
048-265-2500 048-265-2591

☆わくわくﾜｰｸ/

★どきどきｻｲｴﾝｽ

1 日 キッズスペシャル＆
ミニシアター上映

パン’S　キッチン
★地球のかけらを
のぞこう

投影

2 月 休館日

3 火

4 水 水すい実験室
★地球のかけらを
のぞこう 投影

5 木 ●小人無料
ウィークエンドシアター

「ミニオンズ」
こども
ポイントカード

キッズスペシャル　他
イベント

○○実験
★地球のかけらを
のぞこう

投影

6 金

7 土 ☆ストロケット２号 投影

8 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

じしゃくでドーン!!
★地球のかけらを
のぞこう

投影

9 月 休館日

10 火

11 水

12 木 こども
ポイントカード 投影

13 金

14 土 ☆くるくループ 投影 公開

15 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

じしゃくでドーン!!
★地球のかけらを
のぞこう

投影

16 月 休館日

17 火

18 水

19 木 こども
ポイントカード 投影

20 金

21 土 ☆ストロケット 投影

22 日 ウィークエンドシアター
「エール！」

番組上映会
サンデーアーカイブス

ファイヤーマジック
★地球のかけらを
のぞこう

投影

23 月 休館日

24 火

25 水

26 木 こども
ポイントカード 投影

27 金

28 土 上映会＆トークショー ☆ホバークラフト 投影
特別

観測会

29 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

ファイヤーマジック
★地球のかけらを
のぞこう

投影

30 月 休館日

31 火 ミニシアター上映

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

総合高校
(下車後徒歩5分)

休館日

開館記念無料公開

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日（館内整理日）

企画展
「アニメが

うごく」

企画展
「アニメが

うごく」

企画展
「アニメが

うごく」

企画展
「アニメが

うごく」

最寄り駅からバスのご案内

　ＪＲ京浜東北線

　　　川口駅 川口駅東口 約13分

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ 5 月 EVENT CALENDER 2016.5

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

映像ホール 公開ライブラリー

ＳＫＩＰシティまでのご案内　　所在地 ： 川口市上青木3-12-18、63

日

5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

休館日

キッズスペシャル
＆ミニシアター

上映

ミニシアター上映

休館日

ミニシアター上映

休館日

ミニシアター上映

休館日

ミニシアター上映

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

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

消費者の日
イベント

おしゃべり
くらっしー

休館日

おしゃべり
くらっしーGWイベント

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

アニメ 制作教室 

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（撮影） 

アニメ 制作教室 

映像制作教室（編集） 

「火星接近」 

ワークショップ 

体験教室 

２倍 

２倍 

２倍 

２倍 



●

■

■

■

★映像ホール
■

★

★ 22日（日） 14時開映　「エール！」　（2014年/フランス/105分/デジタル） 字幕版

■

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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　未就学児無料　　プラネタリウム 一般410円　中学生以下200円　※未就学児が席を使用しない場合は無料

【サイエンスショー】 日曜・祝日（3日除く） 13：40、15：10　約30分

【どきどきサイエンス】 日曜 14：30、16：00　4日（祝）・5日（祝） 11：30、14：30、16：00

　約30分　材料費 400円　各20人 ※小学2年生以下は保護者同伴 ※当日科学展示室で先着順

【わくわくワーク】 土曜 14：30、16：00　　約20分　各50人　※未就学児は保護者同伴

【うきうき探検】 土曜 10：30、15：10　配布時間 20分　※カードがなくなり次第配布終了

【一般投影】 春番組「スターオーシャン」 土・日・祝（3日除く） 12：00、13：30　木（5日除く） 15：30

 　　　　　　　　投影延長「ジャーニー・トゥ・スペース」 土・日・祝（3日除く） 15：00

【キッズアワー】 5月・6月のテーマ「大きい星座小さい星座」　日・祝（3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

 14日(土)　受付 19：00～19：30　公開 19：30～20：30　主な観測対象…月　※天候不良時は中止

さだまさし！音楽を愛する心のビッグショー （2009年）
新日本紀行　夢は海峡をこえて　～北海道・福島町～（1981年）他

埼玉県のおすすめ番組 NHKの新着番組

「新緑の山々を望む　―関東ふれあいの道
―」「端午の節句へ急ピッチ　加須市」「麦秋」
「上尾の摘田　直播による伝統的な稲作の記
録」「発見！地名の謎」「郷土めぐり　加須市」
「森林の恵み」「Helicobacter pyloriとは　細菌
学的特徴と胃粘膜傷害機序」「ナノサイズの
籠が生み出す不思議な世界　相田ナノ空間プ
ロジェクト」「美唄の汽車」

・アニメ「おじゃる丸ｽﾍﾟｼｬﾙわすれた森のﾋﾅﾀ」
　　　　　　******☆★アニメ★☆******
・「忍たま乱太郎」「おじゃる丸」「わしも」
　「おしりかじり虫」
・少年ドラマシリーズ「白い峠」　6本
・ETV2001「瀬戸内寂聴の人生相談」
・知るを楽しむ「私の、こだわり人物伝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夏目漱石」

番組上映会サンデーアーカイブス

　　　　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

★科学展示室  9：30～17：00　（入館は16：30まで）

★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

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。

5日（子どもの日）　小中学生は無料でご入館いただけます！！

ＳＫＩＰシティ 5月 イベント情報

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

この人「江戸家猫八ショー」 （1985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/

彩の国ビジュアルプラザ

★ 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 

企画展　【アニメがうごく ～アニメーション創造の現場～】 ※2016年4月2日（土）～9月4日（日）開催

アニメーションスタジオ［ディー・エル・イー「鷹の爪」／ポリゴン・ピクチュアズ「亜人」／ボンズ「コンクリート・レボルティオ」］に焦点を当てた展覧会です。

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。

【お問合せ】 映像ホール ： 048-265-2591

ウィークエンドシアター５月上映 大人（高校生以上） ：８００円 / 子供（３才以上） ：５００円

5日（木・祝） 14時開映　「ミニオンズ」　（2015年/アメリカ/91分/デジタル） 2Ｄ 日本語吹替版

声の出演：多田野曜平・青山穣・佐藤せつじ・天海祐希・設楽統・日村勇紀・ＬｉSA・山寺宏一・笑福亭鶴瓶他

28日（土）　開場１３：３０　「円空仏・その魅力を語る」

14:00～15：05　映像上映「漂泊－円空仏のこころ－」（1980年「さきたまの丘」より）他　　　15：10～16:00　トークショー　ゲスト：西口由子氏（埼玉県広聴広報課）

監督：エリック・ラルティゴ/脚本：ビクトリア・ベトス/エリック・ラルティゴ/出演：ルアンヌ・エメラ/カリン・ヴィアール/フランソワ・ダミアン 他

上映会とトークショー 【申込み / お問合せ】 048-264-7777

フランス映画祭２０１５で観客賞を受賞。２０１５年リュミエール賞　最優秀主演女優賞・新人賞を受賞。フランスの田舎町。酪農を営むベリエ家は、高校生のポーラ以外、父も母も弟も耳が聞こえない。ある日ポーラの
歌声を聴いた音楽教師はその才能を見出し、パリの音楽学校のオーディションを受ける事を勧める。彼女の歌声を聴くことのできない家族は、彼女の才能を信じることも出来ずもちろん大反対・・・

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）

金曜ドラマ ツレがうつになりまして。（2009年）他

◎開館記念無料公開 5月3日（祝） ※地下駐車場は有料 

◇科学展示室 ※鉄道模型手動運転は有料 

  わくわく屋台村（科学工作の無料体験） 10：00 ～16：00 

◇プラネタリウム （観覧には「無料観覧券」が必要です） 

  〔内容〕「スターオーシャン」 約50分 〔定員〕各回160人（先着順） 

  〔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〕 約20分 ※雨・強風の場合は中止 

特別観測会 

「火星接近」 

 28日（土） 
※天候不良時中止 

 28日（土） 19：45～20：45  〔受付〕 19：15～19：45 

 〔受付場所〕 1階科学館入口前  

  〔定員〕 100人 〔参加費〕 無料 

 ※上記受付時間に先着順に受け付け 

ゴールデンウイークイベント 
4/29（金・祝）～5/8（日） ５月２日は休館日 

もっと楽しく！自転車ライフ 

●パネル展＆クイズ＆スタンプラリー 
自転車の安全な乗り方や、選び方、楽しいサイク 

リングマップなどをパネルでご紹介します。 

パネル展をもとにしたクイズ＆スタンプラリーも開催！ 

●自転車シミュレータによる安全学習 
リアルな街の走行体験やクイズ問題により、 

安全運転に役立つ「ルールやマナーの 

学習」と「危険予測トレーニング」を 

学べます。 

★ワークショップ★ 

●こどもの日クラフト 

 洋風かぶとを作ろう 
開催日：5月3日（火・祝） 

    ①11：00 

    ②13：30 

    ③15：00 

         （所要時間約30分） 

場 所：実習室 

定 員：各回２０名 

消費者の日イベント 
  5/28（土）～6/5（日） 5/30（月）は休館日 

 
 
 
 

「くらっしータウン」のルールにしたがって、 

ゴミを分別するゲームです。 

上手にできた方には、 

ステキな記念品をプレゼント！ 

日にち：5/28（土）5/29（日）6/4（土）6/5（日） 

時  間：①11：00 ②13：40 ③15：10 

      （各回約20分） 

場  所：くらっしーパーク 

定    員：各回20名 

●パネル＆教材展示、ＤＶＤ上映 
地球温暖化やゴミ問題、３Ｒやエコライフなどを、 

パネルや実物資料を使って紹介します。 

●クイズラリー＆ガラポン抽選会 
環境問題をテーマとした、クイズラリーに挑戦！ 

たくさん正解するとガラポン抽選会に参加できます。 

イベント期間中毎日開催！（休館日は除く） 

●おしゃべりくらっしー 
環境問題や季節の話題で、 

くらっしーと楽しくおしゃべり♪ 

時間：①13：00 ②16：00（各回約20分） 

場所：くらっしーシアター 
 

「 「 
『荒川に遊ぶ』 写真展 

荒川で元気に遊ぶ子供たちをテーマに 

写真展を開催します。荒川の姿を写し続け、 

メッセージを伝えようと活躍する 

「荒川を撮る会」等の作品から厳選した 

20点の作品を大形写真パネルで展示します。 

荒川堤、幼稚園児の昼下がり 

水切りあそび 


