
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 ☆ペーパークラフトで
車両をつくろう 投影

3 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

おっと？鳴らしてみよう！ ★まぼろし箱 投影

4 月 ミニシアター上映 おっと？鳴らしてみよう！ ★まぼろし箱 投影

5 火 休館日

6 水

7 木 投影

8 金

9 土 ☆どんぐりやじろべえ
/種クラッカー 投影

10 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

シャボン玉大実験 ★まぼろし箱 投影

11 月 休館日

12 火

13 水

14 木
無料上映会

「パディントン2」
◎わくわく屋台村 投影

15 金

16 土 ☆手品コップ/
　コップで空気砲 投影

17 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

シャボン玉大実験/
◎ガラス細工

★キャンドルをつくろう 投影

18 月 休館日

19 火

20 水

21 木 投影

22 金

23 土 ストロングペーパー/
◎エアーボート製作

★キャンドルをつくろう 投影

24 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

ストロングペーパー/
◎ﾊｰﾊﾞﾘｳﾑの植物標本

★キャンドルをつくろう 投影

25 月 休館日

26 火

27 水

28 木 投影

29 金

30 土
ウィークエンドシアター

「翔んで埼玉」
☆クルコプター/
グニャグニャゴマ 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

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
※変更の場合あり

 　ＪＲ京浜東北線

　   川口駅
川口駅東口 約13分

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

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

休館日

常設展示
＆

DVD放映
シアター上映

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

ミニシアター上映

休館日

映画のはじまり

映画のはじまり

11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

公開ライブラリー日 曜 映像ミュージアム 映像ホール

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ
EVENT CALENDAR 2019.11 11 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

プラネタ
リウム

天文台

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日（館内整理日）

休館日

ミニシアター上映

休館日

ミニシアター上映

常設展示
＆

DVD放映

県民の日イベント おしゃべり
くらっしー

休館日

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)

県民の日イベント

ミニシアター上映

休館日

ミニシアター上映

ちょこっと工作

ワークショップ

ボクへの質問も

待ってるよ～！

ちょこっと工作

ワークショップ

ボクへの質問も

待ってるよ～！

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

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会

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

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

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

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

特別
ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

県民の日

無料公開

サイエンスまつり

～子どもから大人まで科学を楽しもう！～

11月2日（土）～12月1日（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

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

特別
ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

県民の日

無料公開

サイエンスまつり

～子どもから大人まで科学を楽しもう！～

11月2日（土）～12月1日（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＊

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

『埼玉の夕景』
11月1日～30日

11月14日 県民の日

埼玉県関連番組上映会

どーもくんシアター

11月23日 勤労感謝の日

プロフェッショナル上映会

どーもくんシアター



企画展　（10/8～4/5開催）  1895年にリュミエール兄弟が映画

 を発明してから125年。

 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。

★映像ホール

■

■

埼玉県の企画した映像作品９本を厳選して上映

日時：11月4日（月・休）10時～12時、13時～16時30分

場所：NHKアーカイブス２F　どーもくんシアター

県民の日スペシャル上映会

日時：11月14日（木）10時～12時35分、13時30分～16時05分

場所： 映像ミュージアム1F　ガイダンスルーム 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
日時：11月23日（土・祝）14時～16時 10日
場所：映像ホール（４F） 17日

24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】

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)

　　　　番組・映像　公開ライブラリー　（無料）

　【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  

ＳＫＩＰシティ11月 イベント情報

彩の国ビジュアルプラザ

【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。

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/

　【お問合せ】　048-261-0993　  ＨＰ：https://www.kurashi-plaza.jp/ 

大人のピタゴラスイッチ「数（すう）ピタ！　たのしい数学」（2015年）他

★３０日(土)  『翔んで埼玉』　１０：３０／１４：００ （各回30分前開場） 2019年／日本／106分

「世界よ、これが埼玉だ!!」　ここ日本には、最も虐げられた県があった―そう、そこは埼玉!!　埼玉への徹底的なディスりが強烈なインパク

トを放つエンターテインメント超大作にして、埼玉県人の郷土愛と誇りをかけた、華麗なる【愛と革命の物語】！

【お問合せ】 映像ホール ： 048-265-2591

県民の日 無料映画鑑賞会 １４日（木）　『パディントン２（吹替版）』　①１０：３０／②１４：００  （各回30分前に開場）

「あの"紳士すぎる”モフモフクマと、愛すべきブラウン一家が帰って来る！」　ロンドンでブラウン家の家族として暮らすパディントンは、育

ての親であるルーシーおばさんに絵本をプレゼントするために働き始めるが―

【事前申込】（各回先着200名／オンラインまたはFAXなどで受付）　／　【当日申込】（各回先着100名／各回開場時間より受付）

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

タイムスクープハンター「判じ絵！なぞなぞ挑戦状」（2013年）他

埼玉県のおすすめ番組 NHKの新着番組
雪豹　Snow Leopard

白久のテンゴウ祭り

第031回 “さいたま”のルーツ

シラコバト物語

火山列島日本　噴火予知への挑戦

北の動物家族　サケ！母なる川での250日

城跡にたつ　―鉢形城―

神々のふるさと　出雲神楽

われは水軍　－松山・興居島の船踊り－

維新に生きた　父娘二代　～尾高惇忠・ゆう～

・NHKスペシャル「熊本城　再建」（'17）

【発掘番組】 男は度胸　最終回（'71）

・帰ってきたロッカーのハナコさん（'03）

・平成古寺巡礼～埼玉・喜多院～（'99）

・今夜は恋人気分～とっておき夫婦物語～

　小出義雄（マラソン監督）夫妻（'04）

・オイコノミア「遊園地の経済学」（'17）

・きかんしゃトーマス（'17）　　　　　　ほか

鑑賞マニュアル　美の壺（つぼ）3作品、埼玉の戦国城館跡（2009年）他

ドキュメント７２時間「駄菓子屋　子どもたちの小さな宇宙」（2015年） 他

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 

【毎週土曜】 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｱﾗｶﾙﾄ

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！！

魅力いっぱい◇彩の国
～埼玉県クイズにチャレンジ！～

11月9（土）～14（木） 11月11日（月）は休館日

9：30～17：00 入館は16:30まで

パネル展示で、埼玉県の

魅力をたくさんご紹介します。

展示内容をベースとした

クイズ＆スタンプラリー！

たくさん正解した方には、

ステキな記念品をプレゼント

11/10（日）ワークショップ

ストローで編む

かんたんブレスレット

時 間：①11：00 ②14：00 （各回60分）

場 所：交流室

対 象：小学生以下のお子様

参加費：無料

定 員：各回20名（要整理券）

※整理券は9：30より先着順で配布します。

（お１人様１枚限り）

11月30（土）～12月1（日）

9：30～16：00 参加カード配布は15：00まで

年に一度の大感謝祭！

お祭りカードを上手に使って楽しく遊んじゃおう。

楽しく遊ぼう！わくわくゾーン

大人気のストラックアウト、射的、輪投げ、

フリースローにお魚釣りゲームなど。

小さい子も遊べる楽しいゲームが盛りだくさん！

作って食べよう！パクパクゾーン

お祭りの定番、わたがし、ポップコーンのほか

甘くて美味しいミルクせんべいもあるよ。

楽しく作って、美味しく食べよう！（各日500食限定）

参加カードは

中学生以下の

お子様を対象に

配布します。

魅力いっぱい★彩の国

～埼玉クイズにチャレンジ！～

11月9日（土）～14日（木）

9：30～17：00 入館は16：30まで

11月11日 (月) は休館日

埼玉県の魅力を展示パネルや

大型地図でご紹介します。

展示内容をベースとした

クイズ＆スタンプラリーで

たくさん正解した方には、

ステキな記念品をプレゼント！

11/10（日）ワークショップ

ストローで編む∞

かんたんブレスレット

時 間：①11：00 ②14：00 （各回60分）

場 所：交流室

対 象：小学生以下のお子様

参加費：無料

定 員：各回20名（要整理券）

※整理券は9：30より先着順で配布します。

（お１人様１枚限り）

11月30日（土）～12月1日（日）

9：30～16：00 参加カード配布は15：00まで

年に一度の大感謝祭！

お祭りカードを上手に使って楽しく遊んじゃおう。

楽しく遊ぼう！わくわくゾーン

ストラックアウト、輪投げ、フリースロー、ダーツ、

ビーンボウリング、パターゴルフなど、

小さい子も遊べる楽しいゲームが盛りだくさん！

作って食べよう！わくわくゾーン

お祭りの定番、わたがし、ポップコーンのほか

甘くて美味しいミルクせんべいもあるよ。

楽しく作って、美味しく食べよう！ (各日500食限定)

参加カードは

中学生以下の

お子様を対象に

配布します。

★ 科学展示室 9：30～17：00 （入館は16：30まで）

【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 11：30、13：00、14：30、16：00（2日のみ） 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、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
【うきうき探検】 土曜 10：30、13：40、15：10 ※カードがなくなり次第終了

「アナザー・アース」 土曜・日曜・祝日 12：00、13：30 木曜（14日除く） 15：30
「ポラリス２」 土曜・日曜・祝日 15：00
【キッズアワー】 11月・12月のテーマ「クリスマス」 日曜・祝日 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

【夜間観測会】 9日（土）・23日（土） 受付17：30～18：00 公開18：00～19：00

主な観測対象 9日…月・土星 23日…すばる（M45） 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)

県民の日 無料公開 14日（木）

◎科学展示室 9：30～17：00

わくわく屋台村（いろいろなものづくり体験） 10：00 ～16：00

◎プラネタリウム（要無料観覧券）

開始時刻 ①10：30 ②11：40 ③12：50 ④14：00 ⑤15：10 各回約30分

①③⑤･･･2019年春番組「眠れなくなる宇宙のはなし」のみ ②④･･･星空の生解説のみ

サイエンスまつり ～子どもから大人まで科学を楽しもう！～ 【2日～12月1日】

★ 科学展示室 9：30～17：00 （入館は16：30まで）

【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 11：30、13：00、14：30、16：00（2日のみ） 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、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
【うきうき探検】 土曜 10：30、13：40、15：10 ※カードがなくなり次第終了

「アナザー・アース」 土曜・日曜・祝日 12：00、13：30 木曜（14日除く） 15：30
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※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、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
【うきうき探検】 土曜 10：30、13：40、15：10 ※カードがなくなり次第終了

「アナザー・アース」 土曜・日曜・祝日 12：00、13：30 木曜（14日除く） 15：30
「ポラリス２」 土曜・日曜・祝日 15：00
【キッズアワー】 11月・12月のテーマ「クリスマス」 日曜・祝日 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

【夜間観測会】 9日（土）・23日（土） 受付17：30～18：00 公開18：00～19：00

主な観測対象 9日…月・土星 23日…すばる（M45） 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)

県民の日 無料公開 14日（木）

◎科学展示室 9：30～17：00

わくわく屋台村（いろいろなものづくり体験） 10：00 ～16：00

◎プラネタリウム（要無料観覧券）

開始時刻 ①10：30 ②11：40 ③12：50 ④14：00 ⑤15：10 各回約30分

①③⑤･･･2019年春番組「眠れなくなる宇宙のはなし」のみ ②④･･･星空の生解説のみ

サイエンスまつり ～子どもから大人まで科学を楽しもう！～ 【2日～12月1日】

★ 科学展示室 9：30～17：00 （入館は16：30まで）

【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 11：30、13：00、14：30、16：00（2日のみ） 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、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
【うきうき探検】 土曜 10：30、13：40、15：10 ※カードがなくなり次第終了

「アナザー・アース」 土曜・日曜・祝日 12：00、13：30 木曜（14日除く） 15：30
「ポラリス２」 土曜・日曜・祝日 15：00
【キッズアワー】 11月・12月のテーマ「クリスマス」 日曜・祝日 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

【夜間観測会】 9日（土）・23日（土） 受付17：30～18：00 公開18：00～19：00

主な観測対象 9日…月・土星 23日…すばる（M45） 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)

県民の日 無料公開 14日（木）
◎科学展示室 9：30～17：00
わくわく屋台村（いろいろなものづくり体験） 10：00 ～16：00
◎プラネタリウム（要無料観覧券）
開始時刻 ①10：30 ②11：40 ③12：50 ④14：00 ⑤15：10 各回約30分
①③⑤･･･2019年春番組「眠れなくなる宇宙のはなし」のみ ②④･･･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階科学館入口前で配布
◎天文台特別ガイドツアー 13：00～14：00 所要時間20分 ※雨・強風の場合は中止

サイエンスまつり ～子どもから大人まで科学を楽しもう！～ 【2日～12月1日】

●ワークショップ「自動運転で動く車のしくみ｣ 3日(日・祝)・4日（振）・9日（土）・10日（日）
※募集は10月で終了

●科学ものづくり教室「キャリアロボット製作」 16日 ※募集は10月で終了
●ものづくり「エアーボート製作」

23日（土・祝） ①11：00 ②13：00 ③14：30 各10組（先着順） 約45分 ※要材料費
※小学2年生以上と保護者（小学年5年生以上は子どものみの参加も可）

●いきいきサイエンス 17日(日)「ガラス細工」①11：00 ②13：00
24日(日)「ハーバリウムの植物標本」 11：00

各10人（先着順） 各回60分 対象 高校生以上
●常時開催イベント「展示室でかくれんぼ！いきものを探せ！」
●プレイコーナーの設置 ●科学展優秀作品紹介コーナー

令和の時代につながる

渋沢栄一の原点～幕末・パリ・血洗島～

第1回コンテンツ活用講座


