
＊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 投影

3 金 ◎電動ﾎﾊﾞｰｸﾗﾌﾄ
　　　　　　　　製作

★光ﾌｧｲﾊﾞｰで
　　ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ他

投影

4 土 ◎巨大シャボン玉
☆カラフルいくら/
   ﾏｰﾌﾞﾘﾝｸﾞｺｰｽﾀｰ

投影

5 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

ロープワーク
◎巨大シャボン玉

★光ﾌｧｲﾊﾞｰで
　　ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ他

投影

6 月 休館日

7 火

8 水

9 木 投影

10 金

11 土 ◎巨大シャボン玉
☆びくびくむし/
  花びらﾊﾟﾗｼｭｰﾄ

投影

12 日 キッズスペシャル＆
ビンゴ大会

★光ﾌｧｲﾊﾞｰで
　　ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ他

投影

13 月 休館日

14 火 ★無料開館
無料映画鑑賞会

「SING／シング」

キッズスペシャル＆
埼玉特集番組上映会

県民の日イベント

15 水

16 木 投影

17 金

18 土 ◎ロボット大会
     「ロボゴール」 投影

19 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

電気のパワー！
◎巨大シャボン玉

★光ﾌｧｲﾊﾞｰで
　　ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ他

投影

20 月 休館日

21 火

22 水

23 木 ★光ﾌｧｲﾊﾞｰで
　　ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ他

投影

24 金

25 土 上映会＆トークショー ◎巨大シャボン玉
☆紙コップアロー/
　ペーパージャイロ

投影

26 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

★光ﾌｧｲﾊﾞｰで
　　ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ他

投影

27 月 休館日

28 火

29 水

30 木 休止

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

2017.11

11 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

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

日 曜 映像ミュージアム 映像ホール 公開ライブラリー

企画展
マジカリアル展

企画展
マジカリアル展

企画展
マジカリアル展

企画展
マジカリアル展

ＳＫＩＰシティまでのご案内　　所在地 ： 川口市上青木3-12-18、63

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

常設展示＆
DVD放映

シアター上映

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

休館日

休館日

休館日（館内整理日）

県民の日イベント

おしゃべり
くらっしー

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

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

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

　　　　　     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

休館日

ミニシアター上映

約13分

休館日

「秩父鉄道ミニ写真展」

１１月１日（日）から

○12：00~17：00まで (どーもくんシアター)

「キッズスペシャル上映会」
○10：00~17：00頃まで (ミニシアター)

「埼玉特集 上映会」

○10：00～17：00まで

(どーもくんシアター)

ワークショップ

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

13日
★スキップ

祭り

十三夜

特別観測サイエンスまつり
～子どもから大人まで科学を楽しもう！～

1日（水）～30日（木）

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

シャボン玉大実験

◎いきいきｻｲｴﾝｽ

「眠れない夜の月」監督

トークショー

（ｻｲｴﾝｽﾙｰﾑ）

「ﾛﾎﾞｺﾞｰﾙ」の

申込は11/11 

17時まで

◎ﾛﾎﾞｺﾞｰﾙ体験

（11、12日）

シャボン玉大実験

◎いきいきｻｲｴﾝｽ

◎東大CASTによる

特別ｻｲｴﾝｽｼｮｰ

☆おきあがりこぼし

/ｸﾙｸﾙふきごま

映像制作

教室

12日
★スキップ

祭り

十三夜

特別観測サイエンスまつり
～子どもから大人まで科学を楽しもう！～

1日（水）～30日（木）

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

シャボン玉大実験

◎いきいきｻｲｴﾝｽ

「眠れない夜の月」監督

トークショー

（ｻｲｴﾝｽﾙｰﾑ）

「ﾛﾎﾞｺﾞｰﾙ」の

申込は11/11 

17時まで

◎ﾛﾎﾞｺﾞｰﾙ体験

（11、12日）

シャボン玉大実験

◎いきいきｻｲｴﾝｽ

◎東大CASTによる

特別ｻｲｴﾝｽｼｮｰ

☆おきあがりこぼし

/ｸﾙｸﾙふきごま

十三夜

特別観測サイエンスまつり
～子どもから大人まで科学を楽しもう！～

1日（水）～30日（木）

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

シャボン玉大実験

◎いきいきｻｲｴﾝｽ

「眠れない夜の月」監督

トークショー

（ｻｲｴﾝｽﾙｰﾑ）

「ﾛﾎﾞｺﾞｰﾙ」の

申込は11/11 

17時まで

◎ﾛﾎﾞｺﾞｰﾙ体験

（11、12日）

シャボン玉大実験

◎いきいきｻｲｴﾝｽ

◎東大CASTによる

特別ｻｲｴﾝｽｼｮｰ

☆おきあがりこぼし

/ｸﾙｸﾙふきごま

十三夜

特別観測サイエンスまつり
～子どもから大人まで科学を楽しもう！～

1日（水）～30日（木）

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

シャボン玉大実験

◎いきいきｻｲｴﾝｽ

「眠れない夜の月」監督

トークショー

（ｻｲｴﾝｽﾙｰﾑ）

「ﾛﾎﾞｺﾞｰﾙ」の

申込は11/11 

17時まで

◎ﾛﾎﾞｺﾞｰﾙ体験

（11、12日）

シャボン玉大実験

◎いきいきｻｲｴﾝｽ

◎東大CASTによる

特別ｻｲｴﾝｽｼｮｰ

☆おきあがりこぼし

/ｸﾙｸﾙふきごま

投影
（要観覧券）

特別

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ
◎わくわく屋台村

県民の日

無料公開

写真展「都電が走る風景」

１１月１日（水）から

１１月３０日（木）まで

○12：00~17：00まで (どーもくんシアター)

「キッズスペシャル上映会」
○10：00~17：00頃まで (ミニシアター)

「埼玉特集 上映会」

○10：00～17：00まで

(どーもくんシアター)

アニメ制作

教室



★映像ホール

■

2016年／アメリカ／108分

■ 上映会とトークショー

★ 25日（土） 「碓氷峠ふたたび　信越線と草軽電鉄」 １４：００～１６：００

１４：００～１４：４５ 映像上映　「碓氷峠」（31分）「アプト式の信越線映像」（10分）／１４：５５～１６：００ トークショー

ゲスト：荒木文宏氏（鉄道博物館・副館長）、大石和太郎氏（元国鉄運転士・「碓氷峠」制作者）、名取紀之氏（元ネコ・パブリッシング編集長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5日
12日

  NHKの番組ＨＰ：http://www.nhk.or.jp/chronicle/opl/ 19日
　埼玉県のＨＰ：http://www.eizou.pref.saitama.lg.jp/ 26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

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

【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．漫画の心を受け継いで　北沢楽天を生んだ街
２．晩秋の奥武蔵から　～県立黒山自然公園～
３．彦倉村をすくったうなぎ
４．八代将軍吉宗の時代から繁栄されていた和竿
５．地層を観察してみよう
６．エキサイティングシアター　埼玉スタジアム2002
７．伊那人形芝居　明日へつなぐ伝承のチカラ
８．舛本単一量子点プロジェクト　量子点を光で探る
９．クモ　―その糸と生活―
１０．ヤドカリの生活

・連続テレビ小説「花子とアン　総集編（前編・後編）」（２０１４年）

・ザ・プレミアム「花子とアン　スピンオフスペシャル　朝市の嫁さん」（２０１４年）

・復活！プリンプリン物語～伝説の人形劇“ここがスゴイ！”～（２０１７年）

・ケンボー先生と山田先生～辞書に人生を捧げた二人の男～（２０１３年）

・きかんしゃトーマス　７本（２０１３年）

・木曜時代劇　銀二貫（第一～三回）（２０１４年）

・【発掘番組】鞍馬天狗（４０）江戸騒がせ　その二（１９７０年）

・ドラマ１０　美女と男子（第９～１４回）（２０１５年）

・新日本紀行「盆地の太鼓～秩父～」（１９６９年）

　ほか

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）

＊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。

レッツゴーヤング（1981年）ディス・イズ・ブギ　ＮＨＫ紅白歌合戦（1976年）第２７回　（後）　他

★スキップ祭り （12日）
合言葉「バザール市」で入館料
割引！　ミュージアム館内で、

コバトンスタンプラリーを開催！

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

HP：http://www.skipcity.jp

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

★県民の日 無料開館
 (14日)

常設展、企画展共に無料！
スタンプラリーも開催します！

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。

【申込み / お問合せ】 048-260-7777

【お問合せ】 映像ホール ： 048-265-2591

県民の日 無料映画鑑賞会 11月14日（火）　『SING／シング（吹替版）』　①１０：３０／②１４：００ （各回30分前に開場）

劇場主のバスター・ムーンは、起死回生を図って世界最高の歌唱コンテストを開催しようとするが・・・

番組上映会13:30～15:00頃（下記番組）

大河ドラマ（2014年）軍師官兵衛　総集編　前編

キッズスペシャル＆ビンゴ大会
大河ドラマ（2010年）龍馬伝　総集編　第１部 デジタル大図鑑 （2001年）人の手助けをする野生動物 他

彩の国ビジュアルプラザ

ＳＫＩＰシティ11月 イベント情報

監督・脚本：ガース・ジェニングス／声の出演：内村光良、MISIA、長澤まさみ、大橋卓弥、斎藤司、山寺宏一、坂本真綾、大地真央　他

さまざまな事情を抱える動物たちが、歌に夢をかけて活躍する、笑って泣けるミュージカルコメディ！

魅力いっぱい♥彩の国

～知っておきたい郷土のこと～

11月11（土）～14（火） 11月13日（月）は休館日

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。

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、

フリースローにお魚釣りゲームなど。

小さい子も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！（各日500食限定）

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月25（土）～26（日）
11/11（土）ワークショップ

木の実いっぱい！

ケーキオブジェ
時 間：①11：00 ②14：00 （各回約40分）

場 所：実習室

参加費：無料

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）

★ 科学展示室 9：30～17：00 （入館は16：30まで）

★ トークショー 「プラネタリウム番組『眠れない夜の月』はこうして作られた！」

【サイエンスショー】 日曜・祝日（3日・12日除く） 13：40、15：10 約30分

【どきどきサイエンス】 日曜・祝日 ①11：30 ②14：30（3日除く） ③16：00

①②光ファイバーでイルミネーション（300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50人 ※未就学児は保護者同伴

【うきうき探検】 土曜 10：30、15：10 ※カードがなくなり次第終了

「眠れない夜の月」 土曜・日曜・祝日 12：00、13：30 木曜（23日・30日除く） 15：30

「グラビテーション」 土曜・日曜・祝日 15：00

【キッズアワー】 11月・12月のテーマ「クリスマス」 日曜・祝日 10：30

★ 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

第1回 23日（祝） 11：00 ～12：00  「手づくりスマートフォンスピーカー」

第2回 26日（日） 11：00 ～12：00  「ハーバリウム『植物標本』」

19日（日） ①10：30～ ②13：30～ 講師 八代 健志氏（「眠れない夜の月」監督）
場所 ｻｲｴﾝｽﾙｰﾑ 各回30人（要整理券） ※当日9：30～1階科学館入口で整理券配布

◎ いきいきサイエンス ～大人のための科学ものづくり教室～ 定員 各回10人（先着順）

★ 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

11日（土）、25日（土） 受付17：30～18：00 公開18：00～19：00 

【特別観測会】「十三夜」 1日（水） 受付18：00～18：30 公開18：30～19：30 

県民の日 無料公開 14日（火）
◎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）

開始時刻 ①10：00 ②11：10 ③12：20 ④13：30 ⑤14:40 ⑥15:50 各回約30分

①③⑤･･･2017年春番組「オーロラ」のみ ②④⑥･･･星空の生解説のみ

※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

サイエンスまつり ～子どもから大人まで科学を楽しもう！～ 【1日～30日】

●3日(祝) ものづくり「電動ホバークラフト製作～空気の力で浮き上がれ！～｣

●4日(土)、5日(日)、11日(土)、19日(日)、25日(土) 「巨大シャボン玉に入ろう」

●12日（日） 東大CASTによる特別サイエンスショー「くるくるｸﾞﾙｸﾞﾙ回してみよう」

北陸新幹線開業に伴い、横川・軽井

沢間の在来線区間が廃止されてか

ら２０年。その廃線跡は「アプトの道」

として今でも多くの鉄道ファンが訪れ

ています。また１０月２７日には旧軽

井沢駅舎が駅として復活しました。

今回は「峠の鉄道」にスポットを当て、

「碓氷峠ふたたび 信越線と草軽電

鉄」と題し上映会を開催します。映像

上映後は、特別ゲストをお迎えし、

トークショーを開催します。

【日時】平成２９年１１月２５日（土）

【時間】１４：００～１６：００

【会場】ＳＫＩＰシティ映像ホール(4階）

碓氷峠めがね橋を走るED42型とディーゼル列車


