
048-265-2500 048-265-2591

☆わくわくﾜｰｸ/

★どきどきｻｲｴﾝｽ

1 金 メンテナンス休館日
★きみも海藻
　　　アーティスト！

投影

2 土 ☆紙コップギター 投影

3 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

空気であそぼう
★きみも海藻
　　　アーティスト！

投影

4 月 休館日 休館日

5 火 ☆紙コップギター 投影

6 水 ★きみも海藻
　　　アーティスト！ 投影

7 木 こども
ポイントカード

☆紙コップギター 投影

8 金

9 土 ☆たね 投影 公開

10 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

空気であそぼう
★きみも海藻
　　　アーティスト！ 投影

11 月 休館日 休館日

12 火

13 水

14 木 こども
ポイントカード 投影

15 金

16 土 ☆ストロー飛行機 投影

17 日 SKIPシティ落語会
番組上映会

サンデーアーカイブス
ふうせん大実験

★きみも海藻
　　　アーティスト！

投影

18 月 休館日 休館日

19 火

20 水

21 木 こども
ポイントカード 投影

22 金

23 土 ☆かさぶくロケット 投影 公開

24 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

ふうせん大実験
★きみも海藻
　　　アーティスト！

投影

25 月 休館日 休館日

26 火

27 水

28 木 こども
ポイントカード 投影

29 金 ウィークエンドシアター
「日本のいちばん長い日」

パン’S キッチン
★きみも海藻
　　　アーティスト！

投影

30 土 上映会トークショー ☆飛プラコップ 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
「アニメが

うごく」

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

4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

休館日

休館日（館内整理日）

ミニシアター上映

ミニシアター上映

ミニシアター上映

ミニシアター上映

ミニシアター上映

ＧＷイベント

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ 4 月 EVENT CALENDER 2016.4

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

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

GWイベント
おしゃべり
くらっしー

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 総合高校
(下車後徒歩5分)

企画展
「アニメが

うごく」

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

春休み
イベント

おしゃべり
くらっしー

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

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

※2日から開催

企画展
「アニメが

うごく」

企画展
「アニメが

うごく」

ワークショップ 

ワークショップ 

春休み中の 

☆わくわくﾜｰｸ・

★どきどきｻｲｴ

ﾝｽは､1日3回！ 

アニメ 制作教室 

映像制作教室（撮影） 

アニメ 制作教室 

映像制作教室（撮影） 

アニメ 制作教室 

映像制作教室（編集） 

アニメ 制作教室 

映像制作教室（編集） 

映像制作教室（撮影） 

２倍 

２倍 

２倍 

２倍 



ＳＫＩＰシティ 4月 イベント情報

■

■

■

★映像ホール
■ 大人（高校生以上） ： 2,600円 / 子供（小学生以上） ： 1,500円

★

■ ウィークエンドシアター4月上映 大人（高校生以上） ： 800円 / 子供（3才以上） ： 500円

■

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3日
10日
17日
24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

【一般投影】 星空の生解説と季節ごとに変わる番組

　春番組「スターオーシャン」

　　土・日・祝 12：00、13：30　木曜（7日除く） 15：30

　　1日（金）・5日（火）～7日（木） 13：30、15：00

【わくわくワーク】 2日（土）・5日（火）・7日（木）　13：00、14：30、16：00  投影延長「ジャーニー・トゥ・スペース」 土・日・祝 15：00

　土曜（2日除く）　14：30、16：00　約20分　各50人※未就学児は保護者同伴 【キッズアワー】 生解説中心の子ども向け投影

【うきうき探検】 土曜 10：30、15：10　配布時間 20分 　3月4月のテーマ「地球の空気はりんごの皮みたい」

【募集】 サイエンスクラブ　～4つのテーマを連続で学ぶ、実験・観察とものづくりの教室～ 　　日・祝 10：30　　1日（金）・5日（火）～7日（木） 12：00

　① 5月28日（土）　② 6月4日（土）　③ 6月18日(土)　④ 6月25日（土）  ★天文台 【夜間観測会】　無料・先着50人　※中学生以下は保護者同伴

　対象 小学3～6年生　　参加費 1000円（別途入場料が必要です） 　9日(土)、23日(土)　受付 18：30～19：00　公開19：00～20：00

　※要事前申込み　※内容や申込み方法など、詳しくはお問合せください。 　主な観測対象　9日・23日… 木星　　　※天候不良の場合は中止

彩の国くらしプラザ(生活科学センター)

歌謡思い出のメロディー（1994年）

ドラマ「よみがえる作家の声（2002年）」他

埼玉県のおすすめ番組 NHKの新着番組
「鋳物の町・ものづくりの炎消えず」「埼
玉ものづくり・日本一はこうして生まれ
る」「みんなのふるさと！農村村」「緑と
憩いの丘～狭山丘陵散策～」「ふるさと
釣りのアラカルト」「蒸気機関車２１０９号
の記録」「ニホンザル・その群れと生活」
「メダカの卵」「運動を支える関節軟骨の
世界」「熱と空気を見る」

・「スポットライト」人形使節メリー、碧素誕生
　　　よみがえった無尽灯　他
・「その時歴史が動いた」田中正造　他
・「世界ふれあい街歩き」　3本
・ドラマ「POWER GAME」　4本
・「単発ドラマ」父の花、咲く春　他
　　******☆★発掘番組★☆******
　「鳴門秘帖」 第39・40・41・42・43・44回

番組上映会サンデーアーカイブス

【お問合せ】公開ライブラリー：048-268-8000

紀行・ドキュメンタリー「ふるさとの伝承（1995年）」他

　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

★科学展示室  9：30～17：00　（入館は16：30まで） ★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

【サイエンスショー】 日曜・祝日 13：40、15：10　約30分

【どきどきサイエンス】 1日（金）・3日（日）・6日（水） 11：30、14：30、16：00

　日曜・祝日（3日除く） 14：30、16：00　　約30分　材料費100円

【お問合せ】映像ホール：048-265-2591

ＳＫＩＰシティ落語会

17日（日）　春風亭一ノ輔　独演会　14時開演（開場13時）　　ゲスト：三遊亭彩大（真打） / 柳家かゑる（二ツ目）

30日（土）　開場 13:30　「戦国武将の通った道・鎌倉街道」

14:00 ～ 14:30　映像上映「鎌倉街道」（1991年「ふるさとに拾う」より）　　　14:45 ～ 16:00　トークショー　ゲスト ： 宮瀧交二氏（大東文化大学）

数々の賞を受賞し、2012年には21人抜きの大抜擢で真打に昇進。笑いと共に春風をＳＫＩＰシティに呼び寄せる。

29日（金祝）　14時開映（開場13時）　「日本のいちばん長い日」　（2015年 / 日本 / 136分 / デジタル）

監督・脚本 ： 原田眞人　　原作 ： 半藤一利　　出演 ： 役所広司 / 本木雅弘 / 松坂桃李 / 戸田絵梨香 / 野間口徹　他

1945年8月15日に玉音放送で戦争降伏が国民に知らされるまで何があったか、歴史の舞台裏を描く。一億玉砕論も渦巻く中、阿南惟幾陸軍大臣や鈴木貫太郎首相、そして昭和天皇は決断に苦悩する。

上映会とトークショー 【申込み / お問合せ】 048-264-7777

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

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）

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）

新着「Ｒｕｌｅｓ　美しい数学（2012年）」他

～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。

★ 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　【アニメがうごく】 ※2016年4月2日（土）～9月4日（日）開催

アニメがうごきだす場所、アニメーションスタジオに焦点を当てる企画展です。アニメがどのように作られるのかを楽しみながら学べます。

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。

HP：http://www.skipcity.jp彩の国ビジュアルプラザ

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

春休みイベント 4/3（日）まで 

イベント期間、毎日開催！ 

●パネル展＆ＤＶＤ上映 

●クイズ＆スタンプラリー 

～知らないとマズい?ケータイ・ 

        スマホの新常識～ 
ケータイ・スマホをめぐるトラブル事例などを

参考に便利さの裏の危険性について、学習

しよう！ 

 

ゴールデンウイークイベント 
4/29（金・祝）～5/8（日） ５月２日は休館日 

★☆ワークショップ☆★ こども消費者体験教室 

プリザーブドフラワーで 

かわいいケーキアレンジ 

を作ろう 

開 催 日：５月７日（土） 

時   間：13：30～14：30 

場   所：2階実習室 

対   象：小学生 

   （2年生以下は保護者同伴） 

定   員：25名 

    ※事前申込、先着順 

参 加 費：500円 

申 込：4月９日（土）9:30開始 

電話（048-261-0993）または 

くらしプラザ受付にて直接申込 

●ときめきビーズブレスレット 
開催日：４月３日（日） 

時 間：①11:00 ②13:30 ③15:00 

    （各回約40分） 

場 所：実習室 

定 員：各回20名 ※当日先着順 

参加費：100円 

●カラフル折り染で遊ぼう 
開催日：４月２９日（金・祝） 

時 間：①10:00～12:00 

    ②14:00～16:00 

     ※時間内自由参加 

場 所：実習室 

定 員：各回50名 

もっと楽しく！自転車ライフ 
●パネル展＆クイズ＆スタンプラリー 
自転車の安全な乗り方や、選び方、楽しいサイク 

リングマップなどをパネルでご紹介します。 

パネル展をもとにしたクイズ＆スタンプラリーも開催！ 

●自転車シミュレータによる安全学習 
リアルな街の走行体験やクイズ問題により、 

安全運転に役立つ「ルールやマナーの 

学習」と「危険予測トレーニング」を 

学べます。 

「 「荒川の春」ミニ写真

「荒川を撮る会」よりご提供された 

記録写真の中から「荒川の春」を 

テーマにミニ写真展を開催します。 

４月１日から公開ライブラリー入口 

左手のミニ・ギャラリーで展示します。 

是非お立ち寄りください。 
 
 

春爛漫・川越市の新河岸川 

堤防の菜の花 


