
＊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 木 ☆紙コップギター/ゆ
らゆらボール～夏～ 投影

2 金 ★のぼる！のぼ
る！てんとうむし 投影

3 土
ウィークエンドシアター

「カメラを止めるな！」

☆紙コップギター/ゆ
らゆらボール～夏～ 投影 ガイドツアー

4 日 　ﾊﾟﾗﾎﾞﾗ実験
★のぼる！のぼ
る！てんとうむし 投影

5 月 休館日

6 火 ☆くるふわボール/
流れ星カード 投影

7 水 ★色水実験 投影

8 木 ☆くるふわボール/
流れ星カード 投影

9 金 ★色水実験 投影

10 土 夏休みアニメ上映
☆くるふわボール/
流れ星カード 投影

ガイドツアー

11 日 番組上映会

サンデーアーカイブス
　ふうせん大実験 ★色水実験 投影

12 月 昆虫すごいぜ！
上映会

　ふうせん大実験 ★色水実験 投影

13 火 休館日

14 水 昆虫すごいぜ！
上映秋

★サメの歯ストラッ
プをつくろう 投影

15 木
平和アーカイブス

上映会
☆スーパーストロケット/

イカおどりタコおどり 投影

16 金 ★サメの歯ストラッ
プをつくろう 投影

17 土
SKIPシティ落語会

「次代を担う落語家達」

☆スーパーストロケット/

イカおどりタコおどり 投影

18 日 番組上映会

サンデーアーカイブス

　◎中学生・高校生
　によるｻｲｴﾝｽ
DAY

★サメの歯ストラッ
プをつくろう 投影

19 月 休館日

20 火 ☆ロコップ 投影

21 水 ★サメの歯ストラッ
プをつくろう 投影

22 木 ☆ロコップ 投影

23 金 ★サメの歯ストラッ
プをつくろう 投影

24 土 上映会＆講演・講談 ☆ロコップ 投影

25 日 番組上映会

サンデーアーカイブス 冷たい世界
★サメの歯ストラッ
プをつくろう 投影

26 月 休館日

27 火 ☆バランスとんぼ 投影

28 水 ★ゆれる科学　揺れ
ない技術 投影

29 木 ☆バランスとんぼ 投影

30 金 ★ゆれる科学　揺れ
ない技術 投影

31 土 朝ドラ傑作選
上映秋

　◎たたら祭り
　　展示室無料公開

☆バランスとんぼ 投影
特別

ガイドツアー

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

昆虫すごいぜ！
上映会

休館日

平和アーカイブス
上映会

休館日

昆虫すごいぜ！
上映会

休館日

夏休みアニメ上映

休館日

夏休みアニメ上映

休館日

夏休みイベント
くらっしー

マーケットで
お買いもの

おしゃべり
くらっしー

マツリミライ

おしゃべり
くらっしー

休館日

夏休みイベント
くらっしー

マーケットで
お買いもの

おしゃべり
くらっしー

休館日

マツリミライ

マツリミライ

マツリミライ

マツリミライ

夏休みイベン
ト

くらっしー
マーケットで
お買いもの

おしゃべり
くらっしー

休館日

映像ミュージアム 映像ホール 公開ライブラリー 天文台

おしゃべり
くらっしー

休館日

休館日

休館日

休館日

ＳＫＩＰシティまでのご案内　　所在地 ： 川口市上青木3-12-18、63

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ
EVENT CALENDAR 2019.8 ８ 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

　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

サイエンスショー/
◎特別イベント

048-268-8000 048-262-8431

シアターラウンジ
プラネタ
リウム

8月
彩の国ビジュアルプラザ

日 曜

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

最寄り駅からバスのご案内

宇宙の

教室③

観測会

特別企画

太陽観測

実習①

太陽観測

実習②

サイエンス

サマーフェス
2019

9/1（日）まで

※詳細は

要問合せ

特別企画

特別観測

会「木星・

土星」

星空リラク

ゼーション

特別わくわく

ワーク開催！

ピタゴラ装置

ピタゴラ装置ピタゴラ装置ピタゴラ装置ピタゴラ装置

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｱﾗｶﾙﾄ

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｱﾗｶﾙﾄ

ピタゴラ装置

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｱﾗｶﾙﾄ

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｱﾗｶﾙﾄ

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｱﾗｶﾙﾄ

ピタゴラ装置

ピタゴラ装置

ピタゴラ装置ピタゴラ装置ピタゴラ装置ピタゴラ装置

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｱﾗｶﾙﾄ

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｱﾗｶﾙﾄ

ピタゴラ装置

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｱﾗｶﾙﾄ

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｱﾗｶﾙﾄ

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｱﾗｶﾙﾄ

ピタゴラ装置

特別ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

7/20〜9/1

夏休み自由

研究大作戦
2019

ｸｲｽで学ぶ

「映像ﾜｰｸ

ｼｰﾄ」配付

ボクへの質問も

待ってるよ～！

いつもの

シアターも

やってるよ～！

夏休みの思い

出にボクと

おしゃべり♪

クイズをしな

がら、ボクと

おしゃべり♪

9/1

まで！

9/1

まで！
9/1

まで！

企画展

朝ドラ１００の物語
～昭和・平成の

朝を彩ったヒロインたち～
9月8日（日）まで

シアターラウンジ

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

夏休み企画

「埼玉おさかな写真展」
８月１日～３1日



★映像ホール
■ SKIPシティ ウィークエンドシアター／落語会

★３日(土) 『カメラを止めるな！』　10：30／14：00　（各回30分前開場）

2018年、一大ブームを巻き起こした超話題作が、満を持して《ロケ地》SKIPシティに凱旋！ 2018年/日本/96分

★１７日(土)　SKIPシティ落語会「次代を担う落語家たち」　１４：００　（１３：３０開場）

柳亭小痴楽、瀧川鯉八、立川こはる、春風亭ぴっかり☆の若手落語家4名が、SKIPシティで競演！

■ 映像公開ライブラリー上映会　講演と講談
　★２４日（土） 「お茶博士 辻村みちよ　～フードサイエンスの開拓者～」 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）　　

4日
11日
18日
25日

期間　７月１３日（土）～９月１日（日）　※８月５日、１３日、１９日、２６日は休館日

●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】

 ドキュメント７２時間「巨大フェリーの人生航路」（2014年）　他

西久保観世音の鉦はり　埼玉県入間市宮寺の双盤念

仏

YS－11　新しい日本の翼
江戸大名屋敷から文明開化へ　汐留遺跡
絵図に見る―　災害の歴史
火山の探求　―有珠新山誕生―
万灯と花火の競演　～水天宮祭～
面影を今にしのんで　―機織りのまち・蕨―

山里の盆に送る　～百八燈と精霊送り～

放送が止まった、あの夏の日　～SKIPシティに隠された秘

話～

東（あずま）あそび　―大宮氷川神社―

【平和関連番組】

NHKｽﾍﾟｼｬﾙ「広島 残された問い」('18)

明日世界が終わるとしても「核なき世界
へ　ことばを探す　サーロー節子」 ('17)

特集ドラマ 「夕凪の街 桜の国2018」

連続ﾃﾚﾋﾞ小説「あさが来た」総集編('16)

トップランナー 「さくらももこ」 ('97)

きかんしゃトーマス ('17)　　　　　ほか

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

【毎週土曜】 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｱﾗｶﾙﾄ

彩の国ビジュアルプラザ

ＳＫＩＰシティ8月 イベント情報

HP：http://www.skipcity.jp

体験時間＝10:00～16:00　/　無料（要入館料）
　《申込不要》 《当日先着順》  場所＝3Fワークショップルーム

※満員の場合はお待ちいただく場合ございます。

香川照之の昆虫すごいぜ！上映会　

わたしが子どもだったころ「落語家　桂歌丸」（2007年）他

大人(高校生以上)：800円／子供(3歳以上)：500円

大人(高校生以上)：2,500円／子供(小学生以上)：1,200円

【申込み / お問合せ】 048-260-7777

14：00～14:45 映像上映「道なき道ふみわけて」／14:50～15:20 講演：村田容常（お茶の水女子大学 教授）／15：30～16：00 講談：神田山吹（講談師）

埼玉県のおすすめ番組 NHKの新着番組

【毎週日曜】ピタゴラ装置を作ろう！

　①11：00〜11：45　【工作】 マジックンロールを作ろう！《当日先着順》
 ★②13：00〜13：45  【アニメ】 クレイアニメを作ろう！
 ★③15：00〜15：45  【プログラミング】 ビスケットでプログラミング体験

ARやﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾏｯﾋﾟﾝｸﾞなど、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です。

【8/6(火)特別ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ「ﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾏｯﾋﾟﾝｸﾞWS」開催！】
詳細・申込はｺﾁﾗ→　http://www.skipcity.jp/vm/workshop/

土曜日はいろいろな映像体験ワークショップ！！
詳細や予約方法やにつきましてはHPにてご確認下さい。

★のワークショップにご参加いただくには事前予約が必要です

http://www.skipcity.jp/vm/workshop/

日曜日はピタゴラの日！！
身近な材料でピタゴラ装置を作って撮影しよう！

スマホやデジカメなどの撮影機材を持ってきてね！！

夏休みイベント　くらっしーマーケットでお買いもの　GO！GO！おつかい体験

夏休み期間は、楽しいワークショップや体験教室、くらっしーマーケットのスタッフになれる「こどもスタッフ体験」など、楽しいイベントがメジロおし！

【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）

 笑神降臨「東京０３」（２００９年） 他

★ 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


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/

【お問合せ】 映像ホール ： 048-265-2591

お買いもの体験

大人気のくらっしーマーケットが今年もオープン！

「1000円以内でカレーの材料を買ってみよう」

「600円以内で学校に必要なものを買ってみよう」

などなど、色々なテーマでお買い物体験。

セルフレジでお会計して、予算内で上手に

買い物できたら、ステキなくらっしーグッズが

もらえるよ！

今年は新しいテーマが増えたよ！

おしゃべりくらっしー

夏休みらしいテーマでクイズを交えて、

くらっしーとおしゃべり！

小さいお子様でも楽しいコンテンツです。

●時間 ①13：00

②16：00 (各回約２０分)
※14：30は、通常プログラム(約３０分)を上演します。

来館者スタンプカード

イベント期間中、お子様を対象に１日来館するごとに

１ポイントたまるスタンプカードを配布します。

５ポイントごとに記念品をプレゼントします。

※カードは冬休み期間、春休み期間も使えます。

自由研究コーナー
●飲み物の糖分を調べてみよう！

パネルやサンプルで清涼飲料水の中に含まれている

糖分量などを紹介します。

内容をまとめられるシートも配布します。

●夏休みに作ってみよう！

いろいろなエコ工作

くらしプラザの過去のワークショップや工作教室で

作った作品の展示と作り方の紹介をします。

お家でチャレンジしてみよう！

自由研究に活用できる本を集めたコーナーも

あるので、ぜひ活用してね！

桶川市出身で日本初の女性農学博士となった

「お茶博士 辻村みちよ」の実績と生涯を、辻村

博士と同時代の女性科学者たちの映像上映と、

お茶の水女子大学の村田容常教授による講演、

神田山吹氏による講談により振り返ります。

【日時】令和元年８月２４日（土）

【講師】村田容常 氏（お茶の水女子大学 教授）

【講談】神田山吹 氏（講談師）

【時間】１４：００～１６：００

【会場】ＳＫＩＰシティ映像ホール(4階）

上映会
講演と講談

村田容常氏

辻村みちよ（お茶の水女子大学蔵）

パイオニア

神田山吹 氏

特別観測会「木星・土星」 －この夏、注目の二大惑星を大型望遠鏡で観測！－

10日（土）、11日（日・祝） 19：30～21：30 受付18：45～19：30

定員 200人（先着順） ※17：15に開催決定を行い、くもり・雨・強風の場合は中止

※中学生以下は保護者同伴 ※混雑状況により受付時間を早めることがあります。

【サイエンスショー】 日曜・祝日（18日除く） 13：40、15：10 約30分
【わくわくワーク】 30日（金）まで1日3～4回開催！ 火・木・土曜日、8/31と9/1にはたたら
祭り特別わくわくワーク開催！ 約20分、各50人※未就学児は保護者同伴。
【どきどきサイエンス】 水・金・日曜・祝日 11：30、13：00(18日除く）、14：30（18日除く）

約30分 各20人 ※小2以下は保護者同伴。 ※要材料費。
【うきうき探検】 24・31日（土） 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） ※詳しくはお問い合わせください

夏番組「ポラリス２ ルシアと流れ星の秘密」

土曜・日曜・祝日12：00、13：30 火～金曜（13日除く） 13：30、15：00

投影延長「眠れなくなる宇宙のはなし」 土曜・日曜・祝日（3・4日除く） 15：00

★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

【キッズアワー】 8月のテーマ 「夏の星座とさそり座」

日曜・祝日 10：30 火～金曜（13日除く） 12：00

天文講座
【宇宙の教室～月・惑星探査～（全5回）】
第3回「水星と金星の素顔

～世界の探査と日本の挑戦～」
17日（土） 10：30～11：20
※申込み不要（1回のみの参加可）

【夜間観測会】 24日（土） 受付19：00～19：30 公開19：30～20：30  主な観測対象 木星

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
【太陽観測実習】 17日(土)・24日(土) 13：00～15：00【事前申込】 定員10人(先着順)

【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
3日（土）・10日(土) 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)
たたら祭り科学展示室無料公開 特別ガイドツアー 開催！ 31日（土）10：30～11：30

特別投影 【星空リラクゼーション
～夏の星空と天の川銀河～】

3日（土）・4日（日） 15：30～16：20 
BGM 辻井伸行「debut 10 years」より
「ベルガマスク組曲月の光」、「ラ・カンパネラ」他

サイエンスサマーフェス2019

※詳しくはお問合せください。

【気まぐれ！ちょこっと大実験？】

23日（金）までの水、金曜日

【自由研究コーナー】 8月30日（金）まで

【中学生・高校生によるサイエンスDAY】
18日（日）13：00～15：45 各回約30分
参加校
川口市立上青木中学校 科学部
県立川口青陵高校 生物部
県立川口高校 サイエンス部
豊島岡女子学園高校 化学部


