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薩摩川内コンサート
霧島が誇るトップアーティストが贈る音楽のプレゼント・名曲の花束！

7/18 川内文化ホール
（土）

開場 14：30 開演 15：00

好評発売中

全席自由：2,000円 （税込・当日500円増し）

(C)MasashigeOgata

＊未就学児の入場は不可

[曲目] ブルッフ：8つの小品より
モーツァルト：きらきら星変奏曲
モーツァルト：クラリネット五重奏曲イ長調より
J．S．バッハ：シャコンヌ
モンティ：チャルダーシュ
ルトスワフスキ：ザッハーの主題による変奏曲
モノー：愛の讃歌
ベートーヴェン：クラリネット三重奏曲「街の歌」
ほか
[出演] 三界秀実（クラリネット)
今井彩子（ピアノ)
神谷未穂（ヴァイオリン)
上村文乃（チェロ)
プレイガイド 川内文化ホール 川内楽器 富士音響
薩摩川内市観光物産協会（川内駅2F）
ローソンチケット（0570-084-008 Lコード：85103）
イープラス（ファミリーマート店頭）http://eplus.jp
＊無料託児サービス
6/26（金）までのお申し込みで締め切りました。

会員募集 薩摩川内市芸術協会会員は、鑑賞補助券500円がご利用になれます。
詳しくは、川内文化ホール内事務局まで 年会費：1口2,400円

問合せ先 文化施設課（川内文化ホール内） TEL：0996-20-7570

(C)武藤章

(C)Ikegami

国連で宣言された「国際光年」にちな
み、光の不思議な世界を紹介します。
光は波なのか、粒なのか、光はいつか
ら存在するのか、もし光がなかったら
など、光の正体や謎に迫ります。

場 所
せんだい宇宙館展示室
入館料が必要です
入館特典 「一家に一枚、光マップ」
をプレゼント
＊小学生以上
夏休み科学工作

「ミニプラネタリウム」工作
8月1日(土)

①10時30分～12時00分
②13時30分～15時30分

場 所 せんだい宇宙館・少年自然の家
対 象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定 員 各回先着３０名
参加料 500円 ＊１人１セットのみ
申込期間 7月10日（金）10時～
申込先 せんだい宇宙館
市民星空観望会

土星観望月間

7月1日(水)～7月31日(金)
20時～21時

＊最終受付時間20時30分

土星は環のある惑星で、今年は5月下旬から
9月にかけて観察しやすくなります。
場 所 せんだい宇宙館観測室
入館料 入館料が必要です
＊雨天・曇天は中止

市民星空観望会

七夕と金星木星大接近観察

6月27日(土)～7月8日(水)

20時～21時

（最終受付20時30分）

6月末から7月初めにかけて、明るい2つの惑星が西の低い空で
大接近します。七夕のころの星空の解説とともに宇宙館の
大望遠鏡で観察してみませんか。
場 所 せんだい宇宙館観測室
入館料が必要です ＊雨天・曇天は中止
入館料
年間入館券
▼小・中学生＝３００円
▼小・中学生＝５００円
問合せ
文化施設課（川内文化ホール内）
TEL：20-7570
▼高校生以上＝５００円
▼高校生以上＝１０００円
申込先

(c)CreativeCommons

＊最接近は7月1日

問合せ先

せんだい宇宙館

℡：31-4477

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）

はじまりのみち
平成25年（2013）

7/18（土）

陸軍

7/19（日）

15：20～16：56

昭和19年（1944）

14：00～15：27

監督：原恵一
出演：加瀬亮、田中裕子
濱田岳、ユースケ・サンタマリアほか

原作：火野葦平
監督：木下惠介
出演：笠智衆、田中絹代、東野英治郎ほか

■問合せ先 ☎ 25-5580(川内まごころ文学館)
わがまち川内歴史講座
入場無料

7/18（土）
講

14：25
15：20

トーク （14：00開場）
上映「はじまりのみち」

師

井原慶一郎先生（鹿児島大学教授）
中路武士先生（鹿児島大学准教授）
場 所 川内まごころ文学館 多目的映像ホール
定 員 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
7 / 1 8 （ 土 ）～8/30（日）

キリシタン史料から見る

戦国時代の鹿児島・島津氏

7/25（土）

13：30～15：00

戦国時代の薩摩や島津氏が、宣教師の目にどのよ
うに映ったのか。本市との関係も併せて、キリシ
タン関係史料から解説します。
講 師：当館学芸員 吉本明弘
場 所：川内歴史資料館 研修室
対 象：一般
定 員：70名
受講料：200円を参加時に徴収
申込方法：電話・来館・E-mail
（rekishi@po4.synapse.ne.jp）

募集期間：6/27～前日まで

参加者には記念品をプレゼ ント！

＊メールの場合は、氏名、住所、TEL、年齢を記載のこと

＊入館料が必要です
トピック展示

ふるさとのぼっけもん
開催中～7/26（日）まで
「ぼっけもん（大胆者・剛毅な者・豪傑）」
と呼ばれる人々の
逸話をパネルで
紹介いたします。
「川内市亀山国民小学校運動会」昭和17年

川内歴史資料館戦後70年企画展

語り継ぐ

7/14（火）～8/23（日）
場 所 川内まごころ文学館 2階常設展示室
入館料 大人300円 小学生～高校生150円
土日祝 小学生～高校生は無料
川内歴史資料館講演会

戦後70年 いま語る“戦争の記憶”

8/9（日）13：30～15：30（予定）
場所 川内歴史資料館 研修室
聴講 無料 ＊13：00開場
定員 60名
問合せ先

戦争の記憶

7/28（火）～10/4（日）

西ノ海嘉治郎

場 所 川内歴史資料館 1Fロビー
観覧料 無料

場 所 川内歴史資料館 2階企画コーナー
入館料 大人200円 小学生～高校生100円
土日祝小学生～高校生は無料

夏休みおはなし会
７/２４（金）10：30～11：00
８/７（金） 10：30～11：00

絵本の読み聞かせ、手あそび歌など
読み聞かせボランティアによるおはなし会です
川内まごころ文学館 企画展示室
川内歴史資料館 研修室

出 演 おはなしグループまごころ
対 象 幼児とその保護者
入場料 無料 ＊事前申し込みは必要ありません

川内歴史資料館

TEL：20-2344

川内まごころ文学館

TEL：25-5580

7/26（日）

資料館講座

エコバッグ作り

7/29（水）

資料館講座

貝がらアートフレーム作り ①10：00〜11：30

13：30〜16：00

②14：00〜15：30

場 所：川内歴史資料館 研修室
対 象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
定 員：先着20名
参加料：無料
（ただし大人は入館料が必要）
申込期間：7月10日（金）
〜7月25日（土）
申込方法：電話及び来館

講 師：梅北公子氏

（ＮＰＯ法人かごしま子どもと自然研究所理事）

場 所：川内歴史資料館 研修室
対 象：どなたでも（未就学児は保護者同伴）
定 員：それぞれ先着30名
材料代：1名につき300円
持ってくるもの：エプロン、雑巾
申込期間：7月14日（火）〜7月28日（火）
申込方法：電話及び来館

申込先

図書館講座

TEL：20-2344

夏休み書道教室

フェルトのフォトフレームを作ろう

7/27（月）10：00～12：00
＊受付9：30から

ボタンのかわいいフォトフレームを作り
お気に入りの写真を飾りましょう

8/4（火）9：30～12：00

川内歴史資料館

場 所 川内文化ホール第2会議室
材料代 100円
対 象 小学3年生以上
定 員 先着20名
持ってくるもの 習字道具、新聞紙、
夏休みの課題帳、
筆入れビニール袋、
筆記用具、おてふき
申込方法 電話、直接来館
申込期間 7月13日（月）～前日まで

＊受付9：00から

中央図書館3階研修室
場 所 中央図書館3階券種室
材料代 300円
対 象 幼児～小学生

（小学3年生以下は保護者同伴）

定 員 先着20名
持ってくるもの 写真L判2枚

（ハサミできってもよいもの）

申込方法 電話、文化ホールへ直接来館
＊図書館では申込できません
申込期間 7月13日（月）～前日まで

申込先 文化施設課（川内文化ホール内） TEL：20-7570

第30回 国民文化祭・かごしま2015
鏡みて
笑顔できたら
眼が怖い

東京
永田りりこ

渕上みえ子）

こわれないで
おそらにとどけ
しゃぼん玉

（入来

先日、ある合唱サークルが歌う『森のくまさん』
を聞く機会があった。美しいハーモニーにふと、
高校生の頃の音楽の授業を思い出した。
先生は、ドイツリートが大好きで、大分県民オペ
ラに出演される有名な方だったと記憶している。
1年生の私たちはシューベルトの『楽に寄す』を原
語で猛練習し、その年の卒業式で歌った。本番は
あっという間だったが、聴衆の大絶賛を受け、心
に響く旋律を奏でられた喜びと達成感を味わっ
た。聴衆との一体感も音楽の魅力のひとつだ。

ちほ４歳

編集後記

老いるとは
こういうことかと
ほぞをかむ

慈眼寺
堂下モクレン

「川柳つばさ」
年６月号
第 号より
入来わくわく
番傘川柳会
2015

84

佐賀番傘川柳会
真島清弘

10月31日(土)～11月15日(日)

魔女悪女
みなふくよかな
乳房持つ

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

