
048-265-2500 048-265-2591

☆わくわくﾜｰｸ/

★どきどきｻｲｴﾝｽ

1 水

2 木 こども
ポイントカード 休止

3 金

4 土 ☆ﾎﾞｰﾙでぴょん♪

5 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

パン’S　キッチン
★海の生き物の
 はなし

投影

6 月 休館日

7 火

8 水

9 木 こども
ポイントカード

10 金

11 土
 ＜特別展開始＞

☆ﾊﾞﾗﾝｽちょうちょ 投影 公開

12 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

  こちら いきもの
  クイズSHOW

★めざせ!チョウ
 はかせ!! 他 投影

13 月 休館日

14 火

15 水

16 木 こども
ポイントカード 投影

17 金

18 土 ☆ｸﾙｸﾙのぼり虫 投影

19 日 ウィークエンドシアター
「大江戸りびんぐでっど」

番組上映会
サンデーアーカイブス

  ◎特別イベント
★めざせ!チョウ
 はかせ!! 他

投影

20 月 休館日

21 火

22 水

23 木 こども
ポイントカード 投影

24 金

25 土 上映会＆トークショー ☆アメンボ 投影 公開

26 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

  こちら いきもの
  クイズSHOW

★めざせ!チョウ
 はかせ!! 他

投影

27 月 休館日

28 火

29 水

30 木
こども
ポイントカード 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

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

総合高校
(下車後徒歩5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

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

消費者の日
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
④16:00‐16:30

平日①‐③
土日祝②‐④
※変更の場合

あり

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ 6 月 EVENT CALENDER 2016.6

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

6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

ＳＫＩＰシティまでのご案内　　所在地 ： 川口市上青木3-12-18、63

日

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

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」

企画展
「アニメが

うごく」

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日（館内整理日）

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

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（編集） 

アニメ 制作教室 

映像制作教室（撮影） 

分別ゲーム 

エコキッズ工作 

分別ゲーム 

休館日 

（特別整理期間） 

夏番組｢ポラリス｣ 

投影開始 

宇宙の教室 

特別展 6/11(土) ～ 7/10（日） 
     た  ん   て  い   し  ゃ 



ＳＫＩＰシティ 6月 イベント情報

■

■

■

★映像ホール
■

★

■

25日（土） 開場 13：30　「廃線物語　さいたまの鉄道」　

14:00～14:45 映像上映「追想　さいたまの鉄道」  /  14:55～16:30 トーク　<ゲスト>鉄道博物館副館長・荒木文宏氏、元国鉄運転士・大石和太郎氏他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5日
12日
19日
26日

★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（19日除く） 13：40、15：10　約30分

【どきどきサイエンス】 日曜 11：30（5日休止）、14：30、16：00　約30分

  要材料費　各20人 ※小2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

★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

　　　　　　　　　　　　　　　夏番組「ポラリス」 土・日曜 12：00、13：30　木曜 15：30

　　　　　　　 　　 投影延長「スターオーシャン」 土・日曜 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」　日曜 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

 11日(土）・25日（土）　受付 19：00～19：30　公開 19：30～20：30　※天候不良時は中止

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

アニメーションスタジオ［ディー・エル・イー「秘密結社 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。

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

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）

～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 

HP：http://www.skipcity.jp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】公開ライブラリー：048-268-8000

【お問合せ】映像ホール：048-265-2591

　【お問合せ】　048-261-0993　  ＨＰ：http://www.kurashi-plaza.jp/

ウィークエンドシアター６月上映 一般：2,100円 /学生・小人（３才以上） ：1,500円

19日（日） 14時開映　シネマ歌舞伎「大江戸りびんぐでっど」　（2010年/日本/103分/デジタル）

作・演出：宮藤官九郎 ／ 出演：市川染五郎、中村七之助、中村勘三郎、中村福助、中村橋之助、中村勘九郎、坂東三津五郎、坂東彌十郎、市村萬次郎、他

「あまちゃん」などの脚本を手がけた宮藤官九郎が歌舞伎に挑戦した衝撃作。時は江戸時代、くさや汁を浴びた死人が“存鼻（ぞんび）”として生き返り、増え続けるこ
とに江戸の町は大騒ぎ。彼らを従わせることに成功した半助は、“ぞんび”を働かせる人材派遣会社を起業、商売は大繁盛するのだが・・・

NHKの新着番組

「荒川」「日本の音を求めて　～尺八・太
鼓～」「シラコバト物語」「所沢」「奥秩父
に香る生葡萄酒」「心に残るあの歌この
歌　童謡の歌を訪ねて」「道もなき道ふ
みわけて」「木と土の王国　青森県三内
丸山遺跡’９４」「古代の年代を決める」
「知を知ろうとする人々（３期生）」

・少年ドラマシリーズ「白い峠」
　（第７・８・９・１０・１１・１２・１３回）
・連続人形劇プリンプリン物語（第２・３・４回）
・ＮＨＫスペシャル　沖縄戦全記録
　（英語版もあります）
・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」他

埼玉県のおすすめ番組

上映会とトークショー 【申込み / お問合せ】 048-260-7777

レッツゴーヤング　さよならキャンディーズ（1978年）他

その時歴史が動いた　百世の安堵をはかれ（2005年）他

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）

少年ドラマシリーズ　白い峠（1977年）他
古代ドラマスペシャル　大仏開眼前編 （2010年）他

消費者の日イベント 

  5/28（土）～6/5（日） 5/30（月）は休館日 

●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 

 
 
 
 

「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 

★☆★エコキッズ工作★☆★ 

トイレットペーパーの芯や端切れを使って、 

おしゃれな三連ペン立てを作ります。 

●時間 ①11：00②13：30③15：30 

    ※各回開始１時間前より整理券を配布 

●場所 実習室 

●対象 小学生以下のお子様 

●定員 各回20名（要整理券） 

プラネタリウム夏番組 プラネタリウム夏番組 

第1回 「岩石惑星～地球とその仲間たち～」 

日時… 25日（土） 10：30～11：20 

場所… プラネタリウム ※申込不要 

今後の日程… 

 第2回 7/23(土) 第3回 8/27(土) 第4回 9/24(土)  

6/11（土）～7/10（日） 

11日（土）から 

きみも身近な自然を楽しむいきもの探偵になろう！特別イベントも開催！ 

 ①「親子自然観察教室」… 7/2（土） ※要事前申込み 

 ②「ザリガニボス救出大作戦!?」… 6/19（日）・7/3（日） 

 ③「特別講演会」… 7/10（日） ※詳しくはお問合せください。   

  た  ん    て  い     し  ゃ 

宇宙の教室～太陽系の天体～（全4回） 

子どもから大人まで、宇宙を学べる天文講座 

〔開催時間〕 9：30～17：00 

〔料金〕 科学展示入場料のみ 

プラネタリウム夏番組 

●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 

『古絵葉書に見る浦和』 写真展 

日本に絵葉書の歴史は、明治33（1900）年10月に私製葉 

書の発行が許可され、雑誌の付録として登場したことに 

端を発すると思われます。明治時代から大正時代にか 

けての都市近郊を中心として市民向上と、各種交通機 

関の発達に伴う行楽ブームはこうした写真絵葉書の発 

行に拍車をかけました。今回の写真展はその写真絵葉 

書の中から浦和に関する 

絵葉書をピックアップして 

展示しています。 

 

埼玉会館 

      浦和地方裁判所 

 
 


