
＊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

2 木

3 金

4 土 映画のはじまり
ミニシアター上映会

☆開運おきあがり
ねずみ

投影

5 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

新春サイエンスショー
/◎指紋鑑定体験 投影

6 月 休館日

7 火 ◎指紋鑑定体験/

◎警察車両をみてみよう

☆開運おきあがり
ねずみ

投影

8 水

9 木 投影

10 金

11 土 ☆色いろゴマ 投影

12 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

オー！酸素ぉー！
★電気で元気/
電気回路のはなし 投影

13 月 ミニシアター上映会 オー！酸素ぉー！
★電気で元気/
電気回路のはなし 投影

14 火 休館日

15 水

16 木 投影

17 金

18 土 ☆タマゴろごろ 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/
◎指紋鑑定体験

投影

20 月 休館日

21 火

22 水

23 木 投影

24 金

25 土 ☆ストロースピナー 投影

26 日 番組上映会
サンデーアーカイブス すごいぞ空気

★電気で元気/
電気回路のはなし 投影

27 月 休館日

28 火

29 水

30 木 投影

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

おしゃべり
くらっしー

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

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

1月

冬休みイベント

常設展示
＆

DVD放映

常設展示
＆

DVD放映

ｻｲｴﾝｽｼｮｰ/
◎特別ｲﾍﾞﾝﾄ日 曜 映像ミュージアム

年始休館日
1/1（水）～1/3

（金）

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

048-268-8000

休館日 休館日

休館日 休館日 休館日

ミニシアター上映会

ミニシアター上映会

ミニシアター上映会

ミニシアター上映会

年始休館日
1/1（水）～1/3（金）

休館日

映像ホール

川口駅東口

公開ライブラリー

最寄り駅からバスのご案内

シアター上映

約13分
川口市立

高校
(下車後徒歩5分)

休館日 休館日 休館日

休館日（館内整理日）

ＳＫＩＰシティまでのご案内　　所在地 ： 川口市上青木3-12-18、63

　ＪＲ京浜東北線

　　　川口駅

常設展示
＆

DVD放映
映画のはじまり
ワンダーランド

048-261-0993

休館日 休館日 休館日

シアターラウンジ
プラネタ
リウム

天文台 イベントゾーン

年始休館日
1/1（水）～1/3（金）

年始休館日　1/1（水）～1/3（金）

展示フロア/
シアター

おしゃべり
くらっしー

048-262-8431

イベントカレンダー

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）

 ＳＫＩＰシティ

 EVENT CALENDAR 2020.1 1 月

写真展

『なつかしい

川口の風景』

1月4日～31日

1月13日 成人の日

プロフェッショナル上映会

どーもくんシアター

１月１７日

防災関連上映会

どーもくんシアター

1月4日 キッズスペシャル上映会

どーもくんシアター

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

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

特別展「科学捜査展」

2/16（日）まで

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

特別展「科学捜査展」

2/16（日）まで

ワークショップ

こども消費者体験教室

みんな～！

まってるよ～♪

ちょこっと工作

エコキッズ工作

かるた大会

かるた大会

かるた大会

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

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

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会



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
■ SKIPシティ ウィークエンドシアター／落語会

★１３日(月・祝)　SKIPシティ落語会「鯉昇・文蔵 二人会」　１４：００　（１３：３０開場）

想像力豊かな世界観で笑いに誘う瀧川鯉昇と、繊細かつ破壊力抜群の人物描写を得意とする橘屋文蔵がSKIPシティで競演！

★１８日(土) 『アラジン』（実写・日本語吹替版）　１０：３０／１４：００　（各回30分前開場）

世代を超えて愛され続ける『アラジン』をディズニーが空前のスケールで実写映画化！

胸躍る“冒険アクション”と身分を越えた“真実の愛”を描いた、すべての人に贈る究極のエンターテイメント。

監督：ガイ・リッチー／出演：メナ・マスード（中村倫也）、ナオミ・スコット（木下晴香）、ウィル・スミス（山寺宏一）

大人（高校生以上）：1,000円／子供（小学生以上）：700円 2019年／アメリカ／128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）　　

5日
12日
19日
26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

聖火　郷土に燃えて

医療に生涯かけて　～生沢クノ～

新春に映える染めと鳶の伝統　～熊谷市～

彫刻に生きた　森玄黄斉

大宮から宇宙へ　～若田光一宇宙飛行士が与えた夢～

大工道具　その技と心

都市はじめて物語　－モダン昭和の東京

東北のまつり　第３部

西出大三　截金（きりかね）の美

復活した飯能焼

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）

彩の国ビジュアルプラザ

ＳＫＩＰシティ1月 イベント情報

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・祝日はピタゴラの日！！
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！！

　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。

ＮＨＫスペシャル「和食　ふたりの神様　最後の約束」（2017年）

ＮＨＫ映像ファイル　あの人に会いたい「渥美清（俳優） 」（2007年）

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

　【お問合せ】　048-262-8431　 ＨＰ http://www.kawaguchi.science.museum

　　ＦＭシアター 「風に刻む」（'10）

きかんしゃトーマス（'17）　　　　　　ほか

【阪神・淡路大震災関連】

【お問合せ】 映像ホール ： 048-265-2591

大人(高校生以上)：2,900円／子供(小学生以上)：1,500円

【お問合せ】公開ライブラリー：048-268-8000

埼玉県のおすすめ番組 NHKの新着番組

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

オトナヘノベル「１０代ドラマ　ブラックバイトに負けない！」（2016年）

夢・音楽館「森山良子　ＢＥＧＩＮ」（2003年）

【大河ドラマ「新選組！」続編 】　正月時代劇

　　「新選組!! 土方歳三 最期の一日」（'06）

【放送開始61年目】　NHKｱｰｶｲﾌﾞｽ

　「おかあさんといっしょの半世紀」（'15）

#ジューダイ「高校生ｶﾞﾁ対決 食品№1」（'18）

【毎週日曜・祝日】ピタゴラ装置を作ろう！

【日時】令和２年２月２日（日）

【講演/トークセッション】

山下祐樹 氏（熊谷市教育委員会 主任 学芸員）

【トークセッション】

デービッド・アトキンソン 氏（㈱小西美術工藝社 社長）

【時間】１４：００～１６：００

【会場】ＳＫＩＰシティ映像ホール(4階）

コンテンツ活用講座

山下祐樹氏歓喜院聖天堂 奥殿（提供：熊谷市教育委員会）

めぬま しょうでん

神田山吹 氏
デービッド・アトキンソン氏

上映会・講演とトークセッション

© 2019 Disney Enterprises, Inc. All Rights 

【サイエンスショー】 日曜・祝日（1日除く） 13：40、15：10 約30分

【わくわくワーク】 土曜 11：30（4日のみ）、13：00、14：30 7日(火)11：30、13：00

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】 12・26日（日）、13日（月・祝） ①11：30、②13：00、③14：30 

テーマ ①③「電気で元気」 材料費…300円、②「電気回路のはなし」 材料費…450円

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、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17：30～18：00 公開18：00～19：00

主な観測対象 11日…オリオン大星雲（M42） 25日…金星

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

★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

©METASPACE

※イベントは都合により変更、または中止となる場合があります。

冬番組「コスモス・オデッセイ - 宇宙を見つめる探求の旅」

土曜・日曜・祝日（1日除く）12：00、13：30  木曜(2日除く) 15：30

7日(火) 13：30、15：00

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（1日除く）15：00 

【キッズアワー】 テーマ 「冬の星座とオリオン座」

日曜・祝日（1日除く）10：30 7日(火) 12：00

【特別展】「科学捜査展」 2/16（日）まで
科学館内にある7つの科学捜査チャレンジステージを体験してみよう！君も科学捜査官だ！

◎毎日イベント開催 科学捜査チャレンジステージを体験して、科学館内に隠されたお宝を探し
出そう！みごと探し出すことができれば、毎日先着50人のかたに「科学捜査官証メダル」をプレゼ
ントします。※規定数を超えた場合は科学館オリジナルグッズをプレゼント
参加方法 科学館受付で「謎解きシート」を配布（開館中常時参加可）
◎特別ワークショップ「指紋鑑定体験」 犯人逮捕の決め手となる指紋はどのように採取し
ているのだろうか？実際に証拠品についている指紋を探してみよう！
5・19日（日）11：30、13：00、14：30 7日（火）14：00、14：50、15：30、16：20 
各回10人（先着順） 約30分 ※小学3年生以下は保護者同伴
※当日科学館展示室受付で整理券配布 協力…川口警察署
◎車両展示「警察車両をみてみよう！」 普段見ることのできない車両の内部を見学しよう。
7日（火） 14：00～17：00  時間内見学可
場所 SKIPシティ西側駐車場 協力…川口警察署

【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）

★

天

文

台

12/21（土）～1/13（月・祝）
12/29～1/3、1/6は休館日

9：30～17：00 入館は16：30まで

★パネル展示＆DVD上映

★契約〇×クイズ＆ガラポン抽選会
「契約」をテーマにしたクイズで、

たくさん正解すると、ステキな記念品がもらえる

ガラポン抽選会に参加できるよ♪

★悪質商法かるたに挑戦！
君は何枚取れるかな？

たくさん札をとった方に記念品をプレゼント！

12/28（土）1/4（土）1/11（土）1/13（月・祝）

①11：30②14：00（各回約20分）

★おしゃべりくらっしー@くらしーシアター

冬休みイベント

くらっしーといっしょに

お金のお勉強 1/5（土）
かんたん✿

お正月つるし飾り

・時間 ①11：00～12：30

②14：00～15：30
※受付は終了の15分前まで

・場所 くらっしーパーク

・対象 お子様から大人まで

・定員 時間内自由参加

※材料がなくなり次第終了

・参加費 無料

1/12（日）
ウインター❅

ハーバリウム

・時間 13：30～14：30

・場所 実習室

・対象 小学生

（2年生以下は保護者同伴）

・定員 20名 ※事前申し込み

・参加費 1500円（材料代）

・申し込み

電話または

くらしプラザ

受付にて

直接申し込み

※一度に

申し込める人数は

2名までです。

ワークショップ こども消費者体験教室

☆★エコキッズ工作★☆

1/26（日）ふわふわ♥かわいい♥

毛糸ポンポン

・時間 ①11：00 ②14：00 （所要時間約40分）

・場所 実習室 ・対象 小学生以下のお子様

・定員 各回20名 ・要整理券

・参加費 無料
※整理券は9：30より①②回分を先着順配布（お1人様1枚限り）

★☆★ちょこっと工作★☆★

1/18（土）もうすぐ節分！

紙皿でオニッコ面

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
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