
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 投影

4 金

5 土 ☆アルソミトラ 投影

6 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

スライムがあらわれた

◇けんび鏡マスター
★七色ボトルをつくろう 投影

7 月

8 火

9 水

10 木 投影

11 金 特別観測

12 土
ウィークエンドシアター

「万引き家族」
☆ポキポキスネーク 投影

13 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

ﾊﾟﾗﾎﾞﾗ実験
◇けんび鏡マスター

★七色ボトルをつくろう 投影

14 月 鉄道の日上映会
スライムがあらわれた

★七色ボトルをつくろう 投影

15 火 休館日

16 水

17 木 投影

18 金

19 土 ☆ストロケット２号 投影

20 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

まわしてたのしもう‼コマのひみつ

◇けんび鏡マスター
★まぼろし箱 投影

21 月 休館日

22 火 皇室関連上映会
まわしてたのしもう‼
コマのひみつ

★まぼろし箱
投影

〈要観覧券）
特別
ガイドツアー

23 水

24 木 投影

25 金

26 土 ザ☆昭和歌謡
SELECTION

27 日 埼玉県・川口市
関連映像上映会

 ◎気まぐれ!
 ちょこっと大実験? ★時計を分解

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

川口市
市産品フェア

2019

ミニシアター上映

常設展示
＆

DVD放映
シアター上映

　ＪＲ京浜東北線

　　　川口駅
川口駅東口 約13分

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

10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
彩の国くらしプラザ

（生活科学センター）

048-268-8000 048-262-8431 048-261-0993

日 曜 映像ミュージアム 映像ホール 公開ライブラリー

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ
EVENT CALENDAR 2019.10 10 月

イベントゾーン
展示フロア/

シアター
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

天文台

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

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

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

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

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

川口市立

高校

(下車後徒歩5分)

休館日

映画のはじまり
ワンダーランド

映画のはじまり
ワンダーランド

映画のはじまり
ワンダーランド

映画のはじまり
ワンダーランド

休館日

休館日

                                       休館日

休館日

休館日（館内整理日）

休館日

休館日

ミニシアター上映

ちょこっと工作

エコキッズ工作

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

ちょこっと工作

エコキッズ工作

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

こどもクッキング☆プチ

こどもクッキング

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

『きのこの森』

10月1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＊

写真展

『きのこの森』

10月1日～31日
ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

◎特別わくわくワーク「標本ミニボトル」

投影
（要観覧券）

観測会

特別ガイドツアー

◎特別わくわくワーク 「プラ板でアクセサリー」

川口市市産品フェア2019

特別無料公開 25日～27日

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

後の名月

～十三夜～

天皇即位礼正殿の儀特別無料公開

星空と

朗読

宇宙の教室

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

『きのこの森』

10月1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＊

写真展

『きのこの森』

10月1日～31日

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

くるくるアニメピタゴラ装置

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

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

ピタゴラ装置

くるくるアニメピタゴラ装置

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

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｱﾗｶﾙﾄ

ピタゴラ装置



★映像ホール

■

監督・脚本・編集：是枝裕和／出演：リリー・フランキー、安藤サクラ、松岡茉優、城桧吏、佐々木みゆ、樹木希林

■ 川口市市産品フェア2019　２５日(金)～２７日(日)10：00-17：00（※27日は16：00まで）

127社・団体：167ブースが出展／出展ブース以外にも様々な式典・併催イベントが行われます。

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

13日

20日

27日

●料金： 科学展示室 一般210円、小中学生100円　プラネタリウム 一般410円、中学生以下210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】

古い平屋に住む家主の初枝、治と信代の夫婦、息子の祥太、信代の妹の亜紀。彼らは足りない生活品を万引きで稼ぐという、社会の底辺にいるような一家
で、互いに口は悪いが仲良く暮らしていたが、ある事件をきっかけにバラバラに引き裂かれ、それぞれが抱える秘密が次々と明らかになっていく―
カンヌ国際映画祭のパルムドール受賞を始め、国内外の各映画賞でも数々の賞に輝いた、是枝裕和監督・入魂の最新作。

企画展　（10/8～4/5開催）
 【「よーい！スタート！！映画のはじまりワンダーランド」】

【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 大人(高校生以上)：1000円／子供(3歳以上)：700円

★１２日(土)  『万引き家族』　１０：３０／１４：００　（各回30分前開場）

彩の国ビジュアルプラザ
HP：http://www.skipcity.jp 

★ 映像ミュージアム　【入館料】大人520円/小中学生260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 

2018年／日本／120分／PG12

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。1895年にリュミエール兄弟が映画を発明してから125年。
その誕生以来、映画は演出や技術などを進化させながら、多くの人を
夢の世界にいざなってきました。
本展では、リュミエール兄弟の映画発明を中心に映画の誕生前から
1920年代のトーキーが登場するまでの映画の歩みを紹介します。

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！！

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

ＳＫＩＰシティ10月 イベント情報

【主催】 川口市・川口市市産品フェア実行委員会

【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

NHKの新着番組
美術院  国宝修理百年－岡倉天心の理想を今に－

見沼代用水　―先人の土木技術―

農民のﾛｹｯﾄ -吉田の竜勢-

たのしい科学シリーズNo.85　きのこの話

くらしを衣裳で残す  －水島家の明治・大正・昭和－

秩父  山の味めぐり

和宮降嫁

大宮～川越  鉄道物語

川越氷川祭の山車行列　川越まつり

330万人の記録 ～埼玉国体～

100分de名著「万葉集」（'14）

連続ﾃﾚﾋﾞ小説「あさが来た」スピンオフ

　　「割れ鍋にとじ蓋」（'16）

NHKｽﾍﾟｼｬﾙ「和食 ふたりの神様」（'17）

【発掘番組】＜FM＞ふたりの部屋

  さらば国分寺書店のオババ 　他（'82）

ｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟ現代「左手のﾋﾟｱﾆｽﾄ」（'12）

きかんしゃトーマス（'17）　　　　　 　ほか

埼玉県のおすすめ番組

ＮＨＫスペシャル「人体　神秘の巨大ネットワーク　プロローグ　神秘の巨大ネットワーク 」（2017年） 他

夢・音楽館「ゆず」（2004年）他

「埼玉県の皇太子ご夫妻」、「寿（ことほ）ぐ御成婚」他

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   

埼玉県・川口市関連映像上映会
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：https://www.kurashi-plaza.jp/ 

【こどもクッキング☆プチ】

10/6（日）
かぼちゃクリームのカップビスケットケーキ

【こどもクッキング】

10/14（月祝）
かぼちゃ型のスイートパンプキン

～定員に達したため申込み終了～

【ちょこっと工作】

10/12（土）

お菓子をちょうだい！ハロウィン★ポット

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

【エコキッズ工作】

10/27（日）

ストローで作る◇しましまストラップ

家に余りがちなストローを使って、カラフルな

しましまもようのストラップを作ろう！

・時 間 ①11：00 ②14：00 （所要時間約30分）

・場 所 実習室

・定 員 各回20名（要整理券）

・対 象 小学生以下のお子様

・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）

映像公開ライブラリー出張上映会 in メディアセブン

第１回 １０月５日（土）14:00～16:00

・鋳物の町・ものづくりの炎消えず 他2本

第２回 １０月１２日（土）14:00～1５:４５

・明治150年 埼玉の明治維新 他2本

第３回 １０月２２日（火・祝）14:00～1５:４５

・古代へのいざない 国宝・金錯銘鉄剣 他2本

【サイエンスショー】 日曜・祝日（27日除く） 13：40、15：10 約30分
【わくわくワーク】 土曜日（26日除く） 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（27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（27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、13：40（26日のみ）、15：10 配布時間 20分

★

天

文

台

25日

26日

27日

【星空と朗読】 朗読作品「銀河鉄道の夜」（宮沢賢治著 新潮社版）
12日（土）10：30～11：20

【宇宙の教室】 第5回「実力試し！検定問題に挑戦～月・惑星編～」
19日（土）10：30～11：20

【一般投影】 「アナザー・アース」
土曜・日曜・祝日（22日・26日・27日除く） 12：00、13：30 木曜 15：30

「ポラリス２」 土曜・日曜・祝日（22日・26日・27日除く） 15：00
【キッズアワー】 テーマ「秋の星座とお月見」 日曜・祝日（22日・27日除く） 10：30

★プラネタリウム 定員160人 15分前開場・投影開始5分前に券の販売終了

★

天

文

台

【特別観測会「後の名月～十三夜～」】 11日（金） 定員100人（先着順）

【夜間観測会】 12日（土）・26日（土） 定員50人（先着順）

主な観測対象 12日…木星 26日…土星

（観測会共通） 受付17：30～18：00 公開18：00～19：00

※中学生以下は保護者同伴 ※くもり・雨・強風時は中止

※プラネタリウム観覧には無料観覧券が必要です。各回30分。回により内容が異なります。
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）

★天皇即位礼正殿の儀特別無料公開 22日(火・祝)
★川口市市産品フェア2019 特別無料公開 25日(金)～27日(日)

22日
【プラネタリウム※】 ①10：30 ②11：40 ③12：50 ④14：00 ⑤15：10
【天 文 台】 特別ガイドツアー 13：00～14：00 所要時間 20分※天候不良時中止

【科学展示室】 科学ものづくり「標本ミニボトル」13：00～15：00（常時開催） 100人（先着順）

【プラネタリウム※】 ③12：50 ④14：00 ⑤15：10

【科学展示室】 科学ものづくり 「プラ板でアクセサリー」10：00～16：00（常時開催）
【プラネタリウム※】 ①10：30 ②11：40 ③12：50 ④14：00 ⑤15：10
【天 文 台】 特別ガイドツアー 13：00～14：00 所要時間 20分※天候不良時中止

【科学展示室】 どきどきサイエンス 「時計を分解」（材料費200円）、気まぐれ!ちょこっと大実験?
【プラネタリウム※】 ①10：30 ②11：40 ③12：50 ④14：00 ⑤15：10C


