
＊内容は変更されることがあります。

048-265-2500 048-265-2591

☆わくわくﾜｰｸ/

★どきどきｻｲｴﾝｽ

1 木 こども
ポイントカード 投影

2 金

3 土 ☆ロコップ PartⅡ 投影

4 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

ぶくぶく
　ぷっくりショー

★てんびんで
　　　　　　　綱渡り

投影

5 月

6 火

7 水

8 木 こども
ポイントカード 休止

9 金

10 土 ☆のぼり人形 投影 公開

11 日 ウィークエンドシアター
「母と暮せば」

番組上映会
サンデーアーカイブス

酸素の七変化
★てんびんで
　　　　　　　綱渡り

投影

12 月 休館日

13 火

14 水

15 木 こども
ポイントカード

16 金

17 土 上映会＆トークショー ☆ストロケット2号 投影 特別公開

18 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

Tobe 高く！
★てんびんで
　　　　　　　綱渡り

投影

19 月 ミニシアター上映 酸素の七変化
★てんびんで
　　　　　　　綱渡り 投影

20 火 休館日

21 水

22 木 こども
ポイントカード

○○実験 投影

23 金

24 土
☆ストロー de
　　　　　正多面体

投影 公開

25 日 SKIPシティ落語会
番組上映会

サンデーアーカイブス
かんかん
　かんせい実験室

★てんびんで
　　　　　　　綱渡り 投影

26 月 休館日

27 火

28 水

29 木 こども
ポイントカード 投影

30 金

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

日 曜

企画展
「ゲーム展
STAGE.2」

企画展
「ゲーム展
STAGE.2」

休館日

映像ミュージアム 映像ホール 公開ライブラリー

「アニメが
うごく」展

※9/4迄開催

メンテナンス
休館

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ

 EVENT CALENDER 2016.9 9 月

天文台 イベントゾーン

9月
彩の国ビジュアルプラザ

　番組・映像

　　　公開ライブラリー
川口市立科学館

ｻｲｴﾝｽﾜｰﾙﾄﾞ
彩の国くらしプラザ

（生活科学センター）
048-268-8000 048-262-8431 048-261-0993

展示フロア/
シアター

シアターラウンジ
ｻｲｴﾝｽｼｮｰ/
◎特別ｲﾍﾞﾝﾄ

プラネタ
リウム

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

秋の特別
イベント

おしゃべり
くらっしー

休館日

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

休館日

ＳＫＩＰシティまでのご案内　　所在地 ： 川口市上青木3-12-18、63

最寄り駅からバスのご案内

総合高校
(下車後徒歩5分)

　ＪＲ京浜東北線

　　　川口駅 川口駅東口 約13分

休館日

休館日

休館日（館内整理日）

休館日
（特別整理期間）

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

ミニシアター上映

企画展
「ゲーム展
STAGE.2」

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

夏休みイベント
くらっしー

マーケットで
お買いもの

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

休館日

ワークショップ 

宇宙の 

教室 

秋のお月見 

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） 

特別ワークショップ 



ＳＫＩＰシティ 9月 イベント情報

★映像ホール
■

★

■

★

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4日
　NHKの番組ＨＰ：http://www.nhk.or.jp/archives/ 11日
　埼玉県のＨＰ：http://www.eizou.pref.saitama.lg.jp/library/OnTof01 18日

25日

期間　９月４日（日）　までやってるよ～！9：30～17：00　入館は16：30まで

期間　9/17（土）～9/19（月・祝）　9：30～17：00　入館は16：30まで

●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　【以下、詳細についてはＨＰをご覧いただくかお問い合わせください】

　　　　　　「ポラリス」 1日（木）15：30

　　　　　　　　　　　　 土・日曜 12：00、13：30

【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。

　　　　　　「ポラリス」（投影延長） 土・日・祝日　15：00

　星空やテーマにそった内容を子ども（小学校低学年向け）に解説します。

　第4回「準惑星～冥王星とその仲間たち～」

　24日（土） 10：30　※申込み不要（1回のみの参加可）

紀行『世界ふれあい街歩き「アテネ」』(2009年) 他

彩の国くらしプラザ(生活科学センター)
歌謡『ＮＨＫ紅白歌合戦 第23回（前）』（1972年）他

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

埼玉県のおすすめ番組 NHKの新着番組

「偉業は今もふるさとの人の胸に　塙保
己一」「木とともに生きる」「復元　旧大澤
家住宅」「日光道中と草加宿」「鳩ケ谷で
も栄えた染物　藍染」「明日の埼玉農業」
「面白鋳物学　～今、鋳物が新しい～」
「動物の生態　ウミネコの生活」「とんぼ
の一生」「地下資源をめぐる生活」

・「赤ひげ」（第1回・第29回）
・少年ドラマシリーズ「白い峠」（第17・18・19回・最終回）
・連続人形劇「プリンプリン物語」（第46～50回）
・大河ドラマ「平清盛」（総集編第三部　海の都）
・キッズ「ざわざわ森のがんこちゃん」（学校へ行くの、い
や）他
・向田邦子ドラマ「胡桃（くるみ）の部屋」（第1・2・3回）
・趣味悠々「悩めるゴルファーのかけこみ道場」（第1～4
回）
・ドラマ「物書同心　いねむり紋蔵」（第7・8話）
・新日本紀行「尾道」「阿波徳島」「松江」

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）

NHK特集『世界の科学者は予見する　核戦争後の地球』（1984年）

ドラマ『雄気堂々～若き日の渋沢栄一～（前）』（1982年）他

9/19(月・祝）10：30～14：30
無料（要入館料）　申込＝事前予約

場所＝映像ミュージアム

毎週土曜日 10:00～12:00
無料（要入館料）  申込＝事前予約

場所＝映像ミュージアム館内

毎週日曜日 10:00～12:00
無料（要入館料）  申込＝事前予約

場所＝マルチメディアコーナー
デジタルゲームの進化の歴史をたどる3回シリーズの展覧会
「あそぶ！ゲーム展」。今回の「ステージ２ ： ゲームセンター
VS ファミコン」では、1983年から1990年までのデジタルゲー
ムを紹介します。全てがプレイ可能！ゲーム音楽のしくみも
詳しく解説します。

スローモーションで遊ぶﾜｰｸｼｮｯﾌﾟです。映像作家・大月壮さんをゲ
ストに世界から注目を集めた代表作「アホな走り集」を実際に制作し
ます。　※申込方法はミュージアムHPをご覧下さい。

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）
※申込方法はﾐｭｰｼﾞｱﾑHPをご覧下さい。

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）
※申込方法はﾐｭｰｼﾞｱﾑHPをご覧下さい。

　　　　番組・映像　公開ライブラリー　（無料）
【お問合せ】公開ライブラリー：048-268-8000

立川志らくの一番弟子であり、落語と音楽の融合や弟子の名前の命名権をネット・オークションに出品するなど、話題に事欠かない立川こしらと、
二つ目でありながら多数の賞を受賞する期待の若手落語家の春風亭正太郎が、ＳＫＩＰシティに登場！

★ 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

ウィークエンドシアター ９月上映 大人（高校生以上） ：８００円 / 子供（３才以上） ：５００円

１１日（日） １４：００開映　「母と暮せば」　（2015年/日本/130分/デジタル）

監督・脚本：山田洋次 ／ 音楽：坂本龍一 ／ 出演：吉永小百合、二宮和也、黒木華、浅野忠信、加藤健一　他

1948年8月9日、長崎で暮らす伸子の前に、3年前の原爆で死んだ息子・浩二が亡霊となって現れた。奇妙だが喜びに満ちた二人の幸せな時間
は永遠に続くように見えたが―　作家・井上ひさしさんの遺志を、山田洋次監督が引き継いで製作したファンタジー作品。

SKIPシティ落語会 大人（高校生以上） ：1,990円 / 子供（３才以上） ：1,300円

企画展 【ゲーム展　STAGE.2】
　（9/10～3/12開催）

特別WS スローモーションで遊ぶ！ 「アホな走り集」制作 小学生・映像制作教室（撮影/編集） 小学生・アニメーション制作教室

２５日（日） １４：００開映　「立川こしら・春風亭正太郎 二人会」

 　　　　　 「コズミックフロント　時間旅行」（新番組）

　　　　　　　土・日・祝日 12：00、13：30　29日（木） 15：30

　　　　　　「スターオーシャン」（投影延長） 土・日曜 15：00

夏休みイベント　くらっしーマーケットでお買いもの　～おつかい体験に挑戦してみよう！～

秋の特別イベント みんなで挑戦！体力チェック＆健康クイズ ～くらっしーと考える“健康ライフ”～

9月は健康増進普及月間、食生活改善普及運動月間です。
家族みんなで、体力測定にチャレンジ！

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

【キッズアワー】 9月10月のテーマ「お月さまの形はなぜかわる！？」

【天文講座】「宇宙の教室 ～太陽系の天体～」（全4回）

★天文台　　※中学生以下は保護者同伴。　※天候不良時は中止。

　各20人（先着順） ※小2以下は保護者同伴。当日科学展示室で受け付け。

【うきうき探検】 土曜 10：30、15：10　配布時間 20分

★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　15分前開場・投影開始5分前に券の販売終了

【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 14：30、16：00　約30分　※要材料費

HP：http://www.skipcity.jp彩の国ビジュアルプラザ

◇◆ワークショップ◆◇ 

●9/17(土) 敬老の日クラフト 

 福を呼ぶ！？まつぼっくりフクロウ 

 

 時間 ①１１：００～ ②１４：００～ （各回約４０分） 

 場所 彩の国くらしプラザ内 実習室 

 定員 各回２０名（要整理券） 

 ※各回1時間前より先着順で整理券配布。 

   お一人様1枚限り 

体力測定、パネル展示＆健康クイズ 
4種類の体力測定にチャレンジ！自分の記録をシートに記入して、健康クイズ

に答えてね。正解した方にはステキな賞品をプレゼント！ 

1日のメニュー作り 
パネルや教材を見てバランスの良い食事について考えながら 

1日の食事メニューを作ってね！ 

夜間観測会  

 10日（土）・24日（土）19：00～20：00 

 受付時間 18：30～19：00 

 無料・先着50人 

17日 

(土) 

から 

11日 

(日) 

まで 

 特別観測会 「秋のお月見」 

 17日（土） 19：45～20：45 

 受付時間 19：15～19：45 

 無料・先着100人 

※天文台イベントの参加方法…上記受付時間に1階科学館入口前で先着順に 

 受け付け（並んだかたのみ）。混雑時は受付時間を早める場合があります。 

上映会とトークショー『礎の人 埼玉の偉人・渋沢

近代日本の礎を築いた埼玉の偉人・渋沢栄一。幕末から

明治・大正・昭和の初期を生き、日本の国のカタチを創っ

ていきました。現代でも多くの経営者をはじめ各界の人た

ちが渋沢栄一に学ぼうとしています。「道徳経済合一説」

や「社会福祉事業」「民間外交」など、現代でも、なお一層

の輝きを増す渋沢栄一が残した数々の偉業。 

今回は渋沢栄一の生涯を辿る映像を上映後、渋沢史料

館館長の井上潤氏をお招きし、お話を伺います。 

【日時】９月１７日（土） 14:00～16:00 

【会場】映像ホール（３００名定員） 

渋沢栄一（渋沢史料館蔵） 


