
＊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 日

2 月

3 火

4 水 ★電気で元気！
★ﾓﾌﾓﾌとあそぼう

投影

5 木 こども
ポイントカード

☆開運！おきあが
りだるま

投影

6 金
★電気で元気！
★ﾓﾌﾓﾌとあそぼう

投影

7 土
☆開運！おきあが
りだるま 投影

8 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

 いろ色実験室
★電気で元気！
★ﾓﾌﾓﾌとあそぼう

投影

9 月 ミニシアター上映
　◎人にとても近
　いロボットたち

★電気で元気！
★ﾓﾌﾓﾌとあそぼう

投影

10 火 休館日

11 水

12 木 こども
ポイントカード 投影

13 金

14 土 SKIPシティ落語会
「柳家三三 独演会」

☆電気クラゲ 投影 公開

15 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

 いろ色実験室
★電気で元気！
★ﾓﾌﾓﾌとあそぼう 投影

16 月 休館日

17 火

18 水

19 木 こども
ポイントカード 投影

20 金

21 土
 ◎ぶるぶるﾛﾎﾞｯﾄ
  をつくろう！

☆からくりおもちゃ 投影

22 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

 ｼｬﾎﾞﾝ玉大実験
★電気で元気！
★ﾓﾌﾓﾌとあそぼう

投影

23 月 休館日

24 火

25 水

26 木 こども
ポイントカード 投影

27 金

28 土
 ◎ぶるぶるﾛﾎﾞｯﾄ
  をつくろう！

☆ポキポキロボット
アーム

投影 公開

29 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

 －196℃・・・!?
★電気で元気！
★ﾓﾌﾓﾌとあそぼう

投影

30 月 休館日

31 火 ミニシアター上映

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

約13分

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

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ

 EVENT CALENDAR 2017
1 月

天文台 イベントゾーン

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

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
川口市立科学館

ｻｲｴﾝｽﾜｰﾙﾄﾞ

休館日

休館日（館内整理日）

日 曜 映像ミュージアム 映像ホール 公開ライブラリー

年末年始
休館日

企画展
「ゲーム展
STAGE.2」

企画展
「ゲーム展
STAGE.2」

年末年始
休館日

年末年始休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

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

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

年末年始休館日

企画展
「ゲーム展
STAGE.2」

休館日

休館日

休館日

年末年始休館日 ～3日（火）

休館日

休館日

休館日

休館日

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

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

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

常設展示
＆

DVD放映

特別展「ロボット～人に、生物に、

近づいていく～」

2/12（日）まで

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

映像

制作教室

21日（土）

ゼビウス

チャンピオン

シップ

ワークショップ

かるた大会も

あるよ！

エコキッズ工作

アニメ

制作教室



ＳＫＩＰシティ1月 イベント情報

★映像ホール

■
★１４日（土）　「柳家三三 独演会」　１４：００  （開場１３：３０）　　　

今回、高座にあがるのは、気難しい「落語通」をも唸らせる伝統的な古典落語の名人・柳家三三（やなぎやさんざ）です。

人間国宝の十代目柳家小三治に入門し、真打昇進する頃には既に「将来の落語会を背負って立つ逸材」といわれました。

聴き心地よく、キレのある名人の古典落語をぜひ、SKIPシティで味わってください！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

8日
　NHKの番組ＨＰ：http://www.nhk.or.jp/archives/ 15日
　埼玉県のＨＰ：http://www.eizou.pref.saitama.lg.jp/library/OnTof01 22日

29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、詳しくは科学館ＨＰをご覧いただくかお問い合わせください】

【わくわくワーク】 5日（木）・土曜 13：00（5・7日のみ）、14：30、16：00

　　　　　　　　　　約20分　各50人　※未就学児は保護者同伴。

 　テーマ ①②「電気で元気！」材料費 300円、③「モフモフとあそぼう!!!」材料費 200円

 　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。

【うきうき探検】 土曜　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 　木曜（5日除く） 15：30　　4日(水)～6日(金)  13：30、15：00　

　14日（土）「金星」、28日（土）「オリオン大星雲（M42）」 ※「」内は主な観測対象 投影延長「コズミックフロント 時間旅行」　土曜・日曜・祝日（1日・2日除く） 15：00

　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】 日曜・祝日（1日・2日除く） 10：30　　4日(水)～6日(金)　12：00

SKIPシティ落語会

今回のステージ２では、１９８３年から１９９０年
までのデジタルゲームを紹介します。全てがプ
レイ可能！ゲームのしくみも詳しく解説します。

彩の国ビジュアルプラザ HP：http://www.skipcity.jp
★ 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 

小学生・映像制作教室 小学生・アニメーション制作教室

毎週土曜日 10:00～12:00
無料（要入館料）  申込＝事前予約

場所＝映像ミュージアム館内

毎週日曜日 10:00～12:00　※11/20  11/27 お休み
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

冬番組「トゥワールドビヨンド」　土曜・日曜・祝日（1日・2日除く） 12：00、13：30

【どきどきサイエンス】 日曜・祝日（1日・2日除く）・4日（水）・6日（金）

                                 ①11：30 ②14：30（9日除く） ③16：00　約30分

★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

★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・2・9日除く） 13：40、15：10　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）
【お問合せ】公開ライブラリー：048-268-8000

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/

ビッグショー『美空ひばり（１）　わが命燃えつきるとも』（1977年）他

埼玉県のおすすめ番組 NHKの新着番組
・童謡と唱歌のふるさとを訪ねて

・小正月“まゆ玉まつり”　美里村

・大衆演劇が見れた芝居小屋　戸田劇場

・伝統音楽にはげむ若人

・川口大百科事典で見る郷土の今むかし

・冬の龍が森　花輪線  ・冬の常紋　石北線

・越後のしな布

・鬼さまが訪れる夜　国東の修正鬼会

・軟弱地盤に築く　―霞ヶ浦開発事業の堤防工事―

・ＮＨＫスペシャル巨大津波　医師たちの記録（11年放送）

・証言記録　東日本大震災　子どもたちを守れ（15年）

・ＥＴＶ2002　瀬戸内寂聴　死を前にした時（02年）

・知るを楽しむ　夏目漱石（07年）

・ドラマ　年の始めの（1979年）

・ドラマ　チロルの挽歌　後編（92年）

・ドラマ　新 事件　わが歌は花いちもんめ（1981年）

・新日本紀行  日光（65年）、宗谷、沖縄（67年）

・人形劇　紅孔雀　５話（78、79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）

土曜ドラマ『チロルの挽歌　前編　再会』（1992年）他

大河ドラマ『樅ノ木は残った　総集編』　第一部（1970年）他

プレミアム８　世界一番紀行『世界で一番の迷宮都市　モロッコ・フェズ』（2009年）他

大人（高校生以上） ：2,600円 / 子供（小学生以上） ：1,500円 ※未就学児のご入場はお断りさせていただきます

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。

ゼビウス
チャンピオンシップ開催！！

21日（土）14：30～ 映像ホール
遠藤雅伸（ゼビウス開発者）や

馬場章（ゲーム研究者）等が出演。
観覧無料

（要映像ミュージアム入館料）

【お問合せ】 映像ホール ： 048-265-2591

企画展 【ゲーム展　STAGE.2】
ゲームセンター VS ファミコン

　（2017年 3/12迄開催）

『写真展 冬・荒川の風景』 １月４日(水）～３１日(火）

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

冬の久下橋

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

冬休みイベント

気をつけよう！契約トラブルと悪質商法

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）

①11：00②13：40③15：10

（各回約20分）

●くらっしーパーク

2/25（土）

フラワー手づくり教室
親子でチャレンジ！

本格中華まんづくり
・10：30～13：30 ・実習室

・株式会社日清製粉グループ本社

フラワー手づくり教室担当講師

・小学生とその保護者

・10組（保護者１人につき子ども２人ま

で）

※事前申込、先着順

・１組600円（子ども2人の場合は800円）

・1/15（日）9：30より受付開始

くらしプラザ受付または電話（048-261-

0993）にて申し込みを

◇◆こどもクッキング◇◆

2月4日（土）・5日（日）
9：30～17：00 入館は16：30まで

◆パネル展示＆キーワードクイズ
「お金」にまつわるクイズに挑戦！記念品もあるよ！

◆マネークイズ大会「めざせ！お金博士」
①11：00②13：40③15：10（各回約20分）

◆おしゃべりくらっしー＠くらっしーシアター
①13：00②16：00※14：30は通常プログラム

★★★14周年イベント★★★

くらっしーと考える お金のあれこれ
クイズにチャレンジ！お金博士をめざそう！

◆◇◆ワークショップ◆◇◆

2/4（土）

くつしたが大変身！ソックススノーマン
・①11：30②14：30（所要時間約30分）

・実習室 ・子ども～大人まで

・各回25名（要整理券） ・参加費100円
※整理券は9：30より①②をまとめて配布（１人１枚限り）

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、9：30～①②まとめて配布

★冬のワークショップ★

1/21（土）

つくってみよう！

キラキラBOX
・①11：00②14：00
（所要時間約40分）

・実習室・子ども～大人まで

・各回25名・参加無料
※要整理券、9：30～①②まとめて配布

★エコキッズ工作★

開催期間 2/12（日） まで

会場 科学展示室

料金 科学展示入場料

◎講演会「人にとても近いロボットたち」

講師 松下 光次郎氏 （岐阜大学工学部

機械工学科 助教）

日時 9日（祝） 14：00～ （約60分）

◎「ぶるぶるロボットをつくろう！～振動モータのひみつ～」

日時 21日（土）・28日（土） 13：00～ （約40分）

定員 13人（先着順） ※小2以下は保護者同伴。

※当日9：30から科学展示室で整理券配布。

特 別 展

場所：公開ライブラリー内飲み物スペース


