
＊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 金

2 土 ◎いきいきｻｲｴﾝｽ
◎ﾛﾎﾞﾋﾞﾝｺﾞSPに挑戦

☆ぴょん 投影

3 日 番組上映会

サンデーアーカイブス

いろ色実験室
◇化石発掘体験

★モフモフと
　　　　あそぼう!!!

投影

4 月 休館日

5 火

6 水

7 木

8 金

9 土
ウィークエンドシアター

「モリのいる場所」
◎いきいきｻｲｴﾝｽ ☆教訓コップ 投影

10 日 ミニシアター上映

キッズスペシャル

音であそぼう
◇化石発掘体験

★モフモフと
　　　　あそぼう!!!

投影

11 月 休館日

12 火

13 水

14 木 投影

15 金

16 土
☆バランス
       ちょうちょ

投影

17 日 上映会＆トークショー
Ｄｒ.リンのドキドキ
　サイエンスショー

★モフモフと
　　　　あそぼう!!!

投影

18 月 休館日

19 火

20 水

21 木
ウィークエンドシアター

「ｲﾝｸﾚﾃﾞｨﾌﾞﾙ･ﾌｧﾐﾘｰ」

ファイヤー
　　　　ファイヤー

★モフモフと
　　　　あそぼう!!!

投影

22 金

23 土 ◎ロボビンゴSP ☆ストロケット 投影

24 日 番組上映会

サンデーアーカイブス

音であそぼう
◇化石発掘体験

★スライムを
　　　　つくろう

投影

25 月 休館日

26 火

27 水
★スライムを
　　　　つくろう

投影

28 木 ☆ホバーUFO 投影

29 金
★スライムを
　　　　つくろう

投影

30 土 ☆もしもし風船 投影

31 日 番組上映会

サンデーアーカイブス

ファイヤー
　　　　ファイヤー

★スライムを
　　　　つくろう

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

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
※団体貸切の

場合あり

休館日

★春休み
イベント★

おしゃべり
くらっしー

おしゃべり
くらっしー

ｻｲｴﾝｽｼｮｰ/
◎特別ｲﾍﾞﾝﾄ

◇にこにこ実験

プラネタ
リウム

休館日

　　　     休館日（特別整理期間）

休館日

天文台

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

ゲーム展３

3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

048-268-8000 048-262-8431

シアターラウンジ

休館日

休館日

休館日

ミニシアター上映

ゲーム展３

休館日
ミニシアター上映

ゲーム展３

常設展示
＆

DVD放映
ゲーム展３

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ

 EVENT CALENDAR 2019.3 3 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

休館日

　　　　　休館日（館内整理日）

休館日
ミニシアター上映

約13分

休館日

★春休み
イベント★

ミニシアター上映

ゲーム展３

シアターラウンジ
休館日

休館日

シアター上映

★春休み
イベント★

おしゃべり
くらっしー

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

『川辺の風景

～堰と水門～』

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会

星空リラク

ゼーション

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

春番組

｢眠れなくなる

宇宙のはなし｣

投影開始

こどもクッキング

ちょこっと工作

ワークショップ

ワークショップ

『東日本大震災８年

あの日を忘れない』

上映会（3月10日）

どーもくんシアター

『ステージ１０１ ＡＴ ＨＯＭＥ』

上映会（3月23日）

どーもくんシアター

※申込は終了致しました

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

ピタゴラ装置

くるくるアニメ

ピタゴ

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



★映像ホール
■

★９日(土) 『モリのいる場所』　１０：３０／１４：００　（各回30分前開場）

「こんなにも人生は、豊かで愛おしい」　名優・山﨑努と樹木希林。円熟の夫婦を味わい深く描く、人生が愛おしくなる珠玉の物語。

監督・脚本：沖田修一／出演：山﨑努、樹木希林、加瀬亮、吉村界人、光石研、青木崇高、三上博史

★２１日(木・祝)『インクレディブル・ファミリー』（吹替）　１０：３０／１４：００　（各回30分前開場）

家事も育児も世界の危機も、脅威のスキルと家族の絆で乗り越える一家団結アドベンチャー！　／　同時上映：短編「Bao」（８分）

脚本・監督：ブラッド・バード／声の出演：三浦友和、黒木瞳、綾瀬はるか、高田延彦、小島瑠璃子、サンシャイン池崎

■ コンテンツ活用講座
　★１７日（日） 「平成を『大宮駅』で振り返る　大宮駅物語」 １４：００～１６：００

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）　　

3日
10日

  NHKの番組ＨＰ：http://www.nhk.or.jp/archives/library/ １６日～１７日

　埼玉県のＨＰ：http://www.eizou.pref.saitama.lg.jp/ 24日
31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】

"朝ドラ" マッサン　スピンオフ（'15）
ひとりでできるもん!どきﾄﾞｷｷｯﾁﾝ('02)　ほか

【東日本大震災関連】
・BS1ｽﾍﾟ「定点映像 震災5年の記録」('16)

・小さな旅「福島県南相馬市」('13)

【発掘番組】ステージ１０１（'72ほか）

14：00～15:00 映像上映：「大宮駅物語」（1989年）「大宮駅物語2019」（2019年）／15:10～16:00 講演：講師：老川慶喜氏（立教大学名誉教授・跡見学園女子大学教授）

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

2018年／日本／99分

2018年／アメリカ／126分（短編含む）

【申込み / お問合せ】 048-260-7777

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）

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 NHKの新着番組

『東日本大震災８年　あの日を忘れない』上映会
シアターラウンジ休館日　

新日本紀行　歌が生まれてそして　～長崎県奈留島～（1976年）

　【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

彩の国ビジュアルプラザ

ＳＫＩＰシティ３月 イベント情報

HP：http://www.skipcity.jp

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/

ＮＨＫアーカイブス「思い出のミニランドセル～８０００家族からの便り～」（2010年）他

ドキュメント７２時間　ネット生中継な人たち（2013年）

明治建築をつくった人びと

首都東京

木組の技　萬満寺本堂建立

機関車と共に

ひな人形・鯉のぼり・木目込人形

植木の里は　春の息吹　～安行を行く～

閉校　浦山小113年の歴史

春たびだち

秩父はカイコの王国だった

平和を守って！戦争の記憶を伝えるさいたま市民の証言

　　　　番組・映像　公開ライブラリー　（無料）

ピタゴラ装置を作ろう！ かさでくるくるアニメーション! !

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：ステージ3」1991年〜2001年のデジ

タルゲームを紹介！実際にプレイも可能です！！
3/16(土)ﾊﾞｰﾁｬﾌｧｲﾀｰ2ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ「あそぶ！ゲーム展」杯 開催決定！！

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。

NHKｽﾍﾟｼｬﾙ「太郎の国の物語」('89)

★ 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


「大宮駅」。在来線・新幹線の乗り入れ路線数、乗降客数など、全国でも有数の巨大ターミ

ナル駅です。また、駅周辺には大宮車両センター、隣接する鉄道博物館など、「鉄道の街・

大宮」としても知られています。

映像公開ライブラリーでは「大宮駅」関連の映像が多く公開されていますが、平成元年に

制作された「大宮駅物語」は民営化直後の大宮駅の一日が描かれています。そして平成

最後の年に制作したもう一つの「大宮駅物語」。

今回の上映会は、平成の時代を「大宮駅」で振り返ります。

【日時】平成３１年３月１７（日）

【講師】老川慶喜氏（立教大学名誉教授・跡見学園女子大学教授）

【時間】１４：００～１６：００

【会場】ＳＫＩＰシティ映像ホール(4階）

コンテンツ活用講座

「平成を『大宮駅』で振り返る 大宮駅物語」

大宮駅外観（2019年1月撮影）

★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）

【夜間観測会】 9日（土）、23日（土） 受付18：30～19：00 公開19：00～20：00

主な観測対象…9日すばる（M45)、23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

★

天

文

台

23日（土）・24日（日） 15：30～16：20

BGM…小田和正「自己ベスト･2」より「たしかなこと」「ダイジョウブ」他

【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）

【特別投影】 星空リラクゼーション 「春の星空と宇宙の広がり」

【サイエンスショー】 日曜・祝日 13：40、15：10 約30分

【どきどきサイエンス】 日曜・祝日、27日（水）、29日（金） （開催時刻は要問合せ）

材料費200円 各20人（先着順） 約30分 ※小学2年生以下は保護者同伴

【わくわくワーク】 土曜・28日（木） （開催時刻は要問合せ）
【にこにこ実験室】 日曜（17・31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 10：30、15：10 配布時間 20分

第3回 2日（土） 11：00 ～12：00  「春色ジェルキャンドル」

第4回 9日（土） 11：00 ～12：00  「ハーバリウムの植物標本」

対象 高校生以上 ※中学生以下の同伴可 ※当日9:30～科学展示室で整理券配布

◎ 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 10人（先着順）

◎ ロボビンゴSP 23日（土） 10：00～12：30 （申込みは前日までに電話または直接受付）

対象 小学3年生以上

キャリアﾛﾎﾞｯﾄを持参できるかた。もしくはレンタル機での参加も可

＊「ロボビンゴSPに挑戦！」も開催します。 2日(土) 10：00～12：00 

3日（日）
まで

春番組「眠れなくなる宇宙のはなし」 土曜・日曜・祝日 12：00、13：30 
14日（木） 15：30    27日（水）～29日（金） 13：30、15：00
投影延長「コズミックフロント 宇宙エレベーターの旅」
土曜・日曜・祝日（23・24日除く） 15：00

冬番組「コズミックフロント 宇宙エレベーターの旅」 土曜・日曜 12：00、13：30
投影延長「ノーマン・ザ・スノーマン」 土曜・日曜 15：00

9日（土）
から

7日(木)は投影休止

【キッズアワー】 「春の星座と地球の空」 日曜・祝日 10：30、27日(水)～29日(金) 12：00

3/16（土）～4/7（日） 3/18,3/25,4/1は休館日

9：30～17：00 入館は16：30まで(クイズ受付は16:45まで)

★パネル展示・DVD上映、クイズスタンプラリー＆ガラポン抽選会
「スマートフォン・インターネット」をテーマにしたパネル展示やDVD上映を

行います。展示をお題にしたクイズスタンプラリーに挑戦しよう！

たくさん正解するとステキな記念品が当たるガラポン抽選会にチャレンジ

できるよ！

★Pepper（愛称：あえた）と学ぶ「スマホ・ネットのキケン」
人型ロボットPepper（愛称：あえた）が、スマートフォンやインターネットの

危険について分かりやすく説明するよ。

★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 スマホ・ネットと上手に付き合おう
～トラブルにあわないために知っておきたいこと～

★☆★ワークショップ★☆★

★3/24（日） ペットボトルキャップDEミニ帽子ブローチ

①11：00～ ②14：00～ （所要時間約50分） ・実習室

・各回20名（要整理券） ・小学生以下のお子様 ・無料

★3/30（土） 願いを込めて☆手作りミサンガ

①11：00～ ②14：00～ （所要時間約40分） ・実習室

・各回20名（要整理券） ・小学生以下のお子様 ・無料

★4/6（土） 世界に一つだけ！プラ板ストラップ

①11：00～ ②14：00～ （所要時間約40分） ・実習室

・各回20名（要整理券） ・小学生以下のお子様 ・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）

3/9(土) チューリップのカンタンかべかざり
整理券不要。小さなお子様でも手軽に参加できるカンタン工作教室！

・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

★☆★ちょこっと工作★☆★
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