
＊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 水

2 木 こども
ポイントカード 休止

3 金

4 土
ウィークエンドシアター

「ムサシ」

 ◎ｻｲｴﾝｽｸﾗﾌﾄ
｢ﾘｰﾌｱｸｾｻﾘｰ｣

☆紙トンボコプター 投影

5 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

洗たくを科学する
★めざせ!チョウ
   はかせ!!

投影

6 月 休館日

7 火

8 水

9 木 こども
ポイントカード

10 金

11 土 ☆カラフルいくら 投影 公開

12 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

ｸｲｽﾞですっきり☆
なるほどｻｲｴﾝｽ

★めざせ!チョウ
　はかせ!!

投影

13 月

14 火

15 水

16 木 こども
ポイントカード 投影

17 金

18 土 上映会＆トークショー
◎ﾛﾎﾞｽﾌﾟﾘﾝﾀ
　　　　 ﾌﾘｰ走行

☆飛プラコップ 投影

19 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

おもいの？かるい
の？どっちなの？

★めざせ!チョウ
　はかせ!! 投影

20 月
ウィークエンドシアター

「映画アンパンマン」
ミニシアター上映

プラスチックの
大変身

★めざせ!チョウ
　はかせ!!

投影

21 火 休館日

22 水

23 木 こども
ポイントカード 投影

24 金

25 土 ◎ﾛﾎﾞｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾞﾗﾝ
ﾌﾟﾘ（参加条件有）

☆パラシュート 投影 公開

26 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

みのまわりの
　　粉のはなし

★めざせ!チョウ
　はかせ!!

投影

27 月 休館日

28 火 ☆パラシュート 投影

29 水 ★めざせ!チョウ
　はかせ!!

投影

30 木 こども
ポイントカード

☆パラシュート 投影

31 金
★めざせ!チョウ
　はかせ!! 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

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ

 EVENT CALENDAR 2017
3 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

3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

日 曜 映像ミュージアム 映像ホール 公開ライブラリー

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

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

企画展
「ゲーム展
STAGE.2」

企画展
「ゲーム展
STAGE.2」

メンテナンス
休館

MEC
Award
2017

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

春休みイベント おしゃべり
くらっしー

休館日

ミニシアター上映

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

ＳＫＩＰシティまでのご案内　　所在地 ： 川口市上青木3-12-18、63

休館日

休館日

春休み
イベント

おしゃべり
くらっしー

休館日

春休み
イベント

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

休館日

休館日（特別整理期間）

休館日

休館日

休館日（館内整理日）

MEC
Award
2017

※4/9迄開催

川口駅東口 約13分

おしゃべり
くらっしー

休館日

常設展示
＆

DVD放映

ワークショップ

ワークショップ

星空リラク

ゼーション

春番組

｢オーロラ｣

投影開始

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

アニメ 制作教室

映像制作教室



ＳＫＩＰシティ３月 イベント情報

★映像ホール

■
★４日（土）　「ムサシ ロンドン・ＮＹバージョン」　１４：００ （開場１３：３０）

「巌流島の戦い」のその後をモチーフに井上ひさしが脚本を書き上げ、蜷川幸雄が緻密かつ大胆な演出に挑んだ、新感覚時代劇！

演出：蜷川幸雄／脚本：井上ひさし／出演：藤原竜也、勝地涼、鈴木杏、六平直政、吉田鋼太郎、白石加代子 2010年／日本／167分

★２０日（月･祝）　『映画それいけ！アンパンマン　ミージャと魔法のランプ』　①１０：３０／②１３：００ （各回３０分前に開場）

同時上映：「リズムでうたおう！ アンパンマン夏まつり」 合計：67分

〈ママシアター）での上映です。通常より照明を明るめに・音量を小さめにして上映します。　（※一般の方もご入場頂けます）

■

１４：００～１５：１０　映像上映「明治はるあき」　（1968年、70分）

１５：２０～１６：００　トークショー　ゲスト：鈴木友子氏　（竹田人形座）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5日
　NHKの番組ＨＰ：http://www.nhk.or.jp/archives/ 12日
　埼玉県のＨＰ：http://www.eizou.pref.saitama.lg.jp/ 19日

26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】

【サイエンスショー】 日曜・祝日 13：40、15：10　約30分            冬番組「ﾄｩﾜｰﾙﾄﾞﾋﾞﾖﾝﾄﾞ」 土曜・日曜 12：00、13：30

【わくわくワーク】 土曜・28日(火)・30日（木） （開催時刻は要問合せ）   　　　   投影延長「ｺｽﾞﾐｯｸﾌﾛﾝﾄ時間旅行」 土曜・日曜 15：00

　定員50人　※未就学児は保護者同伴    　　　　春番組「オーロラ 夜空を彩る光のダンス」 土曜・日曜・祝日 12：00、13：30

【どきどきサイエンス】 日曜・祝日・29日（水）・31日（金） （開催時刻は要問合せ）                木曜(30日除く) 15：30、28日（火）～31日（金） 13：30、15：00

　定員20人 ※小学2年生以下は保護者同伴　※当日科学展示室で整理券配布    　　　　投影延長「トゥワールドビヨンド」　土曜・日曜・祝日 15：00

【うきうき探検】 土曜　10：30、15：10　配布時間 20分 【キッズアワー】 日曜・祝日 10：30　28日(火)～31日(金)　12：00

◎サイエンスクラフト　第3回「リーフアクセサリー」　4日（土） 13：00～14：00  【特別投影】  星空リラクゼーション　「春の星空と銀河」 

　対象 高校生以上※親子可　定員12人 ※当日科学展示室で整理券配布 　19日（日）・20日（月・祝） 15：30～16：20

◎2017 ロボスプリントグランプリ  25日（土） 10：00～15：00 （申込みは20日まで） 　BGM ケルティック・ウーマン  「You Raise Me Up」、「Amazing Grace」他

　対象 科学館・川口工業高校で製作したﾛﾎﾞｽﾌﾟﾘﾝﾀ（ﾗｲﾝﾄﾚｰｽｶｰ）を持参できるかた

　※18日（土）は練習・調整ができる「フリー走行」開催　（詳しくは要問合せ）　 　11日（土）・25日（土） 受付 18：30～19：00　公開 19：00～20：00　

ウィークエンドシアター ３月上映
大人（高校生以上） ：２０００円／子供（3歳以上）：１２００円

大人（高校生以上） ：８００円／子供（3歳以上）：５００円

彩の国ビジュアルプラザ HP：http://www.skipcity.jp

　　　　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

NHKの新着番組埼玉県のおすすめ番組

上映会とトークショー 【申込み / お問合せ】 048-260-7777

★１８日（土）　「～明治150年を前に～　映像で辿る『明治はるあき』」　１４：００～１６：００　　

【お問合せ】 映像ホール ： 048-265-2591

★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

世界ふれあい街歩き『台北』（2008年）他

『スポーツドキュメント　江夏の２１球』（2003年）他

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/

・明治はるあき

・'88人形の町を訪ねて

・人形浄瑠璃の里　皆野町出牛

・人形に託す願い

・よみがえった竹間沢人形

・知事対談　挑戦！活気ある街づくり

・糸あやつり　ある人形一座をたずねて

・阿波の人形浄瑠璃　　・ロボットへの道

・医真菌学の歴史を尋ねて

１．テレビファソラシド　２話（1979年放送）

２．ドラマ人間模様　「断崖の眺め」（84年）

３．ＮＨＫ特集　激動の記録　第４部（80年）

４．新日本紀行　天城、伊豆諸島（66年）

５．プリンプリン物語　15話（79年）

６．おーい！　はに丸　「最終回」（89年)

７．ラジオドラマ　「女優志願」（74年）

８．街道をゆく　「オランダ紀行」（98年）

９．美の壺　「石畳」（2011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）

ＮＨＫスペシャル『羽生善治　人工知能を探る』（2016年）他

レッツゴーヤング『ＧＯ！ＧＯ！　ピンクレディー』（1978年）他

★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

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。

全てのゲームがプレイ可能！
ゲームのしくみも詳しく解説します。

映像分野で活躍する
4名の審査員によって選ばれた

入選5作品の展示会。
3/18の最終審査で大賞が決定！

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。

★ 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 【ゲーム展　STAGE.2】
ゲームセンター VS ファミコン

　（3/12迄開催）

MEC Award 2017
映像公募入選作品展

（4/9迄開催）

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

上映会とトークショー

～明治150年を前に～ 映像で辿る『明治はるあき』

来年（平成３０年）は明治維新から１５０年目に当

たります。今から５０年前、明治百年事業として日

本の伝統芸能「糸あやつり」で制作された映像作

品「明治はるあき」。原作者の安藤鶴夫先生と埼

玉県の間にあった「縁」から、この貴重な映像作

品との出会いがありました。今回は「明治１５０

年」を前に「明治はるあき」を上映、竹田人形座

の鈴木友子氏をお招きし、お話を伺います。

映像より

3/18（土）～4/9（日） 3/21,3/27,4/3は休館日

9：30～17：00 入館は16：30まで

★パネル＆教材展示
食料自給率、フードロス、食の安全性、食文化、マナーなどなど、

食をテーマにしたパネルや教材を展示します。

★見て・触れて・考えて“食のいろいろ体験”
展示パネルや教材を見たり触れたりしながら食に関する6つの

課題にチャレンジ！チャレンジ終了後には、ステキなプレゼントも

あるよ。

時間：9：30 ～ 16：45

★おしゃべりくらっしー＠くらっしーシアター

①13：00 ②16：00 ※14：30は通常プログラム

春休みイベント くらっしーとお勉強！『食』
～見て・触れて・考えよう！"食のいろいろ”～

★☆★ワークショップ★☆★

★3/20（月祝） ほんものそっくり！？紙で作るお寿司 お寿司屋さんになっちゃおう！

①11：00～ ②14：00～ （所要時間30分） ・実習室

・各回20名（要整理券） ・小学生以下のお子様 ・無料

★3/25（土） フエルトフラワーのちっちゃな鉢植え カラフルフラワーで春気分！

①11：00～ ②14：00～ （所要時間30分） ・実習室

・各回20名（要整理券） ・小学生以下のお子様 ・参加費100円

★4/8（土） ときめきゴージャス☆デコミラー かわいいパーツでいっぱいデコっちゃおう！

プレゼントにも！

①11：00～ ②14：00～ （所要時間60分） ・実習室

・各回20名（要整理券） ・小学生 ・参加費300円

※整理券は当日9：30より ①②分をまとめて配布 （先着順、１人１枚）

【日時】３月１８日（土） 14:00～16:00

【会場】映像ホール（３００名定員） 【参加】無料（要・事前申込み)

11日

から

5日

まで

2日(木)・9日(木)

は投影休止


