
＊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 火

2 水

3 木

4 金
★羊毛ﾌｪﾙﾄ化
　　　　　大作戦 他

投影

5 土 ☆おきあがりこぼし 投影

6 日 番組上映
サンデーアーカイブス

  回転ぐるぐる
★羊毛ﾌｪﾙﾄ化
　　　　　大作戦 他

投影

7 月 休館日

8 火

9 水

10 木 投影

11 金

12 土 ☆ビー玉クルクル 投影

13 日 上映番組
サンデーアーカイブス

  静電気であそぼう
★羊毛ﾌｪﾙﾄ化
　　　　　大作戦 他

投影

14 月 ミニシアター上映   静電気であそぼう
★羊毛ﾌｪﾙﾄ化
　　　　　大作戦 他

投影

15 火 休館日

16 水

17 木 投影

18 金

19 土
ウィークエンドシアター

「グレイテスト・ショーマン」
☆ビッグヨーヨー 投影

20 日 上映番組
サンデーアーカイブス

　  電気のパワー！
  ◎倒れないCDをつくろう

★羊毛ﾌｪﾙﾄ化
　　　　　大作戦

投影

21 月 休館日

22 火

23 水

24 木 投影

25 金

26 土 投影

27 日 上映会
サンデーアーカイブス

  電気のパワー！
★羊毛ﾌｪﾙﾄ化
　　　　　大作戦 他

投影

28 月 休館日

29 火

30 水

31 木 投影

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（館内整理日）

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

川口市立
高校

(下車後徒歩5分)

　ＪＲ京浜東北線

　　　川口駅 川口駅東口

1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

約13分

年始休館日
1/1（火）～1/3

（木）

年始休館日
1/1（火）～1/5

（土）

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

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

年始休館日
1/1（火）～1/3（木）

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ

 EVENT CALENDAR 1 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

年末年始休館日 ～3日（水）
年始休館日

1/1（火）～1/3（木）

ゲーム展３

ゲーム展３

ゲーム展３

ゲーム展３

ゲーム展３

休館日

常設展示
＆

DVD放映
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

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

おしゃべり
くらっしー

休館日

冬休みイベント
おしゃべり
くらっしー

ミニシアター上映

ミニシアター上映

ミニシアター上映

ミニシアター上映

ミニシアター上映

ＢＳ８Ｋ

ｽｰﾊﾟｰﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ放送中

シアターラウンジにて

＊休館日を除く＊

写真展
はくちょうひらい

『白鳥飛来』

ピタゴラ装置

くるくるアニメ

ピタゴラ装置

くるくるアニメ

ピタゴラ装置

くるくるアニメ

ピタゴラ装置

くるくるアニメ

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

部分日食

特別観測

☆ぶんぶん

キャップごま

特別展「ぐるぐる、くるくる展

～回転でおこす不思議～」

2/11（月・祝）まで

特別観測会「部分日食」

6日(日)8:40～11：35

ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ(屋外)にて

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

ワークショップ

ワークショップ

ちょこっと工作

エコキッズ工作

ワークショップ

ちょこっと工作

エコキッズ工作



★映像ホール
■

★１９日(土) 『グレイテスト・ショーマン』　１４：００ （開場１３：３０）

監督：マイケル・グレイシー／出演：ヒュー・ジャックマン、ザック・エフロン、ミシェル・ウィリアムズ

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）　　

6日
  NHKの番組ＨＰ：http://www.nhk.or.jp/archives/library/ 13日
　埼玉県のＨＰ：http://www.eizou.pref.saitama.lg.jp/ 20日

27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】

彩の国ビジュアルプラザ

ＳＫＩＰシティ1月 イベント情報

HP：http://www.skipcity.jp

ウィークエンドシアター 大人(高校生以上)：800円／子供(３歳以上)：500円

2017年／アメリカ／105分

 ショービジネスの原点を築き、夢と愛に生きたエンターテーナー、P.T.バーナム。誰もが自分らしく輝
ける場所を作り出し、人々の人生を勇気と希望で照らした実在の人物だ。
 そんなバーナムを支えたのは、どんな時も彼の味方であり続けた幼なじみの妻チャリティ。彼女の愛
を心の糧に、仲間たちの友情を原動力に、バーナムはショーの成功に向かってひたむきに歩む。
 映画史上最高にロマンティックな感動ミュージカル・エンタテイメント、開幕！

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
サッカー王国・埼玉　―その限りなき前進―

お見事！　男の心意気　加須市

歓声あげてカルタとり　滑川村

世界の広場のなかで

近代橋梁物語　橋の都・東京

こま

世界とともに　－万国博、埼玉デー－

武道館の鏡びらき／70年代の若者たち

どんど どんどで 小正月 ―上里町―

みんなでつくろう”食”の安心

NHKの新着番組

ザ・プレミアム（2014年） 「ごちそうさんっていわしたい！」他

デジタル大図鑑（1999年）「生きものの冬　２」他

【お問合せ】公開ライブラリー：048-268-8000

大河ドラマ（2014年）「軍師官兵衛　総集編　後編」

　【お問合せ】　048-261-0993　  ＨＰ：http://www.kurashi-plaza.jp/

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

彩の国くらしプラザ(生活科学センター)

・【ＦＭ】 サウンドスケープ

　みなと三景音楽散歩「横浜」（'09）

・きかんしゃトーマス（’１７）

・【樹木希林さんも出演】 正月ドラマ

　「いい旅　いい夢　いい女」（'99）

・ＮＨＫｽﾍﾟｼｬﾙ「象徴天皇」（'16）

・BS時代劇「塚原ト伝」第一、二回（'11）

・HV特集「築地市場　Ａ to Ｚ」（'08）

【お問合せ】 映像ホール ： 048-265-2591

夢・音楽館（2004年）「藤井フミヤ」他

　　　　番組・映像　公開ライブラリー　（無料）

★ 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

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）

ピタゴラ装置を作ろう！～小学生・映像制作教室～ かさでくるくるアニメーション！～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　/　材料費100円（+要入館料）
申込＝事前予約　場所＝ミュージアム館内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。

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。

お絵描きした傘をくるくる回してアニメーションを作ろ
う！保護者の方にも一緒にご参加いただきます。

（全学年対象）
※申込方法はﾐｭｰｼﾞｱﾑHPをご覧下さい。

は く ち ょ う ひ ら い

今月は『白鳥飛来』 をテーマに２０点の写真を展示致します。はるか遠いシベリア

から越冬のため、日本にやってくる白鳥。埼玉県内にも数箇所の白鳥飛来地があり、

水辺で泳ぎ佇む姿やダイナミックで優雅に空を飛ぶ姿は、冬の風物詩になっています。

公開ライブラリーの視聴端末では展示作品を含む魅力的な写真が数多く公開されてい

ます。是非ご覧ください。

12/22（土）～1/14（月・祝）
12/29～1/3、1/7は、休館日

9：30～17：00 入館は16：30まで

✭パネル、レプリカ展示＆DVD上映

✭物の値段クイズ＆ガラポン抽選会
「物の値段」をテーマにしたクイズで、

たくさん正解すると、ステキな記念品が

もらえるガラポン抽選会に参加できるよ♪

★マネークイズ大会

最後まで勝ち残って、記念品をゲットしよう！

1/6（日）、1/12（土）、1/14（月祝）

①11：30 ②14：00

★おしゃべりくらっしー＠くらっしーシアター

冬休みイベント

へぇー！なるほど！

親子で学ぼう お金のいろいろ 1/13（日）

プラスティックのフタDE

おしゃれミニトレイ

・①11：00 ②14：00

（所要時間約30分）

・実習室

・小学生以下のお子様

・各回20名（要整理券）

※整理券は9：30より

先着順で配布

（お一人様１枚限り）

1/5（土）

まつぼっくり＆どんぐり

の干支飾り

・①11：00 ②14：00

（所要時間約40分）

・実習室

・小学生以下のお子様

・各回20名（要整理券）

※整理券は9：30より

先着順で 配布

（お一人様１枚限り）

✭☆✭冬のワークショップ★☆✭ ☆★エコキッズ工作★☆

1/27（日）

空き容器と毛糸で作る

雪だるま
・①11：00 ②14：00 （所要時間約40分）

・実習室 ・小学生以下のお子様 ・各回20名 ・要整理券

※要整理券、9：30より 先着順配布 （1人1枚限り）

★☆★ちょこっと工作★☆★
★1/19（土）

キラキラゆらゆら 雪のモビール

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

2/11（月・祝）まで

冬番組「コズミックフロント 宇宙エレベーターの旅」 木曜（3日除く） 15：30
土曜・日曜・祝日（1日除く） 12：00、13：30 4日(金)  13：30、15：00

投影延長「ノーマン・ザ・スノーマン～北の国のオーロラ～」
土曜・日曜・祝日（1日除く） 15：00
【キッズアワー】 テーマ 「冬の星座と星の色」
日曜・祝日（1日除く） 10：30 4日(金) 12：00

★

天

文

台

【サイエンスショー】 日曜・祝日（1日除く） 13：40、15：10 約30分
【わくわくワーク】 土曜 13：00、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（1日除く）、4日（金） 11：30、14：30（20日除く）、16：00（20日除く）
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
【うきうき探検】 土曜 10：30、15：10 配布時間 20分

ガリレオ・ガリレイは言った「地球は回っている…」と。回転をテーマに、回転によってお
こる現象を驚きとともに体験しよう。ジャイロ効果や回転によって生まれる不思議な展
示物が科学館に大集合！
◎特別ワークショップ「ジャイロ効果で倒れないＣＤをつくろう！」

CDとハンドスピナーを組み合わせると立ち上がる？ジャイロ効果によっておこる不思
議を体験しよう！ 20日（日） ①11：00 ②13：00 ③14：30 ④16：00  
各20人（先着順） 各回20分 ※未就学児は保護者同伴

★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★科学展示室 9：30～17：00 （入館は16：30まで）

小型望遠鏡や遮光板で部分日食を観測 （晴天時以外は中止）

6日（日） 8：40～11：35 会場 SKIPシティ プロムナード（屋外）

※当日会場にお集まりください。

【ガイドツアー】 太陽観測を中心に3つの天文台を案内 ※雨・強風の場合は中止

土曜 10：45～11：15 対象・定員 科学展示室に入場したかた・12人（先着順）

【夜間観測会】 12日（土）、26日（土） 受付17：30～18：00 公開18：00～19：00

主な観測対象 12日…月 26日…オリオン大星雲（M42） 定員50人（先着順）

※中学生以下は保護者同伴 ※くもり・雨・強風時は中止

特 別 観 測 会 「 部 分 日 食 」 欠け始め8：43 食の最大10：06


