
＊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 土 ミニシアター上映 ☆ホバークラフト 投影

2 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

からだのふしぎ
★キャンドルを
　　　　　　作ろう

投影

3 月 休館日

4 火

5 水

6 木 こども
ポイントカード 投影

7 金

8 土 ☆紙ﾄﾝﾎﾞｺﾌﾟﾀｰ 投影 公開

9 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

 -１９６℃…!?
★キャンドルを
　　　　　　作ろう

投影

10 月 ミニシアター上映
かんかん
 かんせい実験室

★キャンドルを
　　　　　　作ろう

投影

11 火 休館日

12 水

13 木 こども
ポイントカード 投影

14 金

15 土 ウィークエンドシアター
「スポットライト」

☆カラフルいくら 投影 特別公開

16 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

電気のパワー！
★キャンドルを
　　　　　　作ろう

投影

17 月 休館日

18 火

19 水

20 木 こども
ポイントカード 投影

21 金

22 土 キッズスペシャル
上映会！ 公開

23 日
キッズスペシャル上映会

＆ガラポン大会！

 ◎気まぐれ!
 ちょこっと大実験? ★時計を分解

24 月 休館日

25 火

26 水

27 木 こども
ポイントカード 投影

28 金

29 土 上映会＆トークショー
☆紙コップ
　　　　クラッカー

投影

30 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

音であそぼう
★キャンドルを
　　　　　　作ろう

投影

31 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（特別整理期間）

約13分

ミニシアター上映

休館日

休館日

ミニシアター上映

休館日

休館日

投影
（要観覧

券）

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

休館日

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

企画展
「ゲーム展
STAGE.2」

企画展
「ゲーム展
STAGE.2」

企画展
「ゲーム展
STAGE.2」

企画展
「ゲーム展
STAGE.2」

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

日 曜 映像ミュージアム 映像ホール 公開ライブラリー

10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

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ

 EVENT CALENDER

2016.10

10 月

天文台 イベントゾーン
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

休館日休館日

ミニシアター上映

休館日休館日

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

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

こどもクッキング 

エコキッズ工作 

アニメ 制作教室 

映像制作教室 

アニメ 制作教室 

映像制作教室 

アニメ 制作教室 

映像制作教室 

アニメ 制作教室 

映像制作教室 

アニメ 制作教室 

映像制作教室 

川口市産品フェア2016  特別無料公開 21日～23日 

◎科学ものづくり 「プラ板でアクセサリー」 

特別ガイドツアー 

◎科学ものづくり 「プラ板でアクセサリー」 

川口市産品フェア2016  特別無料公開 21日～23日 

特別ガイドツアー 

秋のお月見 

～晩秋の月～ 



ＳＫＩＰシティ 10月 イベント情報

★映像ホール
■

★

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2日
　NHKの番組ＨＰ：http://www.nhk.or.jp/archives/ 9日
　埼玉県のＨＰ：http://www.eizou.pref.saitama.lg.jp/library/OnTof01 16日

30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　【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】

 8日(土）・22日（土）受付18：00～18：30　公開18：30～19：30 ※天候不良時は中止

【特別観測会】「秋のお月見～晩秋の月～」 15日(土)  ※詳細はお問い合わせください。

【わくわくワーク】 土曜（22日除く） 14：30、16：00  各50人※未就学児は保護者同伴。

【うきうき探検】 土曜（22日除く） 10：30、15：10　配布時間 20分

埼玉県のおすすめ番組 NHKの新着番組

「繭に情熱をかけて～渋沢宗助・木村九蔵～」
「秋空高く“農民ロケット”　吉田町」「近代養蚕
の父　―木村九蔵―」「買いものの達人になろ
う！」「はじめようスポーツ　みんなで体力アッ
プ！」「みちができる　まちがそだつ　～草加
宿と交通～」「わたしたちの郷土　埼玉」「志野
に生きる　鈴木藏」「植物のデザイン　根・茎・
葉・花～種子　形に潜む秘密」「室町美術」

・樅ノ木は残った　総集編　第一部
・ドラマスペシャル　日本の面影　第一話
・ＥＴＶ2002シリーズ瀬戸内寂聴の人生相談（１）
  第一回
・ざわざわ森のがんこちゃん　２本
・新諸国物語より笛吹童子（第206～210回）
・連続人形劇「プリンプリン物語」（第59・69・70回）
・新日本紀行「富士山麓」「いわき～福島県」
　　「知床～北海道」

番組上映会サンデーアーカイブス

★天文台　夜間観測会 ※中学生以下は保護者同伴。　※天候不良時は中止。

【サイエンスショー】 日曜・祝日（23日除く） 13：40、15：10　約30分

【どきどきサイエンス】 各20人（先着順） 約30分　※小学2年生以下は保護者同伴。

  日曜・祝日（23日除く） 14：30、16：00　「キャンドルを作ろう」 材料費300円

　23日（日） 11：30、14：30、16：00　「時計を分解」　材料費200円

★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

★科学展示室  9：30～17：00　（入館は16：30まで）

『横綱千代の富士～前人未到1045勝の記録』（2003年）他

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）

ドラマ『赤ひげ』（1972年）他

ドラマ『実験刑事トトリ』『そこをなんとか』（2012年）

ＮＨＫ特集『襲撃　スズメバチの恐るべき生態』（1984年）他

【お問合せ】 映像ホール ： 048-265-2591

ウィークエンドシアター １０月上映 大人（高校生以上） ：８００円 / 子供（３才以上） ：５００円

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

彩の国ビジュアルプラザ HP：http://www.skipcity.jp

　　　　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

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/

★ 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 【ゲーム展　STAGE.2】
　（9/10～3/12開催）

小学生・映像制作教室 小学生・アニメーション制作教室

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。

★　こどもクッキング　ハッピーハロウィン♪デコ巻きずし ■　エコキッズ工作　くるみボタンのおしゃれループタイ

１０月８日（土）
ハロウィンにちなんだ
かわいいデコ巻きずしを
作ります。

●開催日　10月８日（土）
●時　間　11：00～13：00
●講　師　松本　綾子氏
　　　　　　　日本デコ巻きずし協会認定デコ巻きずしマイスター

●場　所　実習室
●定　員　20名（事前申込）
●対　象　小学生（2年生以下は保護者同伴）
●参加費　800円
●申　込　定員に達したため申込み終了

１０月２２日（土）
端切れを使って、
くるみボタンを作り、
スエード調のひもに通して
おしゃれなループタイを作ります。

●開催日　10月22日（土）
●時　間　①11：00　②14：00
●場　所　交流室
●参加費　無料
●対　象　小学生以下のお子様
●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を配布します。
※お一人様１枚限り

１５日（土） １４：００開映　「スポットライト 世紀のスクープ」　（2015年/アメリカ/128分/デジタル）

監督：トム・マッカーシー ／ 出演：マーク・ラファロ、マイケル・キートン、レイチェル・マクアダムス、リーヴ・シュレイバー　他

2001年、「ボストン・グローブ」紙の特集記事《スポットライト》の取材チームは、カトリック教会の神父による児童への性的虐待事件を追い始める。
組織ぐるみで隠蔽されてきたその大罪は、なぜ長年黙殺されてきたのか―。第88回アカデミー賞の作品賞と脚本賞に輝いた、衝撃の実話。

映像ミュージアムの機材やセットを使って、
面白動画を楽しく作って公開しよう！（全学年対象）

※申込方法はﾐｭｰｼﾞｱﾑHPをご覧下さい。

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。

★川口市産品フェア2016 特別無料公開 21日(金)～23日(日) 

【科学展示室】    9：30～17：00   （鉄道模型手動運転は期間中も有料です） 

【プラネタリウム※】 ②12：00、③13：30、④15：00 

【科学展示室】   科学ものづくり 「プラ板でアクセサリー」10：00～16：00（常時開催） 他 

【プラネタリウム※】 ①10：30 ②12：00 ③13：30 ④15：00 

〔天 文 台〕   特別ガイドツアー 13：00～14：00 所要時間 20分※天候不良時中止 

【科学展示室】   どきどきサイエンス 「時計を分解」（材料費200円） 他 

〔プラネタリウム※〕 ①10：30 ②12：00 ③13：30 ④15：00 

22日
（土） 

21日 
（金） 

23日
（日） 

※プラネタリウム観覧には無料整理券が必要です。・観覧券は、①②は9：30から、③④は 

 12：00から、1階科学館入口前で各回先着160人に配布（並んだかた1人1枚限り）。 

【星空と朗読】 朗読作品「セロ弾きのゴーシュ」 15日（土）10：30～11：20 

【一般投影】  「コズミックフロント 時間旅行」 

                    土・日・祝（22日・23日除く） 12：00、13：30 木曜 15：30 

                 「ポラリス」 土・日・祝（22日・23日除く）  15：00 

【キッズアワー】 テーマ「お月さまの形はなぜかわる!?」 日・祝（23日除く） 10：30 

上映会とトークショー『さいたまレッドデータブック』  

埼玉県内で絶滅のおそれのある動植物をまとめた「埼玉

県レッドデータブック」。今回は「埼玉県レッドデータブッ

ク」から、熊谷市元荒川にしか生息していない魚「ムサシ

トミヨ」や県の花「サクラソウ」をはじめ、希少な動植物に

スポットを当てます。第一部では１９９９年に埼玉県が企

画した短編映画「さいたまレッドデータブック」を上映し、

第二部のトークショーでは埼玉県立さいたま水族館の矢

辺徹氏、そして埼玉県立自然の博物館の須田大樹氏を

お招きし、お話を伺います。 
 

上：ムサシトミヨ、下：ムジナモ 

★川口市産品フェア2016 特別無料公開 21日(金)～23日(日) 

【科学展示室】    9：30～17：00   （鉄道模型手動運転は期間中も有料です） 

【プラネタリウム※】 ②12：00、③13：30、④15：00 

【科学展示室】   科学ものづくり 「プラ板でアクセサリー」10：00～16：00（常時開催） 他 

【プラネタリウム※】 ①10：30 ②12：00 ③13：30 ④15：00 

【天 文 台】   特別ガイドツアー 13：00～14：00 所要時間 20分※天候不良時中止 

【科学展示室】   どきどきサイエンス 「時計を分解」（材料費200円） 他 

【プラネタリウム※】 ①10：30 ②12：00 ③13：30 ④15：00 

22日
（土） 

21日 
（金） 

23日
（日） 

※プラネタリウム観覧には無料観覧券が必要です。観覧券は、①②は9：30から、③④は 

 12：00から、1階科学館入口前で各回先着160人に配布（並んだかた1人1枚限り）。 

【星空と朗読】 朗読作品「セロ弾きのゴーシュ」 15日（土）10：30～11：20 

【一般投影】  「コズミックフロント 時間旅行」 

                    土・日・祝（22日・23日除く） 12：00、13：30 木曜 15：30 

                 「ポラリス」 土・日・祝（22日・23日除く）  15：00 

【キッズアワー】 テーマ「お月さまの形はなぜかわる!?」 日・祝（23日除く） 10：30 


