
＊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 火

2 水

3 木 こども
ポイントカード

◎ジュエル☆
　　スティック制作

★ビー玉万華鏡
をつくろう！他

投影

4 金

5 土
☆ストロケット2号/
ストロケット3号

投影

6 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

オー！酸素ぉー！
★ビー玉万華鏡
をつくろう！他

投影

7 月 休館日

8 火

9 水

10 木 こども
ポイントカード 投影

11 金

12 土
☆びくびくむし/
いったりきたり

投影 公開

13 日 鉄道の上映会
とトークショー

オー！酸素ぉー！
★ビー玉万華鏡
をつくろう！他

投影

14 月 ★無料開館
無料映画鑑賞会
『沈まぬ太陽』

キッズスペシャル
上映会！

15 火 休館日

16 水

17 木 こども
ポイントカード

投影

18 金

19 土
◎ロボット製作・大
会「ロボゴール」

☆ロコップ/
ハニカムうでわ 投影

20 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

電気のパワー！
★ビー玉万華鏡
をつくろう！他

投影

21 月 休館日

22 火

23 水 ◎バラしてなっとく、
エンジンのしくみ

★ビー玉万華鏡
をつくろう！他

投影

24 木 こども
ポイントカード 投影

25 金

26 土 上映会＆トークショー
☆紙皿まわし/
くるくるたこ

投影 公開

27 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

◎光のｼﾞｭｰｽで遊
ぼう！［事前申込］

★ビー玉万華鏡
をつくろう！他

投影

28 月 休館日

29 火

30 水

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

11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

日 曜 映像ミュージアム 映像ホール 公開ライブラリー
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

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ

 EVENT CALENDAR

2016.11

11 月

天文台 イベントゾーン

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」

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

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

県民の日
イベント

おしゃべり
くらっしー

8Kスーパー
ハイビジョン

シアター

常設展示＆
DVD放映

シアター上映

休館日

休館日

常設展示
＆

DVD放映

休館日（特別整理期間）
ミニシアター上映

休館日

県民の日　無料公開

休館日

休館日

休館日

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

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

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
※変更の場合あり

企画展
「ゲーム展
STAGE.2」

約13分

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

ワークショップ
鉄
道
文
化
祭

サイエンスまつり
～科学のふしぎを発見しよう～

1日（火）～30日（水）

鉄
道
文
化
祭

サイエンスまつり
～科学のふしぎを発見しよう～

1日（火）～30日（水）

アニメ

制作教室

映像

制作教室

映像制作教室

映像制作教室

アニメ 制作教室

映像制作教室

13日

★スキップ

祭り



ＳＫＩＰシティ 11月 イベント情報

★映像ホール
■ ８Ｋスーパーハイビジョンシアター　　入場無料・入場自由　　（主催：ＮＨＫ）

★３日（木・祝）～６日（日）　連日１０：３０～１６：００頃迄　　 上映内容：リオ五輪 総集編／小澤征爾のベートーベン「交響曲第2番」／他
■ 県民の日　無料映画鑑賞会　『沈まぬ太陽』　　　　（2009年／日本／202分）

監督：若松節朗／原作：山崎豊子／出演：渡辺謙、三浦友和、松雪泰子、鈴木京香、石坂浩二、加藤剛、他
■

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6日
　NHKの番組ＨＰ：http://www.nhk.or.jp/archives/ 13日
　埼玉県のＨＰ：http://www.eizou.pref.saitama.lg.jp/library/OnTof01 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　【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】

★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・祝日（3日・23日除く） 13：40、15：10

【どきどきサイエンス】 日・祝日 ①11：30、②14：30（3日除く）、③16：00　各回20人（先着順）

　①②「ビー玉万華鏡をつくろう！（350円）」　③「時計を分解（200円）」

【わくわくワーク】 土曜 13：00、14：30、16：00　各回50人

【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、受付終了。

★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

「コズミックフロント　時間旅行」　土・日・祝日 12：00、13：30　木曜（3日除く） 15：30

「ポラリス」 土・日・祝日 15：00

【キッズアワー】 11月・12月のテーマ「クリスマス」　日・祝日 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　※天候不良時は中止

 【第2・4土曜日】12日（土）、26日（土）　受付 17：30～18：00　公開 18：00～19：00　

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/

２６日（土） １４：００～１６：００　「古代武蔵国「高麗郡」誕生の謎にせまる -高麗郡１３００年-」　
１４：００～１４：５０「生き続ける大陸文化　～高麗の里～」「古代武蔵と高麗人」／１５：００～１６：００ トーク　ゲスト：大東文化大学教授・宮瀧交二氏

上映会とトークショー 【申込み / お問合せ】 048-260-7777

★ 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】ハローダイヤル：03-5777-8600

【お問合せ】 映像ホール ： 048-265-2591
★１４日（月） ①９：３０／②１４：００（各回３０分前に開場）　各回先着３２０名（事前申込：ＷＥＢからお申込み／当日申込み：当日先着順）

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　※11/20  11/27 お休み
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

ふたりのビッグショー『五木ひろし　森進一』（1993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『日本の面影』（1984年）他

【鉄道文化祭】上映会とトークショー

歴史秘話ヒストリア『真田幸村』（2009年）他

埼玉県のおすすめ番組 NHKの新着番組

「古式ゆかしく流鏑馬神事」「冬本番を前に
～ふるさと風物詩～」「豊作祝って　トウカン
ヤ」「食べよう！埼玉のうまいもの」「自動車技
術の歴史　～創造　限りなく～」「移りゆく川口
シリーズ　安行・神根・新郷・戸塚地区」「なみ
だのにぎりめし」「和菓子　－その美と心－」
「有明海の干潟漁」「五島列島の若者組」

・クローズアップ現代「野生動物被害」（14年5月）
・ハイビジョン特集　秩父山中　ムツばあさん（09年7月）
・瀬戸内寂聴の人生相談（02年1月）
・さわざわ森のがんこちゃん（96年11月）
・新諸国物語より　笛吹童子（78年3月）
・ドラマ人間模様「新事件　わが歌は花いちもんめ」（81年
9月）
・連続人形劇　プリンプリン物語（79年7月）
・新日本紀行　新宿（65年）  敦賀、米沢　（66年）
　                                                            その他

番組上映会サンデーアーカイブス

★スキップ祭り （13日）
スタンプラリー開催！合言葉

「バザール市」で入館料割引！

企画展 【ゲーム展　STAGE.2】
　（9/10～3/12開催）

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。

★県民の日無料開館 (14日)
常設展、企画展共に無料！

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。

魅力いっぱい♥彩の国

～くらっしーも知りたい！埼玉のあれこれ～

年に一度の大感謝祭！

お祭りチケットを上手に使って楽しく遊んじゃおう。

楽しく遊ぼう！わくわくゾーン
大人気のストラックアウト、射的、輪投げに加え

フリースローとお魚釣りゲームが仲間入り。

小さい子から遊べる楽しいゲームが盛りだくさん

作って食べよう！わくわくゾーン
お祭りの定番、わたがし、ポップコーンのほか

甘くて美味しいチョコレートフォンデュもあるよ。

楽しく作って、美味しく食べよう！

参加カードは

中学生以下の

お子様を対象に

配布します

11/12（土）ワークショップ

押し花のす＊て＊き

アートフレーム
時 間：①11：00 ②14：00

（各回約40分）

場 所：実習室

参加費：200円

定 員：各回20名（要整理券）

※整理券は9：30より先着順で配布します。

（お１人様１枚限り）

11月12（土）～14（月）

9：30～17：00 入館は16:30まで

パネル展示で、埼玉県の

魅力をたくさんご紹介します。

展示内容をベースとした

クイズ＆スタンプラリー！

たくさん正解した方には、

ステキな記念品をプレゼント

します。

11月１３日（日）「鉄道文化祭」

①上映会とトークショー〔NHKどーもくんシアター〕

・１０時～１１時３０分 「幻の弾丸列車」

・１４時～１５時３０分「東海道新幹線」

・定員：各回１００人(事前申し込みが必要です。）

ゲスト：荒木文宏氏（鉄道博物館）・大石和太郎氏（元国鉄運

転士）

②ペーパークラフト帽子「機関車」を作って持ち帰ろう！

〔NHKリラックスコーナー〕

③「レトロわくわく・手漕ぎトロッコ運転会」〔プロムナード北側〕

大人も楽しめます！

●03日（祝） 「ガラスを溶かそう！ジュエル☆スティック制作｣

●23日（祝） 「バラしてなっとく、エンジンのしくみ」

●27日（日） 「光と色のふしぎ探検！光のジュースで遊ぼう！」

※詳しくはお問い合わせください。

サイエンスまつり ～科学のふしぎを発見しよう～

県民の日 無料公開 14日（月）

◎科学展示室 9：30～17：00

わくわく屋台村（いろいろなものづくり体験） 10：00 ～16：00

◎プラネタリウム（要無料観覧券） 「コズミックフロント 時間旅行」（約50分）

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20分 ※雨天中止

イベントやものづくり体験が盛りだくさんの1カ月！【1日 ～ 30日】

11月26（土）～27（日）

11月１３日（日）「鉄道文化祭」

①上映会とトークショー〔NHKどーもくんシアター〕

・１０時～１１時３０分 「幻の弾丸列車」

・１４時～１５時３０分「東海道新幹線」

・定員：各回１００人(事前申し込みが必要です。）

ゲスト：荒木文宏氏（鉄道博物館）・大石和太郎氏（元国鉄運

転士）

②ペーパークラフト帽子「機関車」を作って持ち帰ろう！

〔NHKリラックスコーナー〕

③「レトロわくわく・手漕ぎトロッコ運転会」〔プロムナード北側〕

大人も楽しめます！

●03日（祝） 「ガラスを溶かそう！ジュエル☆スティック制作｣

●23日（祝） 「バラしてなっとく、エンジンのしくみ」

●27日（日） 「光と色のふしぎ探検！光のジュースで遊ぼう！」

※詳しくはお問い合わせください。

サイエンスまつり ～科学のふしぎを発見しよう～

県民の日 無料公開 14日（月）

◎科学展示室 9：30～17：00

わくわく屋台村（いろいろなものづくり体験） 10：00 ～16：00

◎プラネタリウム（要無料観覧券） 「コズミックフロント 時間旅行」（約50分）

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20分 ※雨天中止

イベントやものづくり体験が盛りだくさんの1カ月！【1日 ～ 30日】


