
048-265-2500 048-265-2591

☆わくわくﾜｰｸ/

★どきどきｻｲｴﾝｽ

1 火 ミニシアター上映

2 水 ドラマ特集

3 木 こども
ポイントカード 休止

4 金

5 土 ◎いきいきｻｲｴﾝｽ ☆紙トンボコプター 投影

6 日 ｻｲｴﾝｽﾏｼﾞｯｸ ★ｽﾗｲﾑをつくろう 投影

7 月 休館日

8 火 ミニシアター上映

9 水 歌謡特集
特別

観測会

10 木 こども
ポイントカード

11 金

12 土 上映会＆トークショー ☆飛プラコップ 投影 公開

13 日 ｻｲｴﾝｽﾏｼﾞｯｸ ★ｽﾗｲﾑをつくろう 投影

14 月 休館日

15 火 ミニシアター上映

16 水 紀行特集

17 木 こども
ポイントカード 投影

18 金

19 土 上映会＆トークショー ☆紙皿まわし 投影

20 日 おもいの?かるい
の?どっちなの?

★ｽﾗｲﾑをつくろう 投影

21 月 ウィークエンドシアター
「それゆけ！ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝ」

シャボン玉って
ふしぎ！？

★ｽﾗｲﾑをつくろう 投影

22 火 休館日

23 水 ミニシアター上映

24 木 こども
ポイントカード

ドキュメンタリー
投影

25 金

26 土
◎ﾛﾎﾞｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾞﾗﾝ
ﾌﾟﾘ※要事前申込

☆ホバーＵＦＯ 投影 公開

27 日 からだのふしぎ ★ｽﾗｲﾑをつくろう 投影

28 月

29 火 ミニシアター上映 ☆ホバーＵＦＯ 投影

30 水 ドラマ特集 ★ｽﾗｲﾑをつくろう 投影

31 木
こども
ポイントカード ☆ホバーＵＦＯ 投影

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（館内整理日）

休館日

総合高校
(下車後徒歩5分)

休館日

春休み
イベント

おしゃべり
くらっしー

休館日

春休み
イベント

おしゃべり
くらっしー

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

春休みイベント

おしゃべり
くらっしー

防災フェスタ

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

防災フェスタ

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

最寄り駅からバスのご案内

　ＪＲ京浜東北線

　　　川口駅

ＳＫＩＰシティまでのご案内　　所在地 ： 川口市上青木3-12-18、63

日

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

メンテナンス
休館日

※5日から開催

企画展
「MEC Award

2016
入選作品展」

企画展
「MEC Award

2016
入選作品展」

企画展
「MEC Award

2016
入選作品展」

メンテナンス
休館日

（4/1まで）

3月
彩の国ビジュアルプラザ

　番組・映像

　　　公開ライブラリー

曜 映像ミュージアム 映像ホール 公開ライブラリー

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ 3 月 EVENT CALENDER 2016.3

イベントゾーン
展示フロア/

シアター

048-262-8431 048-261-0993

ｻｲｴﾝｽｼｮｰ/
◎特別ｲﾍﾞﾝﾄ

プラネタ
リウム

天文台シアターラウンジ

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

川口駅東口 約13分

番組上映会 

サンデーアーカイブス 

番組上映会 

サンデーアーカイブス 

番組上映会 

サンデーアーカイブス 

番組上映会 

サンデーアーカイブス 

２倍 

２倍 

２倍 

２倍 

２倍 

｢ｽﾀｰｵｰｼｬﾝ｣ 

投影開始 

休館日 

（特別整理期間） 

「部分日食」 

※ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ 

（屋外）開催 

ワークショップ 

KDDIケータイ教

ワークショップ 

アニメ 制作教室 

映像制作教室（撮影） 

アニメ 制作教室 

映像制作教室（編集） 

アニメ 制作教室 

映像制作教室（撮影） 

アニメ 制作教室 

映像制作教室（編集） 



■

■

■

★映像ホール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6日
13日
20日
27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

【わくわくワーク】 土曜・29日（火）・31日（木）　約20分　（開催時刻は要問合せ）            冬番組「ｼﾞｬｰﾆｰ･ﾄｩ･ｽﾍﾟｰｽ」 土・日 12：00、13：30

　各50人※未就学児は保護者同伴   　　　   投影延長「ｺｽﾞﾐｯｸﾌﾛﾝﾄ」 土・日 15：00

【うきうき探検】 土曜 10：30、15：10　配布時間 20分 　　　　  　　　　 春番組「ｽﾀｰｵｰｼｬﾝ」 土・日・祝 12：00、13：30、

◎いきいきサイエンス 第2回「空気の力を体感～現象で見る空気～」                           木曜(31日除く) 15：30、29日（火）～31日（木） 13：30、15：00

　5日（土） 11：00～12：00　対象 一般（高校生以上）※親子可　定員10人    　　　　投影延長「ｼﾞｬｰﾆｰ･ﾄｩ･ｽﾍﾟｰｽ」 土・日・祝 15：00

　※当日9：30から科学展示室で整理券を配布 【キッズアワー（子ども向け）】  日・祝 10：30　29日（火）～31日（木） 12：00

◎2016 ロボスプリントグランプリ  26日（土） 10:00～14：30 （申込みは20日まで） ★天文台【夜間観測会】　無料・先着50人　※くもり・雨・強風の場合は中止

　対象 科学館・川口工業高校で製作したﾛﾎﾞｽﾌﾟﾘﾝﾀ（ﾗｲﾝﾄﾚｰｽｶｰ）を持参できるかた  12日(土)・26日(土) 受付18：30～19：00　公開19：00～20：00 ※中学生以下保護者同伴

　材料費200円、各20人※未就学児は保護者同伴 ※当日科学展示室で先着順 ★プラネタリウム　定員160人　約50分　15分前開場・投影開始5分前に券の販売終了

★科学展示室  9：30～17：00　（入館は16：30まで）

【サイエンスショー】 日曜・祝日 13：40、15：10　約30分

【どきどきサイエンス】 日曜・祝日・30日（水）　約30分 （開催時刻は要問合せ）

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）

HP：http://www.skipcity.jp

【お問合せ】公開ライブラリー：048-268-8000

埼玉県のおすすめ番組 NHKの新着番組

「春を探して～江戸川堤～」「花の香りに
誘われて」「かわぐちのまつり風土記」
「わがまち春日部」「苦斗の北上超え」
「秩父の名峰　”武甲山”」「この埼玉の
地から」「自然界のつりあい／動物の数
は何できまるか」「奉納・翁」
「放射光／大型放射光施設Spring―8」

・「連続テレビ小説 純と愛」総集編 第1・2部
・「Ｒｕｌｅｓ 美しい数学」＃1～3
・「プロフェッショナル 仕事の流儀
　　がん看護専門看護師 田村恵子」他4本
・「タイムスクープハンター
　　判じ絵！なぞなぞ挑戦状」　他
　　******☆★発掘番組★☆******
　「鳴門秘帖」 第1・12・13・14・21・28・36回

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）

小学生・映像制作教室（撮影/編集）　 日時＝毎週土曜日 10:00～12:00　場所＝ミュージアム館内　参加料＝無料（要入館料）  申込＝事前予約

～映像ミュージアムのカメラと編集機材を使って、映像を制作しよう～　　高学年対象　※申し込み方法は映像ミュージアムHPをご覧下さい。

小学生・アニメーション制作教室　 日時＝毎週日曜日　10:00～12:00　場所＝マルチメディアコーナー　参加料＝無料（要入館料）  申込＝事前予約

～映像ミュージアムの機材を使ってアニメーションを制作しよう～　　全学年対象　※申し込み方法は映像ミュージアムHPをご覧下さい。

★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 

「ドキュメントにっぽんの現場 新生児集中治療室～家族を見つめた60日～」（2007年）他

【お問合せ】映像ホール：048-265-2591

ＳＫＩＰシティ 3月 イベント情報

彩の国ビジュアルプラザ

「NHK特集 子が父からきくせんそうどう話 そしてトンキーもしんだ」（1982年）他

「NHKスペシャル 巨大津波が都市を襲う～東海・東南海・南海地震～」（2011年）他

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/

番組上映会13:30～15:00頃（下記番組）

「ハイビジョン特集　羽田空港大百科 A to Z」（2010年）他

企画展　【MEC Award 2016 入選作品展】 ※2016年3月5日（土）～3月27日（日）開催

映像分野の新しい才能の発掘と制作支援を目的とする公募展「MEC Award」の入選作品５作品を展示します。

■ウィークエンドシアター３月上映 （ママシアター）                                                                                                                                        大人：８００円（高校生以上）／子供（３才以上）：５００円 

★３月２１日（月祝）１０時３０分開映／１２時３０分開映 「それゆけ！アンパンマン」（２０１４年／日本／４８分／デジタル）＆「ママになったコキンちゃん」（２０１４年／日本／２１分／デジタル）  ※２作品同時上映 

 原作者のやなせたかしが自ら原作を手掛ける劇場版最終作。たくさんのリンゴがある島、アップルランドに住むりんごぼうやの憧れは、かっこいいヒーロー。ある日島のりんごが毒りんごに変えられてしまい、 

  りんごぼうやは世界一大きなりんごの実をつける魔法の種を手に入れるべく旅にでることに・・・・・・。 

※ママシアター：ホール内の照明を少し明るくします。授乳コーナー／オムツ替えができるコーナーをご用意致します。どうぞご利用下さい。 

■上映会とトークショー              【申し込み／お問合せ】０４８（２６０）７７７７  ■上映会とトークショー              【申し込み／お問合せ】０４８（２６０）７７７７  

12日 

から 

6日 

まで 

特別観測会 

「部分日食」 

9日（水） 

小型望遠鏡や遮光板で部分日食を観測 （天候不良時は中止） 

9日（水） 10：00～12：05   会場 SKIPシティ プロムナード（屋外） 

※当日会場にお集まりください。※科学館は休館日です。 

3日(木)・10日(木)

は投影休止 

平成２８年３月１２日（土）  開場１３：３０   「映像で辿る 狩野派・川鍋暁斎の世界」  

１４:００～１５:００ 映像上映「暁斎」「近代日本画生みの親 橋本雅邦」 

１５:０５～１６:００ トークショー  ゲスト：山田五郎氏（タレント、コラムニスト、美術評論家） 

平成２８年３月１９日（土）  開場１３：３０   「映像で辿る 琳派・尾形光琳の世界」  

１４:００～１５:００ 映像上映「よみがえる光琳屋敷」「紅梅・白梅・光琳の梅」 

１５:０５～１６:００ トークショー  ゲスト：山田五郎氏（タレント・コラムニスト・美術評論家） 

                         内田篤呉氏（ＭＯＡ美術館館長） 

 

 
公開ライブラリーの端末の横に小さなＰＯＰが 

あります。これは公開ライブラリースタッフの 

イチオシ番組をご紹介している、スタッフ通信 

『こばとも』です。隠れた名作やスタッフが 

個人的に好きな映像、巷で話題のお話などを 

ご紹介しています。初めて公開ライブラリーを 

ご利用される方やいつもと違った番組を 

お探しの方は是非、ご参考になさってくださいね。 

3月号はおひなさま型♪ 

スタッフ通信 

「こばとも」 

２／２７（土） 

～３／１３（日） 

●防災パネル展示  

●非常持ち出し袋を 

  せおってみよう  

●防災グッズ展示 

春休みイベント  ３月１９日（土）～４月３日（日） ３/２２、３/２８は休館日 

 
ワークショップ 
●春のポップアップカード作り 
 日時 ３月５日（土） 

   ①10：00～12：00 

   ②14：00～16：00 
    ※時間内自由参加 

    ※受付終了は各時間帯の15分前まで 

 場所 実習室 

 定員 材料がなくなり次第終了      

●プラ板でオリジナルストラップ 
 日時 ３月20日（日） 

   ①10：00～12：00 

   ②14：00～16：00 
    ※時間内自由参加 

    ※受付終了は各時間帯の15分前まで 

 場所 実習室 

●ＫＤＤＩケータイ教室 
開催日：３月２７日(日) 

時 間：13：30～14：15（45分間） 

対 象：小学生（保護者の観覧も可） 

定 員：25名(事前申込優先) 

場 所：研修室 

申込み：2月27日(土)9：30より受付開始 
（電話またはくらしプラザ受付にて直接申込み） 

イベント期間、毎日開催！ 

●パネル展＆ＤＶＤ上映 

●クイズ＆スタンプラリー 
  

～知らないとマズい?ケータイ・スマホの新常識～ 
ケータイ・スマホをめぐるトラブル事例などを参考に 

便利さの裏の危険性について、学習しよう！ 

 


