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川内文化ホール
大ホール

開場 12 ： 30
開演 13 ： 00
入場料 ： ３００円
（全席自由席 ・ 税込）
プレイガイド ：

★GUEST★
Ryu-ne’ z 2013 グランプリ受賞
Sonic.Movement.Time.
2014 特別賞

野間口航蔵

2014 準グランプり受賞

★イラストデザイン★
川内商工高校インテリア科 5 名

川内文化ホール

後援

薩摩川内市 薩摩川内市教育委員会 薩摩川内市生涯学習推進本部 南日本新聞社 薩摩川内市国際交流協会 薩摩川内市文化協会
薩摩川内市芸術協会 薩摩川内市観光物産協会 南日本放送 エフエム鹿児島
（順不同）

協賛

コカ ・ コーラウエストベンディング株式会社薩摩川内支店 ワールドサンフーズ株式会社 明屋書店 京セラ株式会社鹿児島川内工場 川内楽器
花キューピッドふくいち マドンナ モンシェリー松下 リコージャパン株式会社 お肉のまるしょう 日本マクドナルドホールディングス株式会社 3 号線川内店
軽食 & 喫茶アイドル 田苑酒造株式会社 キッチンひまわり （順不同）

問合せ先 文化施設課（川内文化ホール内）TEL 20-7570

第5回サマーミュージックフェスティバルin薩摩川内
出演者15組が決定しました。（ジャンル別）
和太鼓
ロック

鼓衆纏（こしゅうまとい）
The Rainbow After The Rain 響（ひびき）
造園計画実習室 LECHENAULTIA（れしゅのるてぃあ）
サウスシェイカー jookoon（じゅーくーん）
シルバーバック DOMINO（どみの）
ピアノソロ 田中裕巳
弾き語り 山下豊 福元文夫 ICHIKA（いちか）
実行委員会の様子
ダンス
DSA Crazy Doll
文化施設課（文化ホール内）
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
せんだい宇宙館・少年自然の家共催

ペルセウス座流星群観察会
8/12(水)・13(木) 22時～25時

最終受付23時30分

この時期に極大を迎える流星群です。今年は月明かりがなく、好条件です。
開館時間を深夜１時まで延長してご案内します。

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

▼流星群や夏の星座の生解説
▼親子で流れ星を数えよう
▼夏休みの自由研究に

※寝転がって観察しますので、マットやレジャーシートをご持参下さい

せ ん だい 宇宙館

℡：31-4477

入 館 料
年間入館券

▼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

トピック展示

戦後復興を写真で見る
～ふるさと川内～

7/28（火）～10/4（日）
昭和20年代、川内地域の戦後復興を
テーマにした写真をパネルでご紹介します
場 所
入場料

川内歴史資料館
無料

問合せ
祇園まつりの山車（昭和29年）
申込先 文化施設課（川内文化ホール内） TEL：20-7570
『写真で見る昭和の川内市』より転載

1階ロビー

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）

二十四の瞳

日本の悲劇

8/22（土）
14：00～16：34

昭和29年（1954）

昭和28年（1953）

原作 壺井栄
監督・脚色 木下惠介
出演 高峰秀子 天本英世
八代敏之 木下尚寅 ほか

8/23（日）
14：00～15：56

監督・脚色 木下惠介
出演 望月優子 桂木洋子
佐田啓二 高橋貞二
上原謙 ほか

■問合せ先 ☎ 25-5580(川内まごころ文学館)
川内歴史資料館
川内まごころ文学館

わがまち川内歴史講座

新しい視点から見る 8/29（土）
13：30～15：00
薩摩藩英国留学生
チャレンジ
講 師：鹿児島県歴史資料センター黎明館
クイズ
学芸課主査 町田剛士先生
夏休 み

8/30 （日）まで

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

参加者には記念品
をプレゼント！

8月30日（日）まで
場 所 川内まごころ文学館 1階常設展示室内
入館料 大人300円 小学生～高校生150円

＊入館料が
必要です

（rekishi@po4.synapse.ne.jp）

募集期間：7/25～前日まで
＊メールの場合は、氏名、住所、TEL、年齢を記載のこと

夏休みおはなし会
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

８/７（金）

10：30～11：00
川内歴史資料館 研修室

「川内市亀山国民小学校運動会」昭和17年

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

川内歴史資料館戦後70年企画展

8/23（日）まで
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

＊事前申し込みは
必要ありません

語り継ぐ

戦争の記憶

7/28（火）～10/4（日）

薩摩川内市に暮らす人々の日常に焦点を当て、戦
時中の暮らしぶりや変化を資料と共にご紹介します。
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

川内歴史資料館講演会

戦後70年

いま語る“戦争の記憶”

戦争体験者の目に映った戦争とその時代についてお話いただきます

8/9（日）

13：30～15：30（予定）
＊13：00開場

場 所
聴 講
定 員
整理券

川内歴史資料館研修室
無料
60名
開場時に配付
「応召軍人武運長久 祈願記念撮影」昭和13年（個人蔵）

入館料の一部無料

川内歴史資料館・川内まごころ文学館では、土曜・日曜・祝日のみ、小学生～高校生は
入館料無料です。地域の歴史や文化・芸術などの学習にご利用ください。
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

◆夏休み特別上映◆ 座席数95席 無料
8/8（土）14：00～16：18

＊13：30より整理券配付

8/15（土）14：00～15：28

河童のクゥと夏休み

火垂るの墓

平成19年

昭和63年

原作 木暮正夫
脚本・監督 原恵一
声の出演 冨澤風斗 横川貴大
田中直樹 なぎら健壱 ほか
ⓒ2007木暮正夫/「河童のクゥと夏休み」製作委員会

事業報告

原作 野坂昭如
脚本・監督 高畑勲
声の出演 辰巳努 白石綾乃
志乃原良子 ほか
川内まごころ文学館

薩摩川内コンサート

TEL：25-5580

7 月 18 日（土）開演 15 時
川内文化ホール

霧島国際音楽祭出演のアーティスト4名によるクラシックコンサートを開催しました。「『愛の讃歌』の
チェロバージョンが聞けて嬉しかった」「オーケストラとは違うソロの良さ、とても素晴らしかった」
「なじみのある曲から冒険的な曲まで幅広く聞かせてくださりありがとう」と来場アンケートには、生
演奏の音の素晴らしさと一流の音楽家の演奏を地元で聴くことが出来た喜びにあふれていました。ヴァ
イオリンの神谷さんが客席から演奏しながら登場する演出には「夢のように優雅な気持ちになれました」
と、また演奏前のアーティストによる曲解説が「わかりやすい」と好評でした。

終演後のサイン会

休憩時間には亀山小学校金管バンドによる
演奏があり、元気な演奏に拍手喝采でした

文化施設課（川内文化ホール内）

第30回 国民文化祭・かごしま2015
自分よりも
若い母に
会いに行く

入来
坂元しげき

孫帰り
風呂場の金魚
あくびする

以前から気になっていた店へ行った。山手の田
んぼ近くの集落に店はあり、ひらひらと風を受け
る小さなイタリア旗が目印。
オラキエッタ、ラグー、ベルデソース・・・料理名
に期待は高まる。グリッシーニ、ライ麦、フォカッチ
ャの３種パン、羊と豚のソーセージも手作り。中で
もカンノーリは絶品だった。映画ゴッドファーザー
で有名となった葉巻のようなシチリア菓子で、外
側はパリパリ、ピスタチオとオレンジピールを練っ
た中身はとろり。外に出ると店の子ヤギが脱走し
て駆け回っていた。食で旅した一日だった。

入来
河田 すみれ

編集後記

ストレスを
溜める日はない
桜島

千葉
小園逸郎

「川柳つばさ」
年7月号
第 号より
入来わくわく
番傘川柳会
2015

85

二軒茶屋
安達ヒトミ

10月31日(土)～11月15日(日)

兄妹
素のままで行く
墓参り

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

