
＊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 月 休館日 休館日

2 火
☆アルソミトラ/
   ｽﾄﾛｰ飛行機

投影

3 水 ★くるくるﾏｸﾞﾈｯﾄ 投影

4 木 こども
ポイントカード

☆アルソミトラ/
   ｽﾄﾛｰ飛行機 投影

5 金 ★くるくるﾏｸﾞﾈｯﾄ 投影

6 土 ウィークエンドシアター
「恋人たち」

☆アルソミトラ/
   ｽﾄﾛｰ飛行機 投影

7 日 Tobe 高く！ ★くるくるﾏｸﾞﾈｯﾄ 投影

8 月 休館日 休館日

9 火
☆浮沈子/
　教訓コップ 投影

10 水
★星砂で
　　ストラップ作り 投影

11 木 こども
ポイントカード

ﾎﾟﾝ♪ﾎﾞﾝ！
　　　 　　ﾄﾞｶﾝ☆

★星砂で
　　ストラップ作り 投影

12 金
★星砂で
　　ストラップ作り

投影

13 土
☆浮沈子/
　教訓コップ 投影

特別企画
/公 開

14 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

ﾎﾟﾝ♪ﾎﾞﾝ！
　　　 　　ﾄﾞｶﾝ☆

★星砂で
　　ストラップ作り 投影

15 月 休館日 休館日

16 火
☆かめれおんｶｰﾄﾞ
  /四次元ｶｰﾄﾞ 投影

17 水
★さわってみよう!
           触覚実験

投影

18 木 こども
ポイントカード

☆かめれおんｶｰﾄﾞ
  /四次元ｶｰﾄﾞ 投影

19 金
★さわってみよう!
           触覚実験 投影

20 土
☆かめれおんｶｰﾄﾞ
  /四次元ｶｰﾄﾞ

投影 特別企画

21 日 ウィークエンドシアター
「ひつじのショーン」

番組上映会
サンデーアーカイブス

◎高校生による
　　　 ｻｲｴﾝｽDAY

★さわってみよう!
           触覚実験 投影

22 月 休館日 休館日

23 火 ☆もしもし風船 投影

24 水
★ゆれる科学
　　揺れない技術 投影

25 木 こども
ポイントカード

☆もしもし風船 投影

26 金 ◎ロボット製作
★ゆれる科学
　　揺れない技術 投影

27 土 上映会＆トークショー ◎ロボビンゴ ☆もしもし風船 投影 公開

28 日 ピカピカどろだんご
作り

ぶくぶく
　ぷっくりショー

★ゆれる科学
　　揺れない技術 投影

29 月 休館日

30 火 ☆もしもし風船 投影

31 水
★ゆれる科学
　　揺れない技術 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

ミニシアター
上映会

休館日

ミニシアター
上映会

夏休みイベント

くらっしー
マーケットで
お買いもの

川口駅東口 約13分
　ＪＲ京浜東北線

　　　川口駅

日 曜 映像ミュージアム 映像ホール 公開ライブラリー

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ

 EVENT CALENDER 2016.8 8 月

8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

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 イベントゾーン

休館日

休館日

夏休みイベント

くらっしー
マーケットで
お買いもの

おしゃべり
くらっしー

休館日

夏休みイベント

くらっしー
マーケットで
お買いもの

おしゃべり
くらっしー

夏休みイベント

くらっしー
マーケットで
お買いもの

おしゃべり
くらっしー

おしゃべり
くらっしー

休館日

夏休みイベント
おしゃべり
くらっしー

ＳＫＩＰシティまでのご案内　　所在地 ： 川口市上青木3-12-18、63

最寄り駅からバスのご案内

総合高校
(下車後徒歩5分)

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

企画展
「アニメが

うごく」

企画展
「アニメが

うごく」

企画展
「アニメが

うごく」

「アニメがうごく」展
9/4迄開催

気まぐれ！ 

ちょこっと大実験？ 

16日～20日 

クイズをしな 

がら、ボクと 

おしゃべり♪ 

ボクへの 

質問にバンバン 

答えちゃうよ！ 

いつもの 

シアターも 

やってるよ。 

夏休みの思い 

出にボクと 

おしゃべり！ 9/4 

まで！ 

こどもスタッフ体験 

こどもスタッフ体験 

ワークショップ 

ワークショップ 

宇宙の 

教室 

星空リラク 

ゼーション 

太陽観測

実習 

太陽観測

実習 

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

（撮影） 

アニメ 制作教室 

映像制作教室（編集） 

20日（土） 

企画展 

ﾄｰｸｲﾍﾞﾝﾄ 

ワクワク 

工作展 

５・６日 

リオ五輪を８Ｋ

で楽しもう！！ 



ＳＫＩＰシティ 8月 イベント情報

■

■

■

■

★映像ホール
■

★

★

■

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7日
　NHKの番組ＨＰ：http://www.nhk.or.jp/archives/ 14日
　埼玉県のＨＰ：http://www.eizou.pref.saitama.lg.jp/library/OnTof01 21日

28日

期間　７月１６日（土）～９月４日（日）　※８月１日、８日、１５日、２２日、２９日の月曜日は休館日

★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

 13日(土）・27日（土）受付19：00～19：30　公開19：30～20：30 ※天候不良時は中止

【ガイドツアー】6日(土)・27日(土)10：45 【太陽観測実習】13日(土)・20日(土)【事前申込】

★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

夏番組「ポラリス」 土曜・日曜・祝日12：00、13：30、平日（月曜除く）13：30、15：00

ＮＨＫアーカイブス『「越中おわら風の盆」等(2005年) 他

彩の国くらしプラザ(生活科学センター)
歌謡『ＮＨＫ紅白歌合戦』（1977年）他

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

埼玉県のおすすめ番組 NHKの新着番組

「ふるさとの盆行事　～百八灯～」
「かがり火に武士の霊ゆれて」「彩
夏到来08埼玉総体（前編）」「彩夏到
来08埼玉総体（後編）」「児玉南柯と
遷喬館」「黒浜沼の自然」「足袋の町
行田」「花火のしかけ」「城の詩」「栽
培漁業」

・連続人形劇「プリンプリン物語」（第44回・第45回）
・平和アーカイブス「終戦７０年企画」より
　「きのこ雲の下で何が起きていたのか」他
・ＮＨＫ特集「核戦争後の地球」（地球炎上・地球凍結）
・大河ドラマ「平清盛」（総集編第二部　保元・平治の乱）
・キッズ「ざわざわ森のがんこちゃん」他
・素敵にガーデニングライフ「庭師の遊び場」他
・ドラマ「物書同心　いねむり紋蔵」、「そこをなんとか２」
・新日本紀行「熊野路」「球磨・人吉」「川越」

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）

Ｎスペ『夫婦で挑んだ白夜の大岩壁』（2008年）他

ＢＳ時代劇『テンペスト』（2011年）他

14:00～15:05 映像上映「信仰の山　三峯」「三峯神社」 15:05～16:00 トーク　ゲスト：武蔵大学講師・西村敏也氏

　　　　番組・映像　公開ライブラリー　（無料）
【お問合せ】公開ライブラリー：048-268-8000

出演 ： <原作/脚本> 會川昇氏、 <監督> 水島精二氏　　モデレーター ： <アニメ研究家/明治大学大学院客員教授> 氷川竜介氏

～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。

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　※17日・24日はお休み　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。

企画展関連トークイベント「コンクリート・レボルティオをうごかす人々」　日時＝20日（土） 14：00～15：30 場所＝HDスタジオ（ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ1F） 参加料=無料（要入館料）申込=当日先着80名

現在展示中「コンクリート・レボルティオ」の制作秘話と、アニメ制作会社ボンズ独自のアニメーションについて語っていただきます。

★ 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 

27日（土） 開場１３：３０　「修験の霊場　三峯」　

【お問合せ】 映像ホール ： 048-265-2591

ウィークエンドシアター ８月上映 大人（高校生以上） ：８００円 / 子供（３才以上） ：５００円

６日（土） １４：００開映　「恋人たち」　（2015年/日本/140分/デジタル）
原作・脚本・監督：橋口亮輔 ／ 出演：篠原篤、成嶋瞳子、池田良、安藤玉恵、黒田大輔、山中崇、内田慈、山中聡、リリー・フランキー、木野花、光石研

上映会とトークショー 【申込み / お問合せ】 048-260-7777

企画展　【アニメがうごく ～アニメーション創造の現場～】 ※9月4日（日）迄開催

アニメーションスタジオ［ディー・エル・イー「秘密結社 鷹の爪」／ポリゴン・ピクチュアズ「亜人」／ボンズ「コンクリート・レボルティオ」］に焦点を当てた展覧会です。

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

第89回キネマ旬報 日本映画ベスト・ワンに輝いた、絶望と再生の人間ドラマの傑作。理不尽がまかり通る世の中で、不器用だがひたむきに生きる3人の“恋人
たち”の姿を、7年ぶりにオリジナル長編作に挑んだ稀代の才能・橋口亮輔監督が、時折笑いをまじえながら繊細に描き出す。

２１日（日） １４：００開映　「映画ひつじのショーン バック・トウ・ザ・ホーム」　（2014年/イギリス/85分/デジタル）
「ウォレスとグルミット」のスタッフが、全世界で大人気のクレイ・アニメーション「ひつじのショーン」を初映画化！

春番組「スターオーシャン」（投影延長）　土曜・日曜・祝日15：00

夏休みイベント　くらっしーマーケットでお買いもの　～おつかい体験に挑戦してみよう！～

くらっしーマーケットが今年の夏も、くらしプラザにオープンします。「1000円以内でカレーライスの材料を買う」などのお題に沿って、楽しくお買い物体験してみよう！
その他、夏休み期間は、楽しいワークショップやくらっしーマーケットのスタッフになれる「こどもスタッフ体験」など、楽しいイベントがメジロおし！

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

彩の国ビジュアルプラザ HP：http://www.skipcity.jp

牧場での毎日に飽き飽きしたショーンたちは、牧場主を眠らせて“バカンス”を楽しむが、牧場主を乗せたトレーラーが大暴走してしまう。ショーンたちは牧場主を捜し
に大都会へ旅立つが、そこには数々の危険が待ち受けていた。果たして、ショーンは牧場主を見つけ出し、みんなで帰ることが出来るのか―？

【キッズアワー】 日曜・祝日　10：30　平日（月曜除く） 12：00

 ★科学展示室  9：30～17：00　（入館は16：30まで）

 【星空リラクゼーション 

      ～夏の星空と流れ星～】 

 6日（土）・7日（日） 15：30～16：20  

  BGM 「眠れる風の二胡 

            ～アジアン・ヒーリング～」より 

サイエンスサマーフェス2016  天文講座 

   【宇宙の教室～太陽系の天体～】 

 第3回「巨大氷惑星～天王星と海王星～」 

 27日（土） 10：30 ～11：20  
  ※申込み不要（1回のみの参加可） 

●料金：科学展示室 一般200円 小中学生100円 未就学児無料  プラネタリウム 一般410円 中学生以下200円 ※未就学児が席を使用しない場合は無料 

【自由研究コーナー】 31日（水）まで 

【気まぐれ！ちょこっと大実験？】 

16日（火）～20日（土） 

【高校生によるサイエンスDAY】 21日（日）  
 13：00 市立川口総合高校 

 13：45 県立川口青陵高校 

 14：30 県立川口高校 

 15：15 豊島岡女子学園高校  

※詳しくはお問合せください。 

【サイエンスショー】 日曜・祝日（21日除く） 13：40、15：10 約30分 

【わくわくワーク】 8/20まで1日4回開催！ 火・木・土曜日 約20分、各50人 

 ※未就学児は保護者同伴。  ※詳しくはお問合せください。 

【どきどきサイエンス】 水・金・日曜・祝日  約30分 

 各20人(小2以下は保護者同伴) ※要材料費。 詳しくはお問合せください。 

【うきうき探検】  27日（土）10：30、15：10 ※カードがなくなり次第終了。 

お買いもの体験 
色々なテーマでお買い物体験。 

セルフレジでお会計して、 

予算内で上手に買い物できたら、 

ステキなくらっしーグッズが 

もらえるよ！ 

小さい子でも 

参加できるよ♪ 

自由研究コーナー   
●飲み物の糖分を調べてみよう！ 

飲み物の糖分の量やペットボトル症候群について、

サンプルなどを展示 

●君もエコ工作にチャレンジ！ 

ワークショップや工作教室で作成したさまざまな 

作品の展示と作り方を紹介 
 

まとめのワークシートも配布します。 
 

自由研究に活用できる本を集めたコーナーも 

あるので、ぜひ活用してね！ 

◇◆ワークショップ◆◇ 

 
● 8/13（土） 

コインが消える!? 魔法の貯金箱 

 時  間 ①１１：００～ ②１４：００～ （所要時間約60分） 

 場  所 実習室        参加費 100円（材料代として） 

 定  員 各回２０名（各回1時間前より先着順で整理券配布。お一人様1枚限り） 

 

● 8/28（日） 

光と遊ぶ！サンキャッチャー 

 時  間 ①１１：００～ ②１４：００～ （所要時間約60分） 

 場  所 実習室        参加費 200円（材料代として） 

 定  員 各回２０名（各回1時間前より先着順で整理券配布。お一人様1枚限り） 

『さいたまの希少な動植物写真展』  

埼玉県では、県内で絶滅のおそ

れがある動植物をリストアップし、

その現状を「レッドデータブック」

としてまとめています。映像公開

ライブラリーには「希少な動植

物」というカテゴリーに  その代表

的な動物、植物の写真が公開さ

れています。 

今回のミニ写真展はその中から

ピックアップして展示しています。 アツモリソウ 

ムサシトミヨ 


