
＊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 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

紅葉イロドリ
　　　   サイエンス

★七色ボトルを
　　　　　　　つくろう 投影

2 月 休館日

3 火

4 水

5 木 投影

6 金

7 土
☆ぶんぶん
　　　　キャップごま

投影

8 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

○○実験
★七色ボトルを
　　　　　　　つくろう 投影

9 月 ミニシアター上映 ○○実験
★七色ボトルを
　　　　　　　つくろう

投影

10 火 休館日

11 水

12 木 投影

13 金

14 土 ☆ホバークラフト 投影

15 日
ウィークエンドシアター

『怒り』

番組上映会
サンデーアーカイブス

プラスチックの
　　　　　　　大変身

★七色ボトルを
　　　　　　　つくろう

投影

16 月 休館日

17 火

18 水

19 木 投影

20 金

21 土 上映会＆講演 ☆くるふわボール 投影

22 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

電気のパワー！
★七色ボトルを
　　　　　　　つくろう 投影

23 月 休館日

24 火

25 水

26 木 投影

27 金
 ◎気まぐれ!
 ちょこっと大実験?

28 土

29 日
 ◎気まぐれ!
 ちょこっと大実験? ★時計を分解

30 月 休館日

31 火 ミニシアター上映

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

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

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

休館日

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

日 曜 映像ミュージアム 映像ホール 公開ライブラリー 天文台

048-268-8000 048-262-8431

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

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

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ

 EVENT CALENDAR

2017.10

10 月

展示フロア/
イベントゾーン

彩の国くらしプラザ
（生活科学センター）

048-261-0993

シアター

休館日

休館日

企画展
マジカリアル展

休館日

休館日（館内整理日）

休館日

企画展
マジカリアル展

企画展
マジカリアル展 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

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

ミニシアター上映

人気の
アニメ・ベスト10

スペシャル上映会

休館日

ミニシアター上映

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

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
マジカリアル展

映像制作教室

アニメ 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

映像制作教室

アニメ 制作教室

アニメ 制作教室

こどもクッキング

エコキッズ工作

ちょこっと工作

中秋の名月

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

特別観測

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会

特別観測

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

土星観望会

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

特別観測

特別ガイドツアー

宇宙の

教室⑤

土星観望会

星空と

朗読

投影
（要観覧券）

◎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2017

特別無料公開 27日～29日

☆たね/ﾛｺｯﾌﾟPartⅡ

/ｽﾄﾛ-飛行機

「秩父鉄道ミニ写真展」

１０月１日（日）～１０月３１日

公開ライブラリー

秋の感謝イベント

石川ひとみさん

ミニ・コンサート

１０月２８日（土）



★映像ホール

■ 大人：800円（高校生以上）／子供500円（3歳以上）

2016年／日本／142分／PG-12

■ 上映会と講演

★ 21日（土） 「中山道をゆく」 １４：００～１６：００

１４：００～１５：００ 映像上映「中山道をゆく」／１５：１０～１６：００ 講演 講師：杉山正司氏（埼玉県立文書館館長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1日
8日
15日

  NHKの番組ＨＰ：http://www.nhk.or.jp/chronicle/opl/ 22日
　埼玉県のＨＰ：http://www.eizou.pref.saitama.lg.jp/ 29日

●料金：科学展示室 一般200円　小中学生100円　未就学児無料　　プラネタリウム 一般410円　中学生以下200円　※未就学児が席を使用しない場合は無料

28日（土）受付17：30～18：00　公開18：00～19：00 主な観測対象…月

残忍な夫婦殺人事件が発生。現場に「怒」の血文字を残し、犯人は整形し逃亡を続けていた。

事件から1年、素性の知れない3人の謎の男が、東京・千葉・沖縄に現れた。愛した人は、殺人犯だったのか？それでも、あなたを信じたいー

魔法のような力を使う?!　不思議な存在が出現する?!
マジカリアル展はVR（仮想現実）やAR（拡張現実）といった最先端映像技術を使い、

不可能を可能にする不思議な映像作品の展示会。
見て、体験して、学んで、創造力を拡張させるような驚きが体感できます。

身近な材料を使ってピタゴラ装置を作ろう！
完成したら撮影して公開しよう！

（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。

【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15日（日）　『怒り』　１４：００ （開場１３：３０）

彩の国ビジュアルプラザ

ＳＫＩＰシティ10月 イベント情報

HP：http://www.skipcity.jp

　【お問合せ】　048-262-8431　 ＨＰ http://www.kawaguchi.science.museum

【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/

　　　　番組・映像　公開ライブラリー　（無料）

埼玉県のおすすめ番組 NHKの新着番組
１．剣は語る
２．大空へのロマン　―埼玉航空物語―
３．馬に生きる
４．日光御成街道
５．駅開設100周年　蕨駅の歩み
６．はやおきは千両箱
７．加賀象嵌　中川衛　美の世界　－新たな伝統を創る－

８．落花生
９．新しい鉄
１０．ドキュメント'79　さいたま25時

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スペシャル（2013年）世界遺産　富士山　水めぐる神秘 他

お笑いオンステージ（1980年）人情でしゃばり横丁　前編 他

熱中時間　鉄分補給スペシャル２００９（2009年）鉄道熱中人大集合 他

愉快にオンステージ（1989年）今だから言える？青春時代のオンボロ生活 他

人気のアニメ・ベスト10スペシャル上映会
＊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。

・大河ドラマ「軍師官兵衛」総集編（前編・後編）（２０１４年）

・【発掘番組】鞍馬天狗（３９）江戸騒がせ　その一（１９７０年）

・ＢＳ１スペシャル　憎しみとゆるし　マニラ市街戦その後（２０１４年）

・土曜ドラマ「足尾から来た女」（前編・後編）（２０１４年）

・オトナヘノベル　１０代の体験をドラマに　突然の“炎上”（２０１５年）

・土曜ドラマ「芙蓉の人～富士山頂の妻～」（第四～最終回）

 （２０１４年）

・ドラマ１０「美女と男子」（第５～８回）（２０１５年）

・新日本紀行「北信濃」「南加賀～石川県～」（いずれも１９６５年）

「西津軽」「甲府盆地」「洞爺」（いずれも１９６７年）

【特別観測会】

★科学展示室  9：30～17：00　（入館は16：30まで） ★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

監督・脚本：李相日／原作：吉田修一／出演：渡辺謙、森山未來、松山ケンイチ、綾野剛、広瀬すず、宮﨑あおい、妻夫木聡

【申込み / お問合せ】 048-260-7777

企画展「マジカリアル
～VR・ARが作り出す不思議体験～」

9/16(土）～3/11（日）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＝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＝ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｺｰﾅｰ

川口市立科学館　ｻｲｴﾝｽﾜｰﾙﾄﾞ

27日
（金）

28日
（土）

★川口市産品フェア2016 特別無料公開 21日(金)～23日(日)

29日
（日）

※プラネタリウム観覧には無料観覧券が必要です。各回30分。回により内容が異なります。

観覧券は、①②③は9：30から、④⑤⑥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「スーホの白い馬」 14日（土）10：30～11：20

【宇宙の教室】 第5回「宇宙の一番星～ファーストスター～」21日（土） 10：30～11：20

【一般投影】 「眠れない夜の月」

土曜・日曜・祝日（28日・29日除く） 12：00、13：30 木曜 15：30

「グラビテーション」 土曜・日曜・祝日（28日・29日除く） 15：00

【キッズアワー】 テーマ「秋の星座とお月見」 日曜・祝日（29日除く） 10：30

★川口市産品フェア2017 特別無料公開 27日(金)～29日(日)

「中秋の名月」 4日（水）

「土星観望会」 14日（土）・21日（土）

※詳細はお問い

合わせください。

★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】 わくわくﾜｰｸ、気まぐれ!ちょこっと大実験?（鉄道模型手動運転は期間中も有料）

【プラネタリウム※】 ③12：20 ④13：30 ⑤14：40 ⑥15：50

【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※】 ①10：00 ②11：10 ③12：20 ④13：30 ⑤14：40 ⑥15：50

【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）、

きまぐれ!ちょこっと大実験?

【プラネタリウム※】 ①10：00 ②11：10 ③12：20 ④13：30 ⑤14：40 ⑥15：50

上映会と講演「中山道をゆく」

★☆★こどもクッキング★☆★
★10/22（日）

ハロウィン気分の

かぼちゃマフィン
おやつや軽食にぴったり！ハロウィンにちなんで

かぼちゃを使ったマフィンを作ろう！

・時 間 13：30 ～ 15：30

・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 300円

・申 込 定員に達したため申込み終了

★☆★ちょこっと工作★☆★
★10/7(土)

ぴょんぴょんキツネ
整理券不要で、小さなお子様でも手軽に参加でき

るカンタン工作教室です！

・時 間 10：30 ～ 11：30

・場 所 くらっしーパーク

・参加費 無料

・時間内自由参加 材料がなくなり次第終了

★☆★エコキッズ工作★☆★

★10/28（土）

いらなくなった紙から

ポストカード

使用済みのカラー用紙を使って、紙すきを

してみよう！

・時 間 ①11：00 ②13：30 ③15：00

（所要時間40分）

・場 所 実習室

・定 員 各回10名（要整理券）

・対 象 小学生以下

・参加費 無料

※整理券は当日9：30より ①②③分をまとめて

配布 （先着順、１人１枚）

【サイエンスショー】 日曜・祝日（29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（29日除く） 14：30、16：00 「七色☆ボトルをつくろう」 材料費300円

29日（日） 11：30、14：30、16：00 「時計を分解」 材料費200円

【わくわくワーク】 各50人 約20分 土曜（28日除く） 14：30、16：00

27日（金） 13：00、14：30、16：00 ※未就学児は保護者同伴

【うきうき探検】 土曜 10：30、(28日のみ13：40）、15：10 ※カードがなくなり次第終了

江戸時代、徳川家康によって整

備された五街道の一つ「中山

道」。江戸と京都を結ぶ内陸の

重要な街道でした。埼玉県内に

は中山道の宿場が９つあり、そ

れぞれに様々な歴史が刻まれ

ています。今回は埼玉県内の

中山道宿場を映像で辿ります。

第一部の映像上映後、第二部

では埼玉県立文書館館長・杉

山正司氏をお招きし、お話を伺

います。

【日時】平成２９年１０月２１日（土）

【時間】１４時～１６時

【会場】ＳＫＩＰシティ映像ホール(4階）

「木曽街道蕨之駅戸田川渡場」

（埼玉県立歴史と民俗の博物館）


