

申込期間
申込方法

川内まごころ文学館 多目的映像ホール
齊藤 玲子先生（声楽家）
11月～平成28年3月 第3土曜日10：30～12：00（全5回）
一般
50名（超えたら抽選）
継続受講2年まで。
平成25・26年度に続けて受講された方は応募できません。
無料（文学館・資料館共通年間パスポート（９００円）の購入が
条件。身体障害者手帳をお持ちの方は、パスポートに代えて、
資料代５00円。）
10月18日(日)～10月31日(土)消印有効
往復はがきのみ（１枚につき1名。ファックス、電話等は不可。）
川内まごころ文学館
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

みんなで遊び
に来てね！

薩摩川内市国際交流センター・産業振興センター２０周年、薩摩川内市国際交流協会１０周年記念事業

記念式典、国際交流フェスタを開催します。
開催日
時 間

１０月１０日（土） 会場

国際交流センター

11：00～15：00

☆交流・体験コーナー
１２：００～

食べて・観て・体験して楽しいイベントがいっぱいです。

・英字、ハングル文字の
新聞紙を使って素敵
なエコバッグ作り。
・いろいろな国の出身者と
一緒にスタンプラリー、
外国の切手を使ったカード
作り、折り紙など

☆記念式典
１１：００～１１：３０

☆ステージパフォーマンス
１１：３０～１２：３０
フラメンコ、フラダンス、太極拳、
子どもたちによる英語の歌ほか
＊フラメンコの体験もできます

☆民族衣装試着体験
１２：００～
韓服（大人用、子ども用）
チャイナドレス、サリー
タイ、アオザイなど

☆世界の屋台料理コーナー
１２：００～

©鹿児島県ぐりぶー

韓国料理（チヂミ、海苔巻きなど）
メキシコ料理（タコスなど）、
インド料理、たこ焼きほか
◆申込・お問い合わせ先◆

入場無料

☆「ぐりぶー」
「あおまる」
参加！！

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）
TEL：0996-22-7740
FAX：0996-22-7730
E-mail：kssb＠ninus.ocn.ne.ｊｐ

第30回 国民文化祭・かごしま2015
茶柱も

ティーパックじゃ

拝めない

指宿
迫竹馬

ささやかな
隠し事でも
目が泳ぐ

ポルボロンという焼き菓子があります。キャンディ
ーのように薄い紙でくるまれていて、ほろほろと崩れ
るので包み紙の上からぎゅっと握り固めてから食べ
ます。どんな味か知りたくて修道院のレシピで作って
みました。きつね色に炒った小麦粉とラード、砂糖、ア
ーモンド、シナモンを練った生地を型抜きして焼く。甘
くてサクサクした不思議な食感。
スペインの修道院では、修道女がお菓子を売ってく
れる無人の窓口があり、トルノ（回転扉）でお金を受け
渡しあうそうです。いつの日か現地の味を試してみた
いと思います。（永田）

川内
田中山奥

編集後記

母認知
私をたま～に
想い出し

尼崎
辻鈴音

「川柳つばさ」
年9月号
第 号より
入来わくわく
番傘川柳会
2015

87

鹿児島
平瀬芙蓉

10月31日(土)～11月15日(日)

欲張った
余生道草
して生きる

薩摩川内こころの川柳大会 11月1日（日）会場：入来文化ホール

