
048-265-2500 048-265-2591

☆わくわくﾜｰｸ/

★どきどきｻｲｴﾝｽ

1 日 番組上映会
ｻﾝﾃﾞｰｱｰｶｲﾌﾞｽ

水すい実験室 投影 常設展示 シアター上映

2 月 休館日

3 火 ミニシアター上映
◎ジュエル☆
　　スティック制作 投影

4 水 ドキュメンタリー

5 木 こども
ポイントカード 投影

6 金

7 土 ☆ﾁﾘﾓﾝをさがせ!/
ﾎﾟｷﾎﾟｷｽﾈｰｸ 投影

8 日 番組上映会
ｻﾝﾃﾞｰｱｰｶｲﾌﾞｽ

音であそぼう
★動く絵を楽しもう
★金属をﾌｭｰｼﾞｮﾝ

投影

9 月 休館日

10 火 ミニシアター上映

11 水 ドラマ特集

12 木 こども
ポイントカード 投影

13 金

14 土 ●無料開館
県民の日

無料映画鑑賞会 公開

15 日 番組上映会
ｻﾝﾃﾞｰｱｰｶｲﾌﾞｽ

ｷｯﾁﾝで-200℃
の世界！

★動く絵を楽しもう
★金属をﾌｭｰｼﾞｮﾝ

投影

16 月 休館日

17 火 ミニシアター上映

18 水 歌謡特集

19 木 こども
ポイントカード 投影

20 金

21 土 ☆ロコップ/
ｽﾄﾛｰde正多面体

投影

22 日 番組上映会
ｻﾝﾃﾞｰｱｰｶｲﾌﾞｽ

風の力
★動く絵を楽しもう
★金属をﾌｭｰｼﾞｮﾝ

投影

23 月 ◎進め！宇宙エレ
ベーターロボット

★動く絵を楽しもう
★金属をﾌｭｰｼﾞｮﾝ

投影

24 火 休館日

25 水 ミニシアター上映

26 木 こども
ポイントカード

紀行特集 投影

27 金

28 土 上映会
トークショー

◎ロボット製作×
　ロボビンゴ

☆かさぶくﾛｹｯﾄ/
ぴょん!ﾏｸﾞﾈｯﾄ 投影 公開

29 日 番組上映会
ｻﾝﾃﾞｰｱｰｶｲﾌﾞｽ

◎バラしてなっとく、
エンジンのしくみ

★動く絵を楽しもう
★金属をﾌｭｰｼﾞｮﾝ

投影

30 月 休館日

駅名 乗車停留所  のりば　　系統　 行き先 所要時間 下車停留所

　ＪＲ京浜東北線

　　西川口駅
西川口駅東口  　⑤　　西川08

 総合高校先回り

 上青木循環 約9分

 　⑦　　 川19  戸塚安行駅

 　⑦　　 川20  東川口駅南口

 　⑧　　 川23  新井宿駅

 　⑨　　 川18  鳩ヶ谷公団住宅

　埼玉高速鉄道

　　鳩ヶ谷駅 鳩ヶ谷駅西口  　③　　 川18  川口駅東口 約9分

休館日

常設展示
＆

DVD放映

シアター上映
①11:00‐11:30
②13:00‐13:30
③14:30‐15:00
④16:00‐16:30

平日①‐③
土日祝②‐④
※変更の場合あり

常設展示
＆

DVD放映

シアター上映
①11:00‐11:30
②13:00‐13:30
③14:30‐15:00

※変更の場合あり

常設展示
＆

DVD放映

シアター上映
①11:00‐11:30
②13:00‐13:30
③14:30‐15:00

休館日

休館日

　ＪＲ京浜東北線

　　　川口駅

彩の国くらしプラザ
（生活科学センター）

川口市立科学館
ｻｲｴﾝｽﾜｰﾙﾄﾞ

048-268-8000

公開ライブラリー

総合高校
(下車後徒歩5分)

最寄り駅からバスのご案内

約13分

イベントゾーン
展示フロア/

シアター

048-261-0993

川口駅東口

休館日

県民の日
イベント

おしゃべり
くらっしー

休館日

休館日

常設展示
＆

DVD放映

シアター上映
①11:00‐11:30
②13:00‐13:30
③14:30‐15:00
④16:00‐16:30

平日①‐③
土日祝②‐④
※変更の場合あり

休館日

休館日

県民の日　特別無料公開

休館日

企画展
「あそぶ！
ゲーム展」

11月
彩の国ビジュアルプラザ

　番組・映像

　　　公開ライブラリー
048-262-8431

プラネタ
リウム

天文台

ＳＫＩＰシティまでのご案内　　所在地 ： 川口市上青木3-12-18、63

日 曜 映像ミュージアム 映像ホール シアターラウンジ
ｻｲｴﾝｽｼｮｰ/
◎特別ｲﾍﾞﾝﾄ

休館日

休館日

★キッズスペシャルイベント開催★

休館日

休館日

休館日

休館日（館内整理日）

休館日

企画展
「あそぶ！
ゲーム展」

企画展
「あそぶ！
ゲーム展」

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ 11 月 EVENT CALENDER

２倍 

２倍 

２倍 

２倍 

ホリデー 

ワーク 

ショップ 

ホリデー 

ワークショップ 

ホリデー 

ワークショップ 

ホリデー 

ワークショップ 

ホリデー 

ワークショップ 

8 日（日） 

ホリデー 

ワークショップ 



● 8日（日） 【スキップ祭り】　 「コバトンスタンプラリー わくわく探検隊」 開催！！　館内各コーナーのスタンプを全部集めるとプレゼントがもらえます！

※受付で、合言葉「バザール市！」とお伝えいただくと入館料が割引になります。　 大人510円→410円　小中学生250円→200円

● 14日(土)  無料開館！！　県民の日につき、常設展の他、大好評開催中の企画展「あそぶ！ゲーム展」も無料でご覧になれます！

■ 企画展　【あそぶ！ゲーム展  ステージ1  デジタルゲームの夜明け】 ※2016年2月28日（日）迄開催

■

★映像ホール
■ 埼玉県民の日　特別映画鑑賞会 （各回先着３２０名様に整理券を配布）
★ １１月１４日（土）　１１時開映／１４時３０分開映　　『舞妓はレディ』　（２０１４年／日本／１３５分作品／デジタル）　

ＳＫＩＰシティに巨大オープンセットを作り撮影を行った『舞妓はレディ』待望の凱旋上映
入場整理券配布（１人１枚）：１１時上映＆１４時３０分上映ともに９時３０分～映像ホール前にて配布致します。
（ご入場は各回入場整理券の番号順となります。）

■ 上映会&トークショー 【申し込み／お問合せ】０４８（２６０）７７７７
１１月２８日（土）　１４時開演　「映像で辿る　近代日本の建築」 （参加無料：事前申し込み）
１４時～１５時　 映像上映  「明治建築をつくった人びと　コンドル先生と四人の弟子」（２０００年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1日
8日
15日
22日
29日

●料金：科学展示室/一般200円、小中学生100円　プラネタリウム/一般410円、中学生以下200円

★ 科学展示室  9：30～17：00　（券の販売は16：30まで）

 【サイエンスショー】 日・祝日（3日・23日・29日除く） 13：40、15：10

 【どきどきサイエンス】 日・祝日 「動く絵を楽しもう（350円）」「金属をフュージョン（300円）」 各回20人

 【わくわくワーク】 土曜（14日除く） 13：00、14：30、16：00　各回50人

 【うきうき探検】 土曜 10：30、15：10

★ プラネタリウム　定員160人　※15分前開場・投影開始5分前に券の販売終了

 【一般投影】 「コズミックフロント　ファーストスター誕生」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土・日・祝日（14日除く） 12：00、13：30　木曜 15：30

 　　　　　　　　「オーロラを見た恐竜たち」 土・日・祝日（14日除く） 15：00

 【キッズアワー】 11月・12月のテーマ「クリスマス」　日・祝日（14日除く） 10：30

★ 天文台　【夜間観測会】　無料・先着50人　※中学生以下は保護者同伴　※晴天時以外は中止

　開催日（第2・4土曜日）　14日、28日　受付 17：30～18：00　公開 18：00～19：00

※詳しくは、広報かわぐちや科学館HPをご覧いただくか、科学館にお問合せください。

川口市立科学館　ｻｲｴﾝｽﾜｰﾙﾄﾞ 　【お問合せ】　048-262-8431　 ＨＰ：http://www.kawaguchi.science.museum

　　　　番組・映像　公開ライブラリー　（無料）

彩の国ビジュアルプラザ

彩の国くらしプラザ(生活科学センター) 　【お問合せ】　048-261-0993　  ＨＰ：http://www.kurashi-plaza.jp/

ＳＫＩＰシティ 11月 イベント情報

【お問合せ】公開ライブラリー：048-268-8000

HP：http://www.skipcity.jp
★映像ミュージアム　【入館料】大人510円/小中学生250円　【開館時間】9:30～17:00 (入館は16:30まで) 【お問合せ】映像ミュージアム ： 048-265-2500 

【お問合せ】映像ホール ： 048-265-2591

１５時１０分～１６時   トークショー　　ゲスト：鈴木エドワード氏（建築家）

埼玉県のおすすめ番組

「秋の西秩父を歩く」「いかがです・秋の味」 「ドラマ七子と七生～姉と弟になれる日～」

ホリデーワークショップ　 開催日＝毎週土・日・祝（14日を除く）  時間＝14:00～16:00　場所＝ワークショップルーム 　参加料＝無料（要入館料）  申込＝当日会場にて受付

特撮・制作体験ワークショップ ～  瞬間移動を体験しよう！君も今日から映画監督だ！～

撮影方法を工夫することで、簡単に制作できる特撮映像をつくります。アイデア次第でおどろきの映像ができるかも・・・

デジタルゲームの進化の歴史をたどる展覧会。全てのゲームがプレイ可能！ゲームが動く仕組みについても詳しく解説！遊んで学べる展覧会です。

「プロジェクトX　挑戦者たち　妻に贈るダイニングキッチン」他

「ふるさとの伝承　羽黒修験　山の火祭り～山形県　羽黒町～」他

「生きている海岸線」「人間誕生」 ★発掘番組★「銀河テレビ小説 女の遺産 」7本

番組上映会サンデーアーカイブス
キッズタイム11：00～12：00（忍たま乱太郎 他）

番組上映会13:30～15:00頃（下記番組）

「土曜ドラマ　ディロン　第1回」「月曜ドラマ　盲導犬クイールの一生　第1回」

「歌のグランドショー（1968年）」「思い出のメロディー第28回」

「笑いがいちばん　ケーシー高峰」「お江戸でござる（2001年）」他

「春日部市誕生」「木の生命よみがえる」 「探検バクモン　ハンセン病を知っていますか」

「埼玉の箕（み）づくり毛呂山町葛貫の桜箕」 「プロフェッショナル 移植外科医　加藤友朗」他3本

「建造物との対話（文京の文化財）」 「世界ふれあい街歩き オストゥーニ」他4本　他

NHKの新着番組
「埼玉の議会百年」「初秋の終着駅」 「芸術劇場 ある町のある出来事」

年に一度の大感謝祭！ 

お祭りチケットを上手に使って 

楽しく遊んじゃおう。 

楽しく遊ぼう！わくわくゾーン 
大人気のストラックアウト、射的、輪投げに加え 

今年はフリースローとお魚釣りゲームも仲間入り。 

小さい子から遊べる楽しいゲームが盛りだくさん 

作って食べよう！わくわくゾーン 
お祭りの定番、わたがし、ポップコーンのほか 

甘くて美味しいチョコレートフォンデュもあるよ。 

楽しく作って、美味しく食べよう！ 

チケットは 

中学生以下の 

お子様を対象に 

配布します 

11/15（日）ワークショップ 
木の実たっぷり 

デコケーキオブジェ作り 
時間：①11：00 ②13：30 ③15：20 

  （各回約40分） 

場所：実習室 

定員：各回20名（当日先着順） 

パネル展示やDVD上映で、 

埼玉県の魅力をたくさん 

ご紹介します。 

パネルの内容をもとにした 

クイズラリーもあるよ！ 

11月14（土）・15（日） 

9：30～17：00 入館は16:30まで 

11/14 

ガチャガチャキャンペーン 
ブース席を利用すると1日1回 

ガチャガチャがひけるよ！ 

ちょっと豪華な景品がもらえる 

「引換券」や、「ポイント２倍券」も 

たくさん入っています☆ 

ポイントカードをもって 

遊びに来てね。 
（対象：小学生以下のお子様 ポイントカード発行無料） 

キッズスペシャル上映会＆ 

みんなで大ジャンケン大会 
「忍たま乱太郎」「おじゃる丸」など 

みんなの大好きなアニメを上映。 

恒例のジャンケン大会は１日6回 

開催します。どーもくんシアターで 

みんなでワイワイ楽しもう♪ 

場所：どーもくんシアター 

時間：9：40～16：15 
途中休憩あり 

3日（祝）  

カラスを溶かそう！ジュエル☆ス

23日（祝） 

てんこもりサイエンスショー 

24日（振） 
バラしてなっとく、エンジンのしくみ 

30日（日） 
立体パズルをつくろう！ 

 

県民の日 特別無料公開 11月14日（土） 

 ◎科学展示室 開館時間 9：30～17：00 

  わくわく屋台村（４種類の科学工作を体験できます） 10：00 ～16：30 

 ◎プラネタリウム（要無料観覧券） 「コズミックフロント」（約50分） 

  開始時刻 ①10：30  ②12：00   ③13：30  ④15：00 

  ※観覧券は①②は9：30から、③④は12：00から科学館入口前で配布 

 ◎天文台特別ガイドツアー 13：00～14：00  所要時間20分 ※雨天中止 

11/1（日）～11/29（日） 

●03日（祝） 「ガラスを溶かそう！ジュエル☆スティック制作｣ 

●23日（祝） 「進め！宇宙エレベーターロボット」 

●29日（日） 「バラしてなっとく、エンジンのしくみ」 

イベントが 

盛りだくさんの 

1カ月！ 

特別イベント 


