
＊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 日 マツリミライ
埼玉県・川口市
上映会 冷たい世界

★ゆれる科学
　揺れない技術 投影 夏休みイベント おしゃべりくらっしー

2 月 休館日

3 火

4 水

5 木 休止

6 金

7 土 ☆ガーガーコップ 投影

8 日 おっと？鳴らしてみよう!
◇じしゃく選手権

★貝がらアクセサリー 投影

9 月 休館日

10 火

11 水

12 木

13 金

14 土
ウィークエンドシアター

「シュガー・ラッシュ・オンライン」
☆はりがねクルクル 投影 秋の特別イベント

15 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

科学戦隊ロケットマン
◇じしゃく選手権

★貝がらアクセサリー 投影

16 月 ミニシアター上映 科学戦隊ロケットマン ★貝がらアクセサリー 投影 秋の特別イベント

17 火 休館日

18 水

19 木 投影

20 金

21 土 ☆わゴムでＧＯ! 投影

22 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

科学戦隊ロケットマン
◇じしゃく選手権

★貝がらアクセサリー 投影

23 月 ミニシアター上映 まぜてみまＳＨＯＷ ★貝がらアクセサリー 投影

24 火 休館日

25 水

26 木 投影

27 金

28 土 ☆飛プラコップ 投影

29 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

まぜてみまＳＨＯＷ
◇じしゃく選手権

★七色ボトルをつくろう 投影

30 月 休館日

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

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①②③

土日祝②③④
※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
④16:00‐16:30
平日①②③
土日祝②③④

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

9月

イベントカレンダー
ＳＫＩＰシティ

EVENT CALENDAR 2019.9 ９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

天文台

048-268-8000 048-262-8431

シアターラウンジ
プラネタ
リウム

おしゃべり
くらっしー

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①②③

土日祝②③④
※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
④16:00‐16:30
平日①②③

土日祝②③④
※変更の場合あり

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
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

休館日

休館日

休館日

休館日

館内整理日

休館日

休館日

朝ドラ傑作選

休館日

ミニシアター上映

休館日

マツリミライ

全国コミュニティ
シネマ会議 2019

in 埼玉

マツリミライ

マツリミライ

フィルム映画鑑賞会
「名匠たちが描く
青春映画」

ミニシアター上映

マツリミライ

休館日

ミニシアター上映

休館日

ワークショップ

ちょこっと工作

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

ピタゴラ装置

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

ピタゴラ装置

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

ピタゴラ装置

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

ピタゴラ装置

ﾏﾂﾘﾐﾗｲ KINGYO大

ﾏﾂﾘﾐﾗｲ HADO大会

写真展『実りの秋』

９月１日～２９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＊

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～
7月19日（金）～9月8日（日）

シアターラウンジ

休館日
（特別整理期間）

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

◎たたら祭り

展示室無料公開

特別わくわくワーク

開催！

宇宙の

教室④

秋番組 ｢アナザー・アース

～私の部屋が宇宙になった夜～｣

投影開始

特別

観測会

「秋のお

月見」

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

ｻｲｴﾝｽｼｮｰ/
◎特別ｲﾍﾞﾝﾄ/
◇にこにこ実験室



★映像ホール
■

《シュガー・ラッシュ》最大の危機を救うため、大親友のふたりは《インターネットの世界》へ飛び出すが…。 2018年／アメリカ／112分

■ フィルム映画上映会　（令和元年度優秀映画鑑賞推進事業）　「名匠たちが描く青春映画」 各回30分前開場／1作品：500円

★２２日（日）10：30 『めぐりあい』 監督：恩地日出夫／黒沢年男、酒井和歌子　／　14：00 『八月の濡れた砂』 監督：藤田敏八／村野武範、広瀬昌助

★２３日（月・祝）10：30 『約束』 監督：斎藤耕一／岸恵子、萩原健一　／　14：00 『忍ぶ川』 監督：熊井啓／加藤剛、栗原小巻

★全国コミュニティシネマ会議 2019 in 埼玉
★６日（金）・７日（土）　コミュニティ×映画を考える2日間 映画上映を行う人たちの情報交換と研究報告、ディスカッション、交流の場

７日（土）１４：１５ 「映画ミール浪曲」プレミア上映会 『出来ごころ』 活弁付上映　（1933/監督：小津安二郎）／周防正行監督登壇！

　場所：どーもくんシアター
9月3日（火）　　甘辛しゃん　総集編　第１回、あすか　総集編（１）  他

9月4日（水）　　つばさ　総集編（前編）、すずらん　総集編（１）  他

9月5日（木） 　　雲のじゅうたん　総集編（１） 、澪つくし　スペシャル（１）　他

9月6日（金） 　　チョッちゃん　総集編（前編）、天花　総集編（１）　他

9月7日（土） 　　まんてん　総集編（１）、芋たこなんきん　総集編（１）　他 番組上映会サンデーアーカイブス
9月8日（日） 　　だんだん　総集編　前編、やんちゃくれ　総集編（１） 　他 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）　　

1日
8日
15日
22日
29日

9/1（日）までやってるよ～！　9：30～17：00　入館は16：30まで

期間　9/14（土）～9/16（月・祝）　9：30～17：00　入館は16：30まで

●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】

埼玉県・川口市関連映像上映会

朝ドラ傑作選上映会
連続テレビ小説あさが来た　総集編　前編（１）「九転び十起き」（2016年）他

柳家小さん・花緑　超時空二人会「たぬきと孫の物語」（2004年）他

埼玉県のおすすめ番組 NHKの新着番組

 朝ドラ傑作選　上映会
時代を語る建築物　～大正期の西洋館～
繊維の女王　絹をつくる
さいたま秋の風物詩
俳人長谷川かな女　一管の笛―
見上げてごらん　埼玉の夜空
新しい水底トンネル　―多摩川沈埋函工事記録―
未来への挑戦　極限作業ロボットの研究開発
地震予知の科学　マグニチュード7.9
人間がつくり人間が変えるせんい
コットンの品質と栽培

NHKｽﾍﾟｼｬﾙ「人体 神秘のﾈｯﾄﾜｰｸ」('17)

【樹木希林さん　没後1年】

　福岡発ドラマ　いとの森の家（'15）

連続ﾃﾚﾋﾞ小説「あさが来た」総集編('16)

きかんしゃトーマス（'17）

【9月16日公開予定】ﾗｸﾞﾋﾞｰ日本選手権

新日鉄釜石7連覇全試合('79～'85)他

 ★科学展示室  9：30～17：00　（入館は16：30まで）

仕事ハッケン伝福田充徳×京都老舗料亭（2013年）他

秋の特別イベント くらっしーと考える健康づくり　～今、見直したい生活習慣～

★ 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/

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 【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

　　　　　　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。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新しい「祭」
の体験ができる企画展です。　【イベント開催決定 !!　↓】
9/16（月祝） KINGYO大会｜9/23（月祝）HADO MONSTER
BATTLE大会
詳細はWEBで!!  http://www.skipcity.jp/event/vm/mm/

夏休みイベント　くらっしーマーケットでお買いもの　夏限定！おつかい体験に挑戦！

【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）

彩の国ビジュアルプラザ

ＳＫＩＰシティ9月 イベント情報

HP：http://www.skipcity.jp

★１４日(土)  『シュガー・ラッシュ・オンライン』　１０：３０／１４：００　（各回30分前開場） 大人(高校生以上)：1000円／子供(3歳以上)：700円

【お問合せ】 コミュニティシネマセンター ：050-3535-1573

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！！

【お問合せ】 映像ホール ： 048-265-2591
SKIPシティ ウィークエンドシアター

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/

★パネル展示
「健康3原則」「バランスの良い食事」「睡眠の大切さ」「ストレスとの上手な付き合い方」など

「健康づくり」に関連したパネル展示を行います。

★健康チェックコーナー ～いろいろな測定器を使って健康チェックをしてみよう～

①動体視力チェック

②ストレスチェック＆血管年齢チェック＆心拍数チェック

③握力チェック

・時間 ①・② 9：45～16：45 ③ 9：30～17：00 ・場所 くらっしーパーク

★教材展示 1日のメニュー作り
バランスのよい食事について、パネルや教材を見ながら考えて、

★☆★ワークショップ★☆★
★9/15（日） 敬老の日クラフト 【ハンドメイド★フェルトトレイ】

フェルトと厚紙などを使って、小物を入れるトレイをつくろう！

・時間 ①11：00～ ②14：00～ （所要時間30分）

・場所 実習室 ・参加費 無料

・各回20名（要整理券） ・小学生以下

※整理券は当日9：30より、①②分をまとめて配布

★☆★ちょこっと工作★☆★
★9/21（土） お家に帰ろう♪ぴょんぴょんキツネ
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！

・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

９月１日（日）～２９日（日） 場所：公開ライブラリー内

【キッズアワー】 9月・10月のテーマ「秋の星座とお月見」

星空やテーマにそった内容を子ども（小学校低学年向け）に解説します。

日曜・祝日 10：30

秋番組「アナザー・アース～私の部屋が宇宙になった夜～」

土曜・日曜・祝日 12：00、13：30 木曜 15：30

投影延長「ポラリス２ ルシアと流れ星の秘密」

土曜・日曜・祝日 15：00

夏番組「ポラリス２ ルシアと流れ星の秘密」

土曜・日曜 12：00、13：30

投影延長「眠れなくなる宇宙のはなし」

土曜・日曜 15：00

【夜間観測会】 28日（土） 受付18：00～18：30 公開18：30～19：30

主な観測対象土星 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
【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

土曜日 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)

★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・祝日 13：40、15：10 約30分

【わくわくワーク】 土曜日 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】 日曜・祝日 11：30（1日のみ）、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】日曜日（1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、15：10 配布時間 20分

【特別観測会「秋のお月見」】

14日（土） 受付18：45～19：15 公開19：15～20：15 定員100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

14日
（土）
から

8日
（日）
まで

子どもから大人まで、宇宙を学べる天文講座

第4回 「火星探査最前線～有人探査に向けて～」

日時… 28日（土） 10：30～11：20 ※申し込み不要

宇宙の教室

～月・惑星探査～
（全5回）

(c) MONIGOTES2.0

/RENDER AREA


