
＊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 キッズスペシャル
◎つみき広場

★ビー玉万華鏡を
つくろう 投影

2 木 上映会 ◎つみき広場
☆チリメンモンス
ターをさがせ！

投影

3 金

4 土
SKIPシティ落語会

「扇辰・白酒」
◎つみき広場

☆チリメンモンス
ターをさがせ！

投影

5 日 GWサイエンスショー
◎つみき広場 投影

6 月 マツリミライ ◎つみき広場
★ビー玉万華鏡を
つくろう 投影

7 火 休館日

8 水

9 木 投影

10 金

11 土
ウィークエンドシアター

「おかあさんといっしょ」
☆プラ板でアクセサリー 投影

12 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

パラボラ実験
◇消える!?液体のナゾ

★くるくるマグネット 投影

13 月 休館日

14 火

15 水

16 木 投影

17 金

18 土 ☆びくびくむし 投影

19 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

すごいぞ空気
◇消える!?液体のナゾ

★くるくるマグネット 投影

20 月 休館日

21 火

22 水

23 木 投影

24 金

25 土 ☆ストロケット 投影

26 日
ウィークエンドシアター

「日日是好日」
番組上映会

サンデーアーカイブス
パラボラ実験
◇消える!?液体のナゾ

★くるくるマグネット 投影

27 月 休館日

28 火

29 水

30 木 休止

31 金

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

ミニシアター上映

休館日

消費者の日
イベント

NHK番組
ランキング

上映会

キッズスペシャル
上映会

　　　　　　　　　　　　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 消費者の日
イベント

おしゃべり
くらっしー

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 約13分

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ
EVENT CALENDAR 2019.5 ５ 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

開館記念日　無料公開

休館日

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

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

GWイベント

おしゃべり
くらっしー

休館日

5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

おしゃべり
くらっしー

休館日（館内整理日）

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

マツリミライ

マツリミライ

マツリミライ

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

マツリミライ

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

「わたしの尾瀬」

写真展

５月６日まで

写真展

「富士山を望む」

５月８日～３１日

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＊

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
の

イ
ベ
ン
ト
情
報
は
裏
面
を

ご
参
照
下
さ
い
。

ワークショップ

ワークショップ

ちょこっと工作
ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会

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

GW特別ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

およげ！こいのぼり

10:00-16:00

ワークショップ

ワークショップ

ちょこっと工作
ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会

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

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会

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



★映像ホール
■

★４日(土)  SKIPシティ落語会「扇辰・白酒 二人会」　１４：００ （開場１３：３０）

こっけい噺・人情噺を中心に古典落語に取り組み、端正な人物描写力に定評がある入船亭扇辰と、

キレのある本格古典が人気の桃月庵白酒が高座に上がります。話芸、表現力が巧みな二人による落語会をお楽しみ下さい。

『映画おかあさんといっしょ』で映画館デビューを応援！　※照明は明るめ・音量は控えめで上映します 2018年／日本／70分（途中休憩含む）

★２６日(日)  『日日是好日』　１０：３０／１４：００　（各回30分前開場）

小さなお茶室で繰り広げられる、精神の大冒険の物語／監督・脚本：大森立嗣／出演：黒木華、樹木希林、多部未華子 2018年／日本／100分

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）　　

12日
19日
26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】

 　　　　　                 　　    　   

 

・【山田太一ﾄﾞﾗﾏ】ナイフの行方（2014）

・NHKｽﾍﾟ「冒険の共有 栗城史多」
（'19）・きかんしゃトーマス ２本（2017）　ほか

ハイビジョンスペシャル「エルビスの大地」（1997年）他
ハイビジョンドラマ館「ＭＵＳＩＣ　ｉｎ　ＤＲＡＭＡ　ホシに願いを」（2004年）他

ＮＨＫスペシャル「世界初撮影！　深海の超巨大イカ」（2013年）

SKIPシティ ウィークエンドシアター／落語会
大人(高校生以上)：2,800／子供(小学生以上)：1,500円

★１１日(土)  『映画おかあさんといっしょ はじめての大冒険』　１０：３０／１３：３０　（各回30分前開場） 大人(高校生以上)：800円／子供(2歳以上)：500円

大人(高校生以上)：800円／子供(3歳以上)：500円

埼玉県のおすすめ番組 NHKの新着番組
渋沢栄一　～近代日本を築いた巨人～

埼玉への行幸啓

埼玉県の皇太子ご夫妻

さつきの空を鯉のぼり

ペダルも軽やか　～荒川自転車道～

五月の空に宝珠花の大凧

シダ植物　太古の森の末裔たち

雷鳥の四季

SEIKAN UNDERSEA TUNNEL

うま味と生命

・アニメ「忍たま乱太郎」 「わしも」

【お問合せ】公開ライブラリー：048-268-8000
　　　　番組・映像　公開ライブラリー　（無料）

　「おじゃる丸」各10本（いずれも2017）

【お問合せ】 映像ホール ： 048-265-2591

彩の国ビジュアルプラザ

ＳＫＩＰシティ５月 イベント情報

HP：http://www.skipcity.jp

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

ARやプロジェクションマッピングなど、先端映像技術を
使った5つの体験型コンテンツを展示し、新しい「祭」の

体験ができる企画展を開催します。

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。

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。

・天皇 運命の物語 第一・二話（2018）

・【萩原健一さん出演ドラマ】

　不惑のスクラム　第１～４回（2018）

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

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/

★ 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 【マツリミライ:先端映像技術が“祭”をアップデー
トする】　（4/16～9/29開催）

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

5/25(土)～6/2(日)
9：30～17：00 入館は16：30まで 5/27(月)は休館日

★パネル展示＆DVD上映

「くらしの中で起こる事故」をテーマに、パネル展示やＤＶＤ上

映、

各種リーフレットの配架を行います。

★迷路クイズ「製品についているマークを覚えよう」

迷路の中に隠された「製品についているマーク」に関するクイズ

に

チャレンジしよう！ たくさん正解した方にはステキな記念品を

プレゼント！

★製品事故品展示

製品事故を起こした商品の実物を展示します。

過去に発生した事故事例や注意したいポイント、事故が発生した

場合の対処法も紹介します。

5/1(水)～5/6(月振)
9：30～17：00 入館は16：30まで

★パネル展示・ＤＶＤ上映、古代衣装展示

「衣服」をテーマにしたパネル展示やDVD上映、

古代衣装のレプリカ展示を行います。

★衣服のあれこれクイズ

「衣服」に関する様々なクイズに挑戦しよう！

多く正解した方には、記念品をプレゼントします。

★観察コーナー

「いろいろな布地を観察してみよう！」

「いろいろな絵表示を見てみよう！」

★くらっしーの着せ替えぬり絵

★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

ＧＷイベント 今からはじめよう！服育
～毎日着る衣服のことをもっと知ろう～

★☆★ワークショップ★☆★

★5/2（木・休) こどもの日クラフト

こいのぼり飾り
①11：00～②14：00～（所要時間約30分）

・実習室 ・小学生以下 ・各回20名（要整理券）

・参加費 無料

★5/6(月・振) 母の日クラフト

フェルトフラワー❀ミニアレンジ
①11：00～②14：00～(所要時間約40分）

・実習室 ・小学生以下 ・各回20名(要整理券)

・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）

消費者の日イベント くらしの中のいろいろなキケン
～身の回りの事故に注意！～

5/11(土) 気分は寿司屋さん♪カラフルミニおすし 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 ・整理券不要・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★☆★

◇科学展示室 ※鉄道模型手動運転は有料

わくわく屋台村（いろいろなものづくりの体験）10：00～16：00 ※未就学児は保護者同伴

◇プラネタリウム （観覧には「無料観覧券」が必要です）
〔開始時刻〕①10：30 ②11：40 ③12：50 ④14：00 ⑤15：10

※各回30分。①③⑤は2018年夏番組「HAYABUSA2」のみ、②④は星空の生解説のみ
※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）

◇天文台 特別ガイドツアー （雨・強風の場合は中止）
13：00～14：00 〔所要時間〕 約20分 ※13：00から1階科学館入口前で受付

◎開館記念日無料公開 3日（金・祝） ※地下駐車場は有料

【一般投影】 「眠れなくなる宇宙のはなし」 土曜・日曜 12：00、13：30

木曜（2・30日除く） 15：30 1・2・6日 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 15：00

【キッズアワー】 4日、日曜 10：30  1・2・6日 12:00

★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

【サイエンスショー】 日曜 13：40、15：10 約30分

【わくわくワーク】 2・4日 11:30、13：00、14：30 11・18・25日 13：00、14：30 

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】 1・6日 11:30、13：00、14：30 12・19・26日 13：00、14：30

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】 12・19・26日（日） 11：30 約30分 小学3年生以上の親子8組（先着順）

【うきうき探検】 土曜 10：30、15：10 配布時間 20分

★科学展示室 9：30～17：00 （入館は16：30まで） 【夜間観測会】 11日（土）、25日（土） 受付19：00～19：30 公開19：30～20：30

主な観測対象…11日 月、25日 球状星団 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

【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）

【川口市立科学館 GWイベント】 4月27日（土）～5月6日（月・振） ※5月3日（金・祝）除く

展示室・プラネタリウム・天文台で期間中いろいろなイベントを開催しています。詳しくは
科学館ホームページをご覧ください。「みんな集まれ！つみき広場」も開催中！

★

天

文

台

ゴールデンウイーク どーもくんシアターの上映会・イベント

5月1日（水） 新着アニメ祭 10:00～12:00、 昭和・平成の皇室 13:00～16:30  

5月2日（木） 新着アニメ祭 10:00～12:00、 埼玉県・川口市関連 13:00～16:30

5月3日（金） 新着アニメ祭 10:00～12:00、 シルクロード２ 13:00～16:30

5月4日（土） 新着アニメ祭 10:00～16:30

5月5日（日） ディノ ・レース＆クラフト 11:00～16:00 ※キッズ参加型イベント※

5月6日（月） 新着アニメ祭 10:00～16:30

※ 都合により上映番組は変更になる場合がございます。

詳細は館内ポスターをご覧下さい。


