
＊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 水

2 木 こども
ポイントカード 投影

3 金

4 土 上映会＆トークショー
キッズスペシャル

上映会
 ◎ぶるぶるﾛﾎﾞｯﾄ
　　　　をつくろう！

☆プラ板で
　　アクセサリー

投影

5 日 無料
開館

キッズスペシャル
＆ガラポン大会

  ｼｬﾎﾞﾝ玉大実験
★羊毛ﾌｪﾙﾄ化
　　　　　大作戦 他

投影

6 月 休館日

7 火

8 水

9 木 こども
ポイントカード 投影

10 金

11 土
 プラスチックの
 　　　　　大変身

★羊毛ﾌｪﾙﾄ化
　　　　　大作戦 他

投影 公開

12 日
ウィークエンドシアター

「日本で一番悪い奴ら」

番組上映会
サンデーアーカイブス

 ◎夢いっぱい
　  ロボットの世界

★羊毛ﾌｪﾙﾄ化
　　　　　大作戦 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
◎ｻｲｴﾝｽｸﾗﾌﾄ｢ﾌﾚ
ｸﾞﾗﾝｽﾊﾞｽﾌｨｽﾞ｣

☆くるふわボール 投影

19 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

音であそぼう
★羊毛ﾌｪﾙﾄ化
　　　　　大作戦 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
◎ｻｲｴﾝｽｸﾗﾌﾄ「花
の卓上ライト｣

☆わゴムでGo！ 投影 公開

26 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

おもいの？かるい
の？どっちなの？

★羊毛ﾌｪﾙﾄ化
　　　　　大作戦

投影

27 月 休館日

28 火 ミニシアター上映

29 日

31 火
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

休館日

休館日

休館日

休館日（館内整理日）

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

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

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

　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
リウム日 曜 映像ミュージアム 映像ホール 公開ライブラリー

常設展示
＆

DVD放映
シアター上映

★１４周年イベント★
くらっしーと考える
お金のあれこれ

おしゃべり
くらっしー

休館日

企画展
「ゲーム展
STAGE.2」

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ

 EVENT CALENDAR 2017
2 月

天文台 イベントゾーン

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

　ＪＲ京浜東北線

　　　川口駅 川口駅東口 約13分 総合高校
(下車後徒歩5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

企画展
「ゲーム展
STAGE.2」

企画展
「ゲーム展
STAGE.2」

ミニシアター上映

休館日

ミニシアター上映

2月
彩の国ビジュアルプラザ

特別展「ロボット～人に、

生物に、近づいていく～」

12（日）まで

天文

講演会

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

映像制作教室

アニメ

制作教室

18日（土）

企画展

トーク

イベント



ＳＫＩＰシティ２月 イベント情報

★映像ホール

■

★１２日（日）　『日本で一番悪い奴ら』　１４：００ （開場１３：３０）

日本一ワルな警察官と裏社会のワルたちのタッグが巻き起こす、“ヤバすぎる事件”を描いたエンターテイメントが誕生！　※これは実話です

監督：白石和彌（『凶悪』）／出演：綾野剛、YOUNG DAIS、植野行雄(デニス)、矢吹春奈、瀧内公美、ピエール瀧、中村獅童

■

14:00～14:50　映像上映　「天才絵師・河鍋暁斎 ～幕末に生まれし画鬼～」（2017年、30分）、舞台インタビュー他

15:00～16:00　トークショー　ゲスト：安村敏信氏（美術史家）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　NHKの番組ＨＰ：http://www.nhk.or.jp/archives/ 12日
　埼玉県のＨＰ：http://www.eizou.pref.saitama.lg.jp/library/OnTof01 19日

26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、詳しくは科学館ＨＰをご覧いただくかお問い合わせください】

【わくわくワーク】 土曜（11日除く） 14：30、16：00　各50人 ※未就学児は保護者同伴。

【どきどきサイエンス】 日曜・祝日 11：30（19・26日除く）、14：30（12日除く）、16：00

　 ※各開催時刻のテーマ等、詳しくはお問い合わせください。

【うきうき探検】 土曜（11日除く） 10：30、15：10　配布時間 20分

★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

冬番組「トゥワールドビヨンド」　土曜・日曜・祝日 12：00、13：30　木曜 15：30

投影延長「コズミックフロント 時間旅行」　土曜・日曜（19日除く）・祝日 15：00

【キッズアワー】 1・2月のテーマ「冬の星とふたご座」 日曜・祝日 10：30

★天文台　【夜間観測会】　無料・先着50人 ※くもり・雨・強風の場合は中止

11日(土)・25日(土)　受付18：00～18：30、公開18：30～19：30 ※中学生以下は保護者同伴。

★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・祝日（12日除く） 13：40、15：10　約30分

ウィークエンドシアター ２月上映 大人（高校生以上） ：８００円 ※R-15+ 15歳以上の方がご覧になれます

2016年／日本／135分

埼玉県のおすすめ番組

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

番組上映会サンデーアーカイブス

１．群書類従　―塙保己一の理念と軌跡―

２．西川材の里を訪ねる

３．鬼はこっち！

４．地球の窓からのぞいてみよう！

５．近代日本画の開拓者「橋本雅邦」

６．川口の年中行事　おびしゃ

７．大宮ニュースNo.13

８．さけが帰ってくる

９．内燃機関から外燃機関へ

１０．船・動力の進歩　―原子力船の話―

１．ＮＨＫスペシャル　羽生善治　人工知能（16年５月）

２．プロフェッショナル　“就活”徹底応援（15年３月）

３．君が僕の息子について教えてくれたこと（14年）

４．こだわり人物伝　漱石「こころ」（07年）

５．俳句甲子園2012

６．たべもの新世紀　タラの芽　山形県（05年）

７．ドラマ　人間模様　ドクターストップ　全５回（1982年）

８．プリンプリン物語（79年）｛５日から公開します｝

９．おーい！　はに丸(88年）

10．新日本紀行　浜名湖（65年）、東上州（66年）　　　　他

キッズタイム11：00～12：00（忍たま乱太郎 他）

NHKアーカイブス（2014年）『再発見　小泉八雲の世界』、他

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/

上映会とトークショー 【申込み / お問合せ】 048-260-7777

★４日（土）　「幕末の絵師・河鍋暁斎」　１４：００～１６：００　　

【お問合せ】 映像ホール ： 048-265-2591

【お問合せ】映像ミュージアム ： 048-265-2500 
企画展

【ゲーム展STAGE.2】
ｹﾞｰﾑｾﾝﾀｰ VS ﾌｧﾐｺﾝ

　（3/12迄開催）

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　※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

企画展ﾄｰｸｲﾍﾞﾝﾄ
 【ｹﾞｰﾑｻｳﾝﾄﾞｸﾘｴｲﾀｰの仕事】

18日（土） 14:00～15:30
無料（要入館料）　場所=映像ホール

NHKアーカイブス（2004年）『小椋佳の世界』『夢であいましょう』、他

ハイビジョン特集（2006年）『関口知宏が行く　ヨーロッパ鉄道の旅　スペイン』、他

1983年から1990年までの
デジタルゲームを紹介しま
す。全てがﾌﾟﾚｲ可能です！

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。

★ 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)

番組上映会13:30～15:00頃（下記番組）

NHKの新着番組

80年代を代表するゲームメーカー
3社のサウンドクリエイターが、

ゲーム音楽や効果音を制作する
仕事について語ります。

常設展、企画展共
に、無料でお楽しみ

いただけます！

 14周年記念
 無料開館！

5日（日）

『写真展 冬・荒川の風景 第二弾』 2月1日(水）～28日(火）

今月のテーマは１月に引き続き

「真冬の荒川」第二弾です。

２月は「立春」とはいえ、まだまだ

寒い日が続きます。厳しい自然は

美しい景観を見せてくれます。埼

玉を代表する川「荒川」の記録写

真を、是非公開ライブラリーでもご

覧ください。 輝く樹氷

三十槌ライトアップ

長瀞天然氷づくり場所：公開ライブラリー内飲み物スペース

特
別
展

開催期間 12（日） まで

◎ 4日（土） 13：00 ワークショップ

「ぶるぶるロボットをつくろう～振動モータのひみつ～」

◎12日（日） 14：00 講演会「夢いっぱいロボットの世界」

【講師】岡本 正行 氏 （ロボットゆうえんち）

【日時】 19日（日） 15：30～16：45

【場所】 プラネタリウム 【定員】 160人

【参加費】 無料（要整理券）

※当日9：30～1階科学館入口で整理券配布

サイエンスクラフト
～大人のための

科学ものづくり教室～

いきいきサイエンス

① 18日（土） 13：00「フレグランスバスフィズ」

② 25日（土） 13：00「反射と透過で魅せる

☆花の卓上ライト」

③ 3月4日（土） 13：00「リーフアクセサリー」

【対象】 一般（高校生以上）※親子可

【定員】 各回12人（先着順）

【参加費】 無料（ただし、要科学展示入場料）

※当日科学展示室で整理券配布

こどもクッキング★プチ

２月４日（土）・５日（日）
9：30～17：00 入館は16：30まで

★パネル展示＆キーワードクイズ
パネルを見ながらキーワードを探して、クイズに答えよう！

記念品もあるよ！

★マネークイズ大会「めざせ！お金博士」
「お金」にまつわるクイズに挑戦！お金博士になれるかも！？

①11：00～ ②13：40～ ③15：10～（各回約20分）

・場所：くらっしーパーク

★おしゃべりくらっしー＠くらっしーシアター
①13：00 ②16：00 ※14：30は通常プログラム

★☆★１４周年イベント★☆★

くらっしーと考える お金のあれこれ
クイズにチャレンジ！お金博士をめざそう！

◆◇◆ワークショップ◆◇◆

２／４（土）
くつしたが大変身！ソックススノーマン

①11：30 ②14：30（所要時間約30分）

・実習室 ・各回25名（要整理券）

・子ども～大人まで

・参加費100円

※整理券は当日9：30より

①②分をまとめて配布

（先着順、１人１枚）

３／４（土）
フルーツいっぱい！かんたんトライフル

・13：30～15：00 ・実習室

・４歳以上～小学生未満のお子様と

その保護者

・12組（事前申込、先着順）

保護者1人につき子ども2人まで

・参加費 １組400円（子ども2人は600円）

※2/12（日）9：30より受付開始

くらしプラザ受付または電話

（048-261- 0993）で

お申し込みを


