
＊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 ☆飛プラコップ 投影

2 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

ふうせん大実験 ★ｽﾗｲﾑをつくろう 投影

3 月 休館日

4 火 ☆飛プラコップ 投影

5 水 ★ｽﾗｲﾑをつくろう 投影

6 木 ☆飛プラコップ 投影

7 金 ★ｽﾗｲﾑをつくろう 投影

8 土 ☆飛プラコップ 投影 公開

9 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

ふうせん大実験 ★ｽﾗｲﾑをつくろう 投影

10 月

11 火

12 水

13 木 投影

14 金

15 土 ☆ストロー飛行機 投影

16 日 SKIPシティ落語会
番組上映会

サンデーアーカイブス
空気であそぼう ★ｽﾗｲﾑをつくろう 投影

17 月 休館日

18 火

19 水

20 木 投影

21 金

22 土
ウィークエンドシアター

「帰ってきたヒトラー」
☆かさぶくロケット 投影 公開

23 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

  空気であそぼう ★ｽﾗｲﾑをつくろう 投影

24 月 休館日

25 火

26 水

27 木 投影

28 金

29 土 上映会＆トークショー
　ｾﾞﾛからはじめる
　　　ロープワーク

★ｽﾗｲﾑをつくろう 投影

30 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

　ｾﾞﾛからはじめる
　　　ロープワーク

★ｽﾗｲﾑをつくろう 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

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ

 EVENT CALENDAR 2017
4 月

天文台 イベントゾーン

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

春休み
イベント

おしゃべり
くらっしー

休館日

春休み
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

プラネタ
リウム

4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

日 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

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

※15日から開催

企画展
大おじゃる丸博

企画展
大おじゃる丸博

MEC
Award
2017

メンテナンス
休館

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

GWイベント
おしゃべり
くらっしー

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

休館日

ミニシアター上映

休館日

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

特設コーナー

｢ありがとう京急デハ230形

236号～また 会う 日まで～｣

4/22(土) ～ 5/21(日)

※5/3(祝)を除く

ワークショップ



ＳＫＩＰシティ4月 イベント情報

★映像ホール

■ SKIPシティ落語会 「春風亭一之輔・三笑亭夢丸 二人会」　★16日（日）14：00（開場13：30） 大人（高校生以上）：２７００円／子供（小学生以上）：１５００円

■ ウィークエンドシアター ４月上映　『帰ってきたヒトラー』　★22日（土）14：00 （開場 13：30）　 大人（高校生以上） ：８００円／子供（３歳以上）：５００円

■ 上映会とトークショー　「秩父の民俗　クレ祝儀・モライ祝儀」　★29日（土・祝）14：00～16：00　 【申込み / お問合せ】 048-260-7777

14:00～14:45　映像上映 「秩父の通過儀礼その４　―クレ祝儀・モライ祝儀―」 （1982年） / 14:55～16：00　トークショー　ゲスト：西村敏也氏（武蔵大学講師）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2日
9日
16日

　NHKの番組ＨＰ：http://www.nhk.or.jp/chronicle/opl/ 23日
　埼玉県のＨＰ：http://www.eizou.pref.saitama.lg.jp/ 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）

【サイエンスショー】 日曜・祝日 13：40、15：10　約30分 【一般投影】 星空の生解説と季節ごとに変わる番組

【わくわくワーク】 1日（土）・4日（火）・6日（木）・8日（土）　13：00、14：30、16：00 　春番組「オーロラ　夜空を彩る光のダンス」

　15日（土）・22日（土）　14：30、16：00　約20分 各50人 ※未就学児は保護者同伴 　　土曜・日曜・祝日 12：00、13：30　木曜（6日除く） 15：30

【どきどきサイエンス】 2日（日）・5日（水）・7日（金）・9日（日） 11：30、14：30、16：00 　　4日（火）～7日（金） 13：30、15：00

　日曜・祝日（2日・9日除く） 14：30、16：00　　約30分　材料費 200円 　投影延長「トゥワールドビヨンド」 土曜・日曜・祝日 15：00

　各20人（先着順） ※小学2年生以下は保護者同伴 【キッズアワー】 3月・4月のテーマ「おおぐま座と北斗七星」

　※当日科学展示室で整理券配布 　　日曜・祝日 10：30　　4日（火）～7日（金） 12：00

【うきうき探検】 土曜 10：30、15：10　配布時間 20分 ★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

　8日(土)・22日(土)　受付 18：30～19：00　公開 19：00～20：00

　5月28日（日） 10：00～11：00　対象 小学4～6年生　材料費 1,000円　定員 10人 　主な観測対象　8日…月、22日…木星　※くもり・雨・強風の場合は中止

　申込方法 科学館ホームページ、または往復はがき　申込締切 5月13日（土）必着 【ガイドツアー】 土曜 10：45～11：15 科学展示室に入場したかた・12人 ※雨・強風の場合は中止

　青木町公園に展示されている京浜急行車両の概要や歴史、映像資料などを展示

　 4月22日（土）～5月21（日）（5月3日除く）　会場 科学展示室内

埼玉県のおすすめ番組 NHKの新着番組
・鉄道シリーズ　東武野田線

・見つけよう！ぼくの夢　わたしの夢

・人生の門出　－結婚式－

・三富新田物語　　・さくら草

・埼玉ニュース（公務員誕生他）

・森の世界　－日本の森探求－

・コケ　陸上生活のパイオニア

・幹細胞とニッチ-見えてきた造血幹細胞のすみか-

・人間がつくり　人間が変えるせんい

１．あまちゃん総集編（13年）

２．あまちゃんファン感謝祭（13年）

３．その時歴史が動いた「水俣病」（09年）

４．美の壷（つぼ）「五重塔」（07年）

５．ざわざわ森のがんこちゃん　２話（02、04年）

６．いねむり紋蔵　２話（1998年）

７．人形劇　笛吹童子　３話（78年）

８．人形劇　プリンプリン物語　12話（79年）

９．新日本紀行「多摩」（65年）、「佐久」（67年）　その他

番組上映会サンデーアーカイブス

ふたりのビッグショー『和田アキ子＆美川憲一』（1993年）他

ハイビジョンスペシャル『特急列車大図鑑』（2003年）
＊都合により上映番組は変更になる場合があります。番組の詳細は館内ポスターをご覧下さい。

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）

ばらえてい　テレビファソラシド『野暮を承知の心意気』（1979年）他

連続テレビ小説『風のハルカ　感謝祭スペシャル！～あの感動をもう一度～』（2006年）

関東甲信越　小さな旅『江戸の時を刻む町　～東京・谷中界わい～』（1986年）他

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/

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）
【お問合せ】公開ライブラリー：048-268-8000

HP：http://www.skipcity.jp

【お問合せ】 映像ホール ： 048-265-2591

１９４５年、史上最悪の独裁者ヒトラー死亡―　の筈が何故か現代にタイムスリップ！そして誤解が誤解を招きまさかのモノマネ芸人デビュー！テ
レビ、インターネットなどあの時無かった物で再び大衆の心を鷲掴み！しかし―　ヒトラーはヒトラーだった・・・　　　（2015年/ドイツ/116分）

★ 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 

小学生・映像制作教室 小学生・アニメーション制作教室

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。

彩の国ビジュアルプラザ

★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　約50分　15分前開場・投影開始5分前に券の販売終了

【募集】 科学ものづくり教室「入門！電気工作」　※詳しくはお問い合わせください。

【特設コーナー】「ありがとう京急デハ230形236号～また 会う 日まで～」

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

数々の賞を受賞し、２０１２年に２１人抜きの大抜擢で真打に昇進、近年では欧州ツアーも精力的に行う一之輔と、落語芸術協会の次代を担う期
待の若手真打、夢丸の二人が、SKIPシティに春風と笑いを呼び寄せます！　※未就学児のご入場はお断りさせていただきます

MEC Award 2017
映像公募入選作品展

（4/9迄開催）

映像分野で活躍する審査員
4名によって選ばれた

入選5作品、佳作11作品の
展示会です。

大おじゃる丸博
～"まったり"のすべて～

（4/15～9/10開催）

NHK Eテレで現在放送中の『おじゃる丸』の
世界が体験でき、大人も子ども楽しめる

体験型の展覧会です。アニメの作り方や、
平安時代のくらしがわかるコーナーもあります。

☆開館記念無料公開 5月3日（祝） ※地下駐車場は有料です。

【科学展示室】 9：30～17：00 わくわく屋台村(ものづくり体験) 10：00～16：00

【プラネタリウム】 春番組「オーロラ」（要観覧券） 【天文台】 特別ガイドツアー 13：00～14：00 

平成２９年度第１回上映会とトークショー

「秩父の民俗 クレ祝儀・モライ祝儀」

秩父地方で昭和30年代まで行われてきた「クレ

祝儀・モライ祝儀」と呼ばれた伝統的な「婚礼」。

人生の節目節目における様々な通過儀礼の中

から今回は「婚礼」にスポットを当て、上映会と

トークショーを開催します。

第一部での上映会後、第二部のトークショーでは、

武蔵大学講師の西村敏也氏をお招きし、お話を

伺います。

映像より 【日時】平成２９年４月２９日（土・祝）１４：００～１６：００

【会場】映像ホール（３００人定員） 【参加】無料（要・事前申込み）

4/1（土）～4/9（日） 4/3は休館日

9：30～17：00 入館は16：30まで

★パネル＆教材展示
食料自給率、フードロス、食の安全性、食文化、マナーなどなど、

食をテーマにしたパネルや教材を展示します。

★見て・触れて・考えて“食のいろいろ体験”
展示パネルや教材を見たり触れたりしながら食に関する6つの

課題にチャレンジ！チャレンジ終了後には、ステキなプレゼント

もあるよ。

時間：9：30 ～ 16：45

★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

春休みイベント くらっしーとお勉強！『食』
～見て・触れて・考えよう！"食のいろいろ”～

4/29（土）～5/7（日）
9：30～17：00 入館は16：30まで

★パネル＆教材展示・ＤＶＤ上映

衣服の素材、お手入れ方法、取り扱い絵表示、衣服の歴史など、

衣生活をテーマにしたパネルや教材を展示します。

★色々な布地を観察してみよう！

綿、絹、毛、麻、レーヨン、ポリエステル、ナイロン、キュプラなど

様々な布地に触れたりルーペで観察してみよう！

★迷路クイズに挑戦！

くらっしーパークの中にできた迷路を進みながら「衣類の取り扱い

絵表示」に関するクイズに挑戦しよう！

多く正解した方には、ステキな記念品をプレゼント！

★みんなのカラーデザインでくらっしーを素敵に変身させちゃおう

くらっしーぬりえにみんなで挑戦！できあがったぬりえは、くらし

プラザに展示します。描いてくれた方には記念品をプレゼント！

★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

ＧＷイベント 知っておきたい衣服のこと
～迷路クイズや観察コーナーで楽しく学ぼう！～

★☆★ワークショップ★☆★
★4/8（土）

ときめきゴージャス☆デコミラー

かわいいパーツでいっぱいデコっちゃおう！

プレゼントにも！

①11：00～ ②14：00～

（所要時間60分） ・実習室

・各回20名（要整理券）

・小学生 ・参加費300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）

★4/30（日）

昔の生活に触れてみよう！

洗濯板でおせんたく

洗濯板を使って、昔の洗濯方法を体験して

みよう！

①11：00 ～ 12：00

②14：00 ～ 15：00

・受付は各回終了時間の1５分前まで

・実習室 ・子どもから大人まで

・時間内自由参加


