
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

3 日

4 月

5 火 ミニシアター上映
☆開運！おきあが
りだるま

投影

6 水 ドキュメンタリー ★ミカンのちから
★だまされる目 投影

7 木 こども
ポイントカード

☆開運！おきあが
りだるま

投影

8 金

9 土 ☆ﾊﾞﾗﾝｽちょうちょ 投影 公開

10 日  からだのふしぎ
★ミカンのちから
★だまされる目 投影

11 月 ミニシアター上映
 ◎特別イベント
　（映像とお話）

★ミカンのちから
★だまされる目

投影

12 火 休館日

13 水 歌謡特集

14 木 こども
ポイントカード 投影

15 金

16 土 ☆クルクルだるま 投影

17 日 ウィークエンドシアター
「駆込み女と駆出し男」

 もぐもぐ
　クイズSHOW

★ミカンのちから
★だまされる目

投影

18 月 休館日

19 火 ミニシアター上映

20 水 紀行特集

21 木 こども
ポイントカード 投影

22 金

23 土 ☆ストロー飛行機 投影 公開

24 日
 もぐもぐ
　クイズSHOW

★ミカンのちから
★だまされる目

投影

25 月 休館日

26 火 ミニシアター上映

27 水 ドラマ特集

28 木 こども
ポイントカード 投影

29 金

30 土 ☆電気クラゲ 投影

31 日
  ポン♪ボン！
　ドカン☆

★ミカンのちから
★だまされる目 投影

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」

企画展
「あそぶ！
ゲーム展」

企画展
「あそぶ！
ゲーム展」

年始休館
（1/4まで）

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

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

年末年始休館日
（1月4日まで）

年末年始休館日
（1月4日まで）

休館日

休館日

休館日

おしゃべり
くらっしー

冬休み
イベント

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

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ 1 月 EVENT CALENDER 2016.1

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/
◎特別ｲﾍﾞﾝﾄ

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）

川口市立科学館
ｻｲｴﾝｽﾜｰﾙﾄﾞ

048-268-8000

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

1月
彩の国ビジュアルプラザ

　番組・映像

　　　公開ライブラリー

曜 映像ミュージアム

休館日

休館日

休館日

年末年始休館日(1/4まで)

休館日

休館日

休館日

総合高校
(下車後徒歩5分)

休館日（館内整理日）

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 

特別展 

「もぐもぐ探検隊！」 

2/14（日）まで 

クイズ大会 

ワークショップ 

エコキッズ工作 

映像制作教室（編集） 

アニメ 制作教室 

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（撮影） 

特別WS 

Vol.3 
アニメ         

制作教室 

トーク 

イベント 

映像制作 

教室（編

特別展 

「もぐもぐ探検隊！」 

2/14（日）まで 

周年記念イベント

前 

特別上映会 



■

■

■

■

■

★映像ホール
■ ウィークエンドシアター１月 大人（高校生以上）：８００円／子供（３才以上）：５００円
★ １月１７日（日）１４時開映　　『駆込み女と駆出し男』　（２０１５年／日本／１４３分作品／デジタル）　

原案：井上ひさし　監督・脚本：原田眞人　出演：大泉洋／戸田恵梨香／満島ひかり／内山理名／武田真治　他
劇作家・井上ひさしが晩年に１１年かけて執筆した時代小説「東慶寺花だより」を映画化。
江戸時代、幕末公認の縁切り寺として名高い尼寺の東慶寺には、複雑な事情を抱えた女たちが離縁を求め掛け
込んできた。女たちの聞き取り調査を行う御用宿・柏屋に居候する戯作者志望の医者見習い・信次郎（大泉洋）は
さまざまなトラブルに巻き込まれながらも男女のもめ事を解決に向けて導き、訳あり女たちの人生の再出発を後押し
していくが・・・・・。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

10日
17日
24日
31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

◎特別展「もぐもぐ探検隊！～“くち”から“おしり”まで～」

　2月14日（日）まで

 　テーマ ①②「ミカンのちから」材料費 100円、③「だまされる目」材料費 250円 　●特別イベント（映像とお話）

 　各20人※小学2年生以下は保護者同伴　※当日科学展示室で先着順  　「明日は食べられちゃうかも！？食べる！食べられる！食物連鎖と私たち」

【わくわくワーク】 土曜（2日除く）・5日（火）・7日（木） 13：00（5・7日のみ）、14：30、  　 11日（祝） 14：00～  講師  蝦名 元 氏（一般財団法人 進化生物学研究所）

　　　　　　　　　16：00　約20分　各50人　※未就学児は保護者同伴

【うきうき探検】 土曜（2日除く） 10：30、15：10　配布時間 20分

★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

　9日（土）「M42（オリオン大星雲）」、23日（土）「月」 ※「」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 【キッズアワー】 日・祝日（1・3日除く） 10：30　　5日(火）～7日（木） 12：00

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/

ＳＫＩＰシティ 1月 イベント情報

彩の国ビジュアルプラザ

「みんなの科学 たのしい実験室」３本、「正
月時代劇 上杉鷹山（ようざん）　二百年前
の行政改革」、「特集オーディオドラマ 戦争
童話集（２）」、「女性手帳 トシのない女形
歌舞伎俳優 尾上多賀之丞」３本、「さわや
か自然百景」１０本、「課外授業 ようこそ先
輩 石巻日日新聞 武内宏之」他

★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 

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

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。

企画展関連特別ワークショップ Vol. 3 『デジタルゲームを、もっと楽しく！面白く！』　 日時＝10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

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）

★発掘番組特集★「大河ドラマ 元禄太平記 第２回」他

阪神・淡路大震災１５年 特集ドラマ 「その街のこども」他

                                 ①11：30 ②14：30（11日は休止） ③16：00　約30分

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

　　　　番組・映像　公開ライブラリー　（無料）

番組上映会サンデーアーカイブス

HP：http://www.skipcity.jp

【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

親子でデジタルゲームの歴史や仕組みを学び、ゲームをもっと楽しく面白くする付き合い方を考えます。デジタルゲームについての悩みや疑問などにもお答えします！

企画展関連トークイベント  「ゲームデザイナーの仕事」　 日時＝23日（土）14:00～15:30　場所＝ビジュアルプラザ1F HDスタジオ 　参加料＝無料（要入館料）  申込＝当日先着100名

“ゲームデザイナー”の仕事をテーマにトークイベントを開催します。　（イベント参考サイト ： http://www.skipcity.jp/vm/game/#151120）

（出演 ： ゲームデザイナー西角友宏氏、東京工芸大学教授 岩谷徹氏、ゲームデザイナー 遠藤雅伸氏、東京大学大学院情報学環教授 馬場章氏、ゲームライターのローリング内沢氏）

小学生・映像制作教室（撮影/編集）　 日時＝毎週土曜日 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

～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。

★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

冬番組「ジャーニー・トゥ・スペース」 　土・日・祝日（1～3日除く） 12：00、13：30

 　　　　　5日（火）～7日（木） 13：30、15：00　木曜（7日除く）　15：30

投影延長「コズミックフロント」 土・日・祝日（1～3日除く） 15：00

人気の時代劇シリーズ「 天下堂々（３０）（３６）」　★１/２９（金）公開

「羽根つきの音とともに」「先人たちの通った村
/三沢探訪」「フーフー、パタパタ」「古いものが
新しい！埼玉の伝統文化」「武道館の鏡びら
き/７０年代の若者たち」「わたしの生き方－埼
玉の女性－」「さいたま新都心～土地区画整
理事業１２年間の記録～」「カニの生活」
「ダルムの世界-選ばれた乳酸菌の働き-」
「神々と里人たちの宴/新野の雪まつり」

「その時 歴史が動いた 真田幸村 どん底からの挑戦」他

小学生・アニメーション制作教室　 日時＝毎週日曜日　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

～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。

【お問合せ】映像ホール：048-265-2591

 実はテレビ放送初期から１９７０年代にかけてＮＨＫの
 番組の多くが保存されていません。NHKドラマの「顔」
 ともいえる『大河ドラマ』でさえ第１作の「花の生涯」から
 第１５作の「花神」までは、ほんの数本残っている
 状態です。そこで！未保存の番組を 探し出し
 「幻の番組」を蘇らせる、「番組発掘プロジェクト」
 が スタートしました。
 公開ライブラリーでは毎月数本ずつ、発掘した
 「幻の番組」 を公開しています。
 あの時代の、あの名作を是非お楽しみください☆彡

★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・祝日（1・3・11日除く） 13：40、15：10　約30分

【どきどきサイエンス】 日・祝日（1・3日除く）・6日（水） 　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！

「大河ドラマ 元禄太平記」 

 3本、「ヤング歌の祭典」 

「少年ドラマシリーズ 

 未来からの挑戦」など… 

 

冬休みイベント  12/19（土）～1/11（月祝）  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！ 

開催日時：１月１０日（日） 

       ①11：00 ②13：40 ③15：10 

 
 

●くらっしーのバス型貯金箱を作ろう 
 もらったお年玉をしっかり貯めるために、 

 くらっしーのかわいい貯金箱を作っちゃおう 

 日時 １月１１日（月・祝） 
      ①１１：００  ②１４：３０ （各回約４０分） 

 定員 各回２０名（当日先着順） 
 

エコキッズ工作 

ペットボトルキャップで 

帽子型ブローチを作ろう 

●日時 １月２３日（土） 

    ①11:00 ②13:30 ③15:30 

   （所要時間約50分） 

●定員 各回20名（当日先着順） 

ペットボトルキャップと端切れを

使って、かわいい帽子型のブ

ローチが作れます。参加無料な

ので、どしどし参加してね！ 


