
＊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 木 こども
ポイントカード 〔休止〕

2 金

3 土

4 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

5 月 休館日

6 火

7 水

8 木 こども
ポイントカード

9 金

10 土 ウィークエンドシアター
「ズートピア」

☆ポキポキロボット
アーム

投影 公開

11 日 番組上映会
サンデーアーカイブス  ｻｲｴﾝｽﾏｼﾞｯｸ

★偏光板でステン
　ドグラス他

投影

12 月 休館日

13 火

14 水

15 木 こども
ポイントカード 投影

16 金

17 土 上映会＆トークショー ☆からくりおもちゃ 投影

18 日 番組上映会
サンデーアーカイブス  ｻｲｴﾝｽﾏｼﾞｯｸ

★偏光板でステン
　ドグラス他

投影 冬休みイベント

19 月 休館日

20 火

21 水

22 木 こども
ポイントカード 投影

23 金 ウィークエンドシアター
「殿、利息でござる！」

 雪と氷のｻｲｴﾝｽ
★偏光板でステン
　ドグラス他 投影

24 土 ◎大学生による
　実演!ﾛﾎﾞｶﾞｲﾄﾞ

☆紙ｺｯﾌﾟｸﾗｯｶｰ 投影 公開

25 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

 雪と氷のｻｲｴﾝｽ
 ◎実演!ﾛﾎﾞｶﾞｲﾄﾞ

★偏光板でステン
　ドグラス他 投影

26 月 休館日

27 火 ☆紙ｺｯﾌﾟｸﾗｯｶｰ 投影

28 水
★偏光板でステン
　ドグラス他

投影

29 木

30 金

31 土

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

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ

 EVENT CALENDAR

2016.12

12 月

天文台 イベントゾーン

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
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
リウム日 曜 映像ミュージアム 映像ホール 公開ライブラリー

冬休みイベント
気をつけよう！

契約トラブルと
悪質商法

おしゃべり
くらっしー

休館日

年末年始休館日
1/3（火）まで

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)

　ＪＲ京浜東北線

　　　川口駅 川口駅東口 約13分

「ゲーム展
STAGE.2」

企画展
「ゲーム展
STAGE.2」

「ゲーム展
STAGE.2」 年末年始

休館日

1/5（木）
まで

年末年始休館
（1/3迄）

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

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

臨時休館日（設備点検）

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

ミニシアター上映

休館日

ミニシアター上映

休館日

ミニシアター上映

休館日

ミニシアター上映

年末年始休館日
1/3（火）まで

休館日 3日(土)～9日（金）
（電気設備点検および

特別整理期間）

休館日

休館日

休館日

年末年始休館日
1/3（火）まで

ミニシアター上映

休館日

こども消費者体教室

ワークショップ

サンタくらっしー

ワークショップ

みんなに

プレゼントが

あるよ！

アニメ 制作教室

映像制作教室

アニメ

制作教室

映像

制作教室

アニメ 制作教室

映像制作教室

20日～25日

クリスマス

イベント

アニメ

制作教室

18日（日）

企画展WS

「さわれるドット

絵を作ろう！」

冬番組

トゥワールドビヨンド

投影開始

特別展「ロボット～人に、

生物に近づいていく～」

12/10（土）～2/12（日）

星空リラク

ゼーション

冬番組

トゥワールドビヨンド

投影開始

特別展「ロボット～人に、

生物に、近づいていく～」

12/10（土）～2/12（日）

星空リラク

ゼーション



ＳＫＩＰシティ12月 イベント情報

プロのドット絵ｸﾘｴｲﾀｰと
楽しく学べるﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ！

★映像ホール

■

★１０日（土）　『ズートピア』（日本語吹替）　①１０：３０／②１４：００ （各回３０分前に開場）　　　

製作総指揮：ジョン・ラセター／監督：バイロン・ハワード、リッチ・ムーア／日本版声優：上戸彩、サバンナ 高橋茂雄、芋洗坂係長、Dream Ami、他

★２３日（金・祝）　『殿、利息でござる！」　１４：００ （開場１３：３０）　　　

監督：中村義洋／原作：磯田道史／出演：阿部サダヲ、瑛太、妻夫木聡、竹内結子、松田龍平、草笛光子、山崎努、他

■

14:00～15:00　映像上映　「メイキング　オブ　ニナガワ　シェイクスピア」（1998年、60分）

15:00～16:00　トークショー　ゲスト：横田栄司氏（俳優）／木全義男氏（彩の国さいたま芸術劇場）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4日
　NHKの番組ＨＰ：http://www.nhk.or.jp/archives/ 11日
　埼玉県のＨＰ：http://www.eizou.pref.saitama.lg.jp/library/OnTof01 18日

25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　【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】

 　テーマ ①②「偏光板でステンドグラス」　材料費 350円

 　　　　　　 ③「モフモフとあそぼう！！！」　材料費 200円　※小2以下は保護者同伴。 投影延長「コズミックフロント 時間旅行」

【わくわくワーク】 10日（土）・17日（土） 14：30、16：00 　土・日・祝日（3日・4日・23日・24日・31日除く） 15：00

　24日（土）・27日（火）13：00、14：30、16：00　各50人 ※未就学児は保護者同伴。 【キッズアワー】 日・祝日（4日除く） 10：30　27日(火)・28日(水)　12：00

【うきうき探検】 土曜 10：30、15：10 ※カードがなくなり次第、受付終了。  【特別投影】  星空リラクゼーション　「クリスマスの星空」 

　23日（祝）・24日（土） 15：30～16：20

　BGM… アルバム『Christmas Story』より 「ラストクリスマス」、「クリスマスタイム」他

 【第2・4土曜日】10日（土）・24日（土） 受付 17：30～18：00　公開 18：00～19：00　

★天文台　【夜間観測会】　無料・先着50人　※天候不良時は中止

　土・日・祝日（3日・4日・31日除く） 12：00、13：30

★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　15分前開場・投影開始5分前に券の販売終了

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/

埼玉県のおすすめ番組 NHKの新着番組
「早稲米の産地はいま　～三郷・吉川～」「武
州藍染めはいま・・・」「生きている鈴木家の古
文書　－同和教育資料－」「深谷　陶管工業
はいま・・・」「この道一筋　―絵馬師―」「伊勢
崎市・本庄市・深谷市が生んだ　偉人が語る
絹の文化」「埼玉の戦国城館跡　比企城館跡
群を中心に」「メイキング　オブ　ニナガワ
シェイクスピア」「京　京の町家」「ビッグプロ
ジェクトと建設技術」

・ＮＨＫスペシャル「いじめ自殺・元同級生の告白」（2013
年）
 「アニメドキュメント　少年兵の告白」（15年）
・連続人形劇「紅孔雀　５話」（1978年）
・ひとりでできるもん　２話（2002年）
・ＥＴＶ2002「瀬戸内寂聴　むなしさに苦しむ時」（2002年）
・土曜ドラマ「チロルの挽歌」前編（1992年）
・新日本紀行「丹後」（64年）、「湖北」（65年）、「房総東岸」
　（66年）、「肥前松浦」（66年）、「筑後路」（68年）
　                                                            その他

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）

大河ドラマ『葵　徳川三代　総集編（３）』（2000年）他

『秩父山中　花のあとさき～ムツばあさんのいない春～』（2009年）他

冬番組「トゥワールドビヨンド」 10日（土）から開始！【サイエンスショー】 日・祝日（4日除く） 13：40、15：10

川口市立科学館　ｻｲｴﾝｽﾜｰﾙﾄﾞ

　　　　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

毎週日曜日 10:00～12:00
無料（要入館料）  申込＝事前予約

場所＝マルチメディアコーナー
●空飛ぶじゅうたんがクリスマスモードに！

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！

18日 13:30～15:30
無料（要入館料）

 事前申込制（7日締切）

3回シリーズの展覧会「あそぶ！ゲーム展」。
「ステージ２ ： ゲームセンター VS ファミコン」では、

1983年から1990年までのデジタルゲームを紹介します。
全てのゲームがプレイ可能！

ゲーム音楽のしくみも詳しく解説します。

映像ミュージアムの機材やセットを使って、
面白動画を楽しく作って公開しよう！（全学年対象）

※申込方法はﾐｭｰｼﾞｱﾑ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）

※申込方法はﾐｭｰｼﾞｱﾑHPをご覧下さい。

上映会とトークショー 【申込み / お問合せ】 048-260-7777

★１７日（土）　「演劇へのまなざし　蜷川幸雄」　１４：００～１６：００　　

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

世界ふれあい街歩き『パリ　オペラ座界わい』（2009年）他

思い出のメロディー『第２５回　あなたの大事な一曲』（1993年）

【どきどきサイエンス】 日・祝日（4日除く）・28日（水） ①11：30 ②14：30 ③16：00

　15日(木)・22日(木) 15：30　27日(火)・28日(水) 13：30、15：00

小学生・アニメーション制作教室

毎週土曜日 10:00～12:00　　12/17はお休み
無料（要入館料）  申込＝事前予約

場所＝映像ミュージアム館内

【お問合せ】 映像ホール ： 048-265-2591

彩の国ビジュアルプラザ HP：http://www.skipcity.jp

ウィークエンドシアター １２月上映 大人（高校生以上） ：８００円 / 子供（３才以上） ：５００円

2016年／アメリカ／108分

2016年／日本／129分

★ 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 

クリスマスイベント
 （12/20～12/25開催）

企画展関連WS
「さわれるドット絵を

作ろう！」

企画展 【ゲーム展　STAGE.2】
（2017年3/12迄開催）

小学生・映像制作教室

12月17日（土）～1月9日（月・祝）
9：30～17：00 入館は16：30まで

✭パネル展示＆DVD上映

✭クイズラリー「契約って何だろう？」

＆ガラポン抽選会
「契約トラブル」「悪質商法」について

展示やクイズで楽しく学ぼう！

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♪

冬休みイベント

気をつけよう！契約トラブルと悪質商法～楽しく学んでキケン撃退!!～

かるた遊びで

悪質商法撃退！
大判かるたを使ったかるた大会です。

記念品もあるよ！

●1月4日（水）

～9日（月・祝）

①11：00②13：40

③15：10
（各回約20分）

●くらっしーパーク

12/23（金・祝）

まつぼっくりの

ナチュラルリース
・①11：00②14：00

（所要時間約60分）

・実習室

・小学生以下対象

・各回20名

・参加費200円

※要整理券、9：30より

配布

12/27（火）

オリジナルポチ袋
・①10：30～12：00

②14：00～15：30
（時間内自由参加、受付は

終了時間15分前まで）

・実習室

・子どもから大人まで

・材料がなくなり次第終

了

・参加無料

1/7（土）

福が来る！来る！

くるくる招き猫
・①11：00②14：00

（所要時間約40分）

・実習室

・小学生以下対象

・各回20名

・参加無料

※要整理券、9：30より

配布

✭☆✭冬のワークショップ★☆✭

かわいいくらっしーサンタがみんなをおもてなし！

集まってくれたお子様にはプレゼントがあるよ☆

①12：40～②14：10～（各回約15分）

12/25（日）
サンタくらっしーと

いっしょ！

『冬の荒川周辺ミニ写真展』

埼玉県のコンテンツには「荒川

を撮る会」会員の方々の作品

が数多く公開されています。

今回のミニ写真展はその中か

ら「冬」をテーマに荒川周辺の

様々なシーンをピックアップし

て展示しています。
雪の栃本

羽ばたき

冬の花火（秩父夜

特別展 12/10（土）～2/12（日）

「ロボット～人に、生物に、近づいていく～」
◎イベント「大学生による 実演！ロボガイド」

24日（土）・25日（日） 11：00～15：00


