
＊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 月

2 火

3 水

4 木 投影

5 金

6 土 ☆ホバークラフト 投影

7 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

風船であそぼう！
◇けんび鏡マスター

★キャンドルを
　　　　　　　つくろう 投影

8 月 ミニシアター上映 パクパク・ゴックン
★キャンドルを
　　　　　　　つくろう 投影

9 火 休館日

10 水

11 木 投影

12 金

13 土
ウィークエンドシアター

「北の桜守」
☆くるふわボール 投影

14 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

ぶくぶくぷっくりショー
◇けんび鏡マスター

★キャンドルを
　　　　　　　つくろう 投影

15 月 休館日

16 火

17 水

18 木 投影

19 金

20 土 上映会＆講演
☆紙コップ
　　　　　 クラッカー 投影

21 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

風船であそぼう！
◇けんび鏡マスター

★まぼろし箱 投影 特別観測

22 月 休館日

23 火 ミニシアター上映

24 水

25 木 投影

26 金

27 土

28 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

 ◎気まぐれ!
 ちょこっと大実
験? ★時計を分解

29 月 休館日

30 火

31 水

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

 川口市立高校先回り

 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11分

休館日

休館日

ゲーム展３

ゲーム展３

ゲーム展３

休館日休館日

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

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

常設展示
＆

DVD放映

ゲーム展３

川口市立
高校

(下車後徒歩5分)

　ＪＲ京浜東北線

　　　川口駅

ゲーム展３

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

イベントカレンダー
  ＳＫＩＰシティ

  EVENT CALENDAR 2018 10 月

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

展示フロア/
シアター

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

◇にこにこ実験室

プラネタ
リウム

休館日

休館日

休館日

休館日（館内整理日）

休館日

休館日

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
※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
④16:00‐16:30

平日①‐③
土日祝②‐④
※変更の場合

あり

休館日

番組上映会
＆

ミニシアター上映

ミニシアター上映

休館日

ミニシアター上映

川口駅東口 約13分

川口市
市産品フェア

2018

休館日

休館日

ミニシアター上映

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

映像制作教室

映像制作教室

映像制作教室

映像制作教室

ちょこっと工作

こどもクッキング

こどもクッキング☆プチ

エコキッズ工作

写真展

『埼玉・水辺の紅葉』

「鉄道記念日」

上映会

１３：３０～

投影
（要観覧券）

◎科学ものづくり 「プラ板でアクセサリー」

川口市市産品フェア2018

特別無料公開 26日～28日

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会

宇宙の

教室⑤

後の名月

～十三夜～

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

◎科学ものづくり 「植物標本ミニボトル」

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」

川口市市産品フェア2018

特別無料公開 26日～28日

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会

宇宙の

教室⑤

後の名月

～十三夜～

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

◎科学ものづくり 「植物標本ミニボトル」

星空と

朗読

観測会

特別ガイドツアー



★映像ホール
■

★１３日(土) 『北の桜守』　１４：００ （開場１３：３０）

監督：滝田洋二郎／出演：吉永小百合、堺雅人、篠原涼子、岸部一徳、阿部寛、佐藤浩市

■ 上映会と講演
　★２０日（土） 「秩父・海の時代　パレオパラドキシア」 １４：００～１６：００

■ 川口市市産品フェア2018 ２６日(金)～２８日(日)10：00-17：00（※28日は16：00まで）

121社・団体：160ブースが出展／出展ブース以外にも様々な式典・併催イベントが行われます。

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）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7日

  NHKの番組ＨＰ：http://www.nhk.or.jp/archives/library/ 14日
　埼玉県のＨＰ：http://www.eizou.pref.saitama.lg.jp/ 21日

28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】

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）

古代史スペシャル（2009年） 古代日本のハイウエー　～１３００年前の“列島改造”～ 他

【お問合せ】 映像ホール ： 048-265-2591
ウィークエンドシアター １０月上映 大人(高校生以上)：800円／子供(３歳以上)：500円

2018年／日本／126分

15：00～16：00 講演／北川博道氏（埼玉県立自然の博物館）

★ 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)

ＳＫＩＰシティ10月 イベント情報

HP：http://www.skipcity.jp

川口市立科学館　ｻｲｴﾝｽﾜｰﾙﾄﾞ

埼玉県のおすすめ番組
・さいたま文学散歩～文学のふるさとを訪ねて～

・幻の織物を訪ねて

・さいたま実りの秋’９１

・蛇ヤナギ

・名物に旨いものあり－さいたまの味と技－

・霞ヶ関カンツリー倶楽部　我等のゴルフ倶楽部

・川口の文化財

・産業遺産紀行　製糸家の湯～片倉館と富岡製糸場～

・ある機関助士

・アルビノザリガニを使って見る体のつくり

NHKの新着番組
【明治１５０年関連】
　海外取材特別番組「明治百年 第二集 西洋音曲」（'68）

・ＮＨＫスペシャル「神秘の球体　マリモ」（'14）
・連続ドラマ「ロッカーのハナコさん」第１～８回（'02）

・【童謡誕生１００年関連】

 みんなの童謡 3本「里の秋」（'01）・「紅葉」（'02）ほ

か

・【発掘番組】レンズはさぐる「卵をかえす」（'77）

・ドキュメント７２時間「“広島太郎”を探して」（'13）

・あの日　わたしは　 証言記録　東日本大震災　４本（'12）

・きかんしゃトーマス　２本（'16）　　　　　　　　ほか

デザイン　あ（2012年）  ♯１９  他
らいじんぐ産（2011年）　追跡！　にっぽん産業史　新幹線　昭和編　誕生！夢の超特急 他

ふるさとの仲間たち（1997年） 職人魂はキューポラから生まれた～埼玉県川口市　蜷川幸雄～ 他

【主催】 川口市・川口市産品フェア実行委員会

【お問合せ】映像ミュージアム ： 048-265-2500


企画展 【あそぶ！ゲーム展 ステージ３：
デジタルゲーム ミレニアム】　（10/6～4/7開催）

小学生・映像制作教室

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

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。

【申込み / お問合せ】 048-260-7777

14：00～14：50 映像上映／「自然史博物館―地球の窓・長瀞―」（20分）「パレオパラドキシア―よみがえる謎の化石動物―」（26分）

デジタルゲームの進化の歴史をたどる展覧会「あそぶ！
ゲーム展」。
今回のステージ3は1991年から2001年までのデジタルゲー
ムを紹介します。実際にプレイも可能です。

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）

　【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

26日
（金）

27日
（土）

28日
（日）

★

天

文

台

26日
（金）

27日
（土）

28日
（日）

【星空と朗読】 朗読作品「君たちはどう生きるか」第一章 へんな経験（吉野源三郎著
岩波書店出版） 6日（土）10：30～11：20

【宇宙の教室】 第5回「銀河の形成と進化」 20日（土） 10：30～11：20
【一般投影】 「ノーマン・ザ・スノーマン」

土曜・日曜・祝日（27日・28日除く） 12：00、13：30 木曜 15：30
「HAYABUSA2」 土曜・日曜・祝日（27日・28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（28日除く） 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

【科学展示室】 科学ものづくり「植物標本ミニボトル」13：00～15：00（常時開催）
【プラネタリウム※】 ④14：00 ⑤15：10

【サイエンスショー】 日曜・祝日（28日除く） 13：40、15：10 約30分
【わくわくワーク】 土曜日（27日除く） 14：30、16：00 各50人 約20分
※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（28日のみ）、14：30、16：00 各20人（先着順）
約30分 ※要材料費 ※小学2年生以下は保護者同伴
【にこにこ実験室】 日曜日（28日除く） 11：30 約30分 小学3年生～高校生と
保護者8組（先着順）
【うきうき探検】 土曜日 10：30、13：40（27日のみ）、15：10 配布時間 20分

★

天

文

台

【特別観測会「後の名月～十三夜～」】 21日（日） 定員100人（先着順）

【夜間観測会】 13日（土）・27日（土） 定員50人（先着順）

主な観測対象 13日…月 27日…土星

（観測会共通） 受付17：30～18：00 公開18：00～19：00

※中学生以下は保護者同伴 ※くもり・雨・強風時は中止

※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、①②は9：30から、③④⑤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）

【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）
【プラネタリウム※】 ①10：30 ②11：40 ③12：50 ④14：00 ⑤15：10
【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）、
気まぐれ!ちょこっと大実験?

【プラネタリウム※】 ①10：30 ②11：40 ③12：50 ④14：00 ⑤15：10

★川口市市産品フェア2018 特別無料公開 26日(金)～28日(日)
※鉄道模型手動運転は期間中も有料

★☆★こどもクッキング☆プチ★☆★

★10/7（日）

マシュマロおばけのココアクッキー

★☆★こどもクッキング★☆★

★10/13（土）

パイシートでカンタン！パンプキンパイ

・申 込 定員に達したため申込み終了

★☆★ちょこっと工作★☆★
★10/20(土)

ハロウィンを楽しもう！

ジャック・オ・ランタン☆バッグ

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（日）

キラキラ！カラフル！ 光の箱

牛乳パックと銀色の折り紙、カラーセロハンなどを使って

きれいな「光の箱」を作ろう！

・時 間 ①11：00 ②14：00 （所要時間約40分）

・場 所 実習室

・定 員 各回20名（要整理券）

・対 象 小学生以下のお子様

・参加費 無料

※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）

「埼玉 水辺の紅葉」の写真を展示

します。赤や黄色に染まる木々と、

美しい海辺の風景をご覧ください。

紅葉した滝

【期間】 １０月２日（火）～３１日（水）

【時間】 ０９：３０～１７：３０

【会場】 公開ライブラリー ギャラリー内

【日時】 １０月２６日（金） １４：３０～

１０月２７日（土） １３：３０～

１０月２８日（日） １３：３０～

＊２７日と２８日の１１：００～１２：００は

「キッズタイム」上映会を行います

【会場】 どーもくんシアター

川口市の代表的な産業「鋳物」にスポット

を当てた映像を上映します。

「空高く キューポラ ～埼玉県 川口市～」

「川口の鋳物師」 他


