
048-265-2500 048-265-2591

☆わくわくﾜｰｸ/

★どきどきｻｲｴﾝｽ

1 火 ミニシアター上映

2 水 ドキュメンタリー

3 木 こども
ポイントカード 〔休止〕

4 金

5 土

6 日 常設展示 シアター上映

7 月 休館日

8 火 ミニシアター上映

9 水 ドラマ特集

10 木 こども
ポイントカード

11 金

12 土 ウィークエンドシアター
「ベイマックス」

☆カラフルいくら 投影 公開

13 日  空気であそぼう♪
★光ﾌｧｲﾊﾞｰで
　 ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ　他

投影

14 月 休館日

15 火 ミニシアター上映

16 水 歌謡特集

17 木 こども
ポイントカード 投影

18 金

19 土 上映会
トークショー

☆四次元カード 投影

20 日  空気であそぼう♪
★光ﾌｧｲﾊﾞｰで
 　ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ　他 投影

21 月 休館日

22 火 ミニシアター上映

23 水 紀行特集   おもしろふりこ
★光ﾌｧｲﾊﾞｰで
 　ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ　他

投影

24 木 こども
ポイントカード 投影

25 金
★光ﾌｧｲﾊﾞｰで
 　ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ　他 投影

26 土
☆開運！
　おきあがりだるま

投影 公開

27 日   おもしろふりこ
★光ﾌｧｲﾊﾞｰで
 　ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ　他 投影

28 月

29 火

30 水

31 木

駅名 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

 総合高校先回り

 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9分

企画展
「あそぶ！
ゲーム展」

企画展
「あそぶ！
ゲーム展」

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

12月
彩の国ビジュアルプラザ

　番組・映像

　　　公開ライブラリー

休館日

年末年始休館日
（1月4日まで）

映像ホール 公開ライブラリー

ＳＫＩＰシティまでのご案内　　所在地 ： 川口市上青木3-12-18、63

日

総合高校
(下車後徒歩5分)

曜 映像ミュージアム

休館日 5日(土)～11日（金）
（電気設備点検および

特別整理期間）

休館日

最寄り駅からバスのご案内

　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

企画展
「あそぶ！
ゲーム展」

年末年始休館日
1/4（月）まで

年末年始
休館日

（1/4まで）

年末年始休館日
（1月4日まで）

おしゃべり
くらっしー

おしゃべり
くらっしー

冬休み
イベント

川口市立科学館
ｻｲｴﾝｽﾜｰﾙﾄﾞ

048-268-8000

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

休館日休館日

休館日

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ 12 月 EVENT CALENDER 2015.12

イベントゾーン
展示フロア/

シアター

048-262-8431 048-261-0993

サイエンスショー
プラネタ
リウム

天文台シアターラウンジ

彩の国くらしプラザ
（生活科学センター）

番組上映会 

サンデーアーカイブス 

番組上映会 

サンデーアーカイブス 

番組上映会 

サンデーアーカイブス 

番組上映会 

サンデーアーカイブス 

２倍 

２倍 

２倍 

２倍 

ワークショップ 

体験教室 

クイズ大会 

ワークショップ 

サンタくらっしー 

特別展「もぐもぐ探検隊！」 

12/12（土）～2/14（日） 
ｼﾞｬｰﾆｰ･ﾄｩ･ｽﾍﾟｰｽ 

投影開始！ 

クリスマス 

イベント 

星空リラク 

ゼーション 

特別WS 

Vol.1 

特別WS Vol.2 

映像制作教室（撮影） 

アニメ         

制作教室 

アニメ 制作教室 

映像制作教室（編集） 

映像制作教室（撮影） 

アニメ 制作教室 



★ 【クリスマス特別イベント】　※12/22（火）～12/25（金）開催！！
●空飛ぶじゅうたんがクリスマスモードになります！サンタになって空を飛ぼう！！　●館内にはかくれスキッピーがたくさん！ぜんぶ見つけたらプレゼントがもらえます！

■

■

■

■

■

★映像ホール
■ ウィークエンドシアター１２月 大人（高校生以上）：８００円／子供（３才以上）：５００円
★ １２月１２日（土）１４時開映　　『ベイマックス』　（２０１４年／アメリカ／１０２分作品／デジタル）　

本編上映前に第８７回アカデミー賞短編アニメーション賞受賞作品「愛犬とごちそう」の上映があります。（６分作品）
謎の事故で最愛の兄タダシを失った天才少年ヒロ。深く傷ついた彼の心を救ったのは、人々の心と体を守るために兄が開発
したケア・ロボットのベイマックスだった。兄がベイマックスに託した驚くべき”使命”とは・・・・・？

■ 上映会＆トークショー 【申し込み／お問合せ】０４８（２６０）７７７７
１２月１９日（土）　１４時開演　「日本人の山岳信仰　～火と水の祭りから～」 （参加無料：事前申し込み）
１４時～１４時３５分　 映像上映  「炎が舞う　－那智の火祭り‐」（２０００年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6日
13日
20日
27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

 　テーマ ①②「光ファイバーでイルミネーション」　材料費 400円

 　　　　　　 ③「嗅いでみよう！！」　材料費 150円　※小2以下は保護者同伴 投影延長「コズミックフロント」 土・日・祝日（5日・6日除く） 15：00

【わくわくワーク】 土曜（5日除く）　13：00（26日のみ）、14：30、16：00　各50人 【キッズアワー】 日・祝日（6日除く） 10：30　　25日(金)　12：00

【うきうき探検】 土曜（5日除く） 10：30、15：10  【特別投影】  星空リラクゼーション　「クリスマスの星空」 

　19日（土）・20日（日） 15：30～16：20　対象…大人向け

　BGM… 『家カフェ X’mas』より 「クリスマス・ソング」、「ホワイト・クリスマス」他

★天文台　【夜間観測会】　無料・先着50人　※くもり・雨・強風の場合は中止

　12日（土）「M31（アンドロメダ銀河）」、26日（土）「M45（すばる）」 ※「」内は主な観測対象

　受付 17：30～18：00　公開 18：00～19：00　※中学生以下は保護者同伴

 　　　　　17日(木)・24日（木） 15：30　25日（金） 13：30、15：00

　　　　　 土・日・祝日（5日・6日除く） 12：00、13：30

★発掘番組★「元禄太平記 」3本

「ＮＨＫアーカイブス ドラマ みちしるべ」他

「新日本紀行ふたたび 旅する獅子～三重・滋賀～」他

★発掘番組★　「銀河テレビ小説 女の遺産」第1回　他

「ふたりのビッグショー 北島三郎・大月みやこ」　他

「唄い継がれて～ふるさとの童歌～」
「鋳金工芸に夢をたくして」「師走の風物
詩」「中世の古文書－戦国の光と影－」
「郷土めぐり　蕨市」「東松山の民俗芸
能・たこつき唄」「メルヘンの旅路」「未来
への加速」「ミズクラゲのライフサイクル」
「生きている細胞／刺激と反応」

　「課外授業ようこそ先輩 阿川佐和子」, 「仕
事ハッケン伝 福田充徳×京都老舗料亭」,
「おしゃれ工房 手作りクラフトで楽しむクリス
マス」他2本, 「趣味の園芸 魅力発見 大好
き！クリスマスローズ」他１本, 「銀河テレビ
小説 女の遺産」6本, 「土曜ドラマ 島の先
生」3本　他

【お問合せ】公開ライブラリー：048-268-8000

HP：http://www.skipcity.jp

１４時４５分～１６時   トークショー　　ゲスト：西村敏也（武蔵大学講師）

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

埼玉県のおすすめ番組

企画展関連特別ワークショップ Vol. 1 『作って遊ぼう！対戦カードゲーム』　 日時＝6日（日）14:00～16:00　場所＝ガイダンスルーム 　参加料＝無料（要入館料）  申込＝事前予約

【お問合せ】映像ホール：048-265-2591

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）

　　　　番組・映像　公開ライブラリー　（無料）

NHKの新着番組

小学生・アニメーション制作教室　 日時＝毎週日曜日（20日を除く）　10:00～12:00　場所＝マルチメディアコーナー　参加料＝無料（要入館料）  申込＝事前予約

★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

【サイエンスショー】 日・祝日（6日除く） 13：40、15：10 冬番組「ジャーニー・トゥ・スペース」 12日（土）から開始！

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/

【どきどきサイエンス】 日・祝日（6日除く）・25日（金） ①11：30 ②14：30 ③16：00

★科学展示室  9：30～17：00　（入館は16：30まで）

小学生・映像制作教室（撮影/編集）　 日時＝毎週土曜日（19日を除く） 10:00～12:00　場所＝ミュージアム館内　参加料＝無料（要入館料）  申込＝事前予約

企画展関連特別ワークショップ Vol. 2  『自分だけのゲームをプログラミング！』　 日時＝20日（日）14:00～16:00　場所＝マルチメディアコーナー 　参加料＝無料（要入館料）  申込＝事前予約

簡単プログラミング環境「スクラッチ」を使い、オリジナルの「ボールはじきゲーム」を制作します。出来上がったゲームはネットで公開して世界中の人たちに遊んでもらえます。

ＳＫＩＰシティ 12月 イベント情報

デジタルゲームの進化の歴史をたどる展覧会。全てのゲームがプレイ可能！ゲームが動く仕組みについても詳しく解説！遊んで学べる展覧会です。

ゲームデザイナー遠藤雅伸さんといっしょに対戦カードゲームを作ります。ゲームはコミュニケーションツールであることを体感出来るワークショップです。

彩の国ビジュアルプラザ

★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 

～映像ミュージアムのカメラと編集機材を使って、映像を制作しよう～　　高学年対象　※申し込み方法は映像ミュージアムHPをご覧下さい。

～映像ミュージアムの機材を使ってアニメーションを制作しよう～　　全学年対象　※申し込み方法は映像ミュージアムHPをご覧下さい。

企画展　【あそぶ！ゲーム展  ステージ1  デジタルゲームの夜明け】 ※2016年2月28日（日）迄開催

冬休みイベント  12/19（土）～1/11（月祝）  （12/21、28～31、1/1～4は休館日） 

くらっしーと学ぼう！「お金ってなーに？」 
～知っておきたいお金のしくみ～ 

●クイズラリー＆ガラポン抽選会 
お金をテーマにした、パネル展示とクイズラリー！ 

たくさん正解した方には、くらっしーグッズが当たる 

ガラポン抽選会にチャレンジできるよ！ 
 

●お金のあれこれクイズ大会 
お金についてどれくらい知ってるかな？ 

最後まで勝ち残った方には、賞品をプレゼント！ 

 
 

●きらきらクリスマス飾りを作ろう 
 どんぐりやまつぼっくりを使って、 

 かわいいクリスマス飾りを作ろう！ 

 日時 12/19（土） 

     ①11:00 ②14：30 

 定員 各回20名（当日先着順） 

●オリジナルぽち袋を作ろう！ 
 折り紙や和紙で、自分だけの 

 ぽち袋を作ります。 

 日時 12/26（土） 

     ①10：30～12：00 ②14:00～16:00 

     時間内自由参加 

公開ライブラリーで公開して

いる、ＮＨＫのなつかしい番

組を大スクリーンで楽しめる

「どーもくんシアター」は、ど

なたでも無料で利用できま

す！お友達グループやサー

クル仲間と貸切で番組を楽

しみませんか？１０名以上

の団体でご予約ください。 

お問い合わせは公開ライブ

ラリーまで♪ 

12/23（水祝） 
サンタさんに扮した 

かわいいくらっしーが 

来場者のお子様に 

プレゼントをお配りします。 

体の中は不思議なことが 

いっぱい！食べ物になって 

体の中を探検だ！ 

特 別 展 
12/12（土）～2/14（日） 


