
＊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

2 火 ミニシアター上映

3 水 「おじゃる丸」上映会

4 木   －196℃…！？
★紫外線って
　　　　なんだろう

投影

5 金 ●子ども無料 上映会＆トークショー
新着アニメ上映会&名人と

遊ぼう！けん玉大会
  からだのふしぎ

★紫外線って
　　　　なんだろう

投影

6 土 ミニシアター上映 ☆すすめ！236号 投影

7 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

  からだのふしぎ
★紫外線って
　　　　なんだろう

投影

8 月 休館日

9 火

10 水

11 木 投影

12 金

13 土 ☆アメンボ 投影

14 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

  －196℃…！？
★紫外線って
　　　　なんだろう

投影

15 月 休館日

16 火

17 水

18 木 投影

19 金

20 土
ウィークエンドシアター

「永い言い訳」
☆わゴムでGO！ 投影

21 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

  からだのふしぎ
★紫外線って
　　　　なんだろう

投影

22 月 休館日

23 火

24 水

25 木 投影

26 金

27 土
☆スーパー
　　　ストロケット

投影

28 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

じしゃくでドーン !!
★紫外線って
　　　　なんだろう

投影

29 月 休館日

30 火

31 水

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

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日（館内整理日）

おしゃべり
くらっしー

休館日

消費者の日
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

休館日

新着アニメ番組上映会

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

休館日

休館日

GW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

ミニシアター上映

企画展
大おじゃる丸博

企画展
大おじゃる丸博

企画展
大おじゃる丸博

企画展
大おじゃる丸博

企画展
大おじゃる丸博

休館日

開館記念日無料公開

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

5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

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ

 EVENT CALENDAR 2017 5 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

映像ホール 公開ライブラリー

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

特設コーナー

｢ありがとう京急デハ230形236

号～また 会う 日まで～｣

21日(日)まで（3日を除く）

◎ﾃﾞﾊ230形

ﾍﾟｰﾊﾟｰｸﾗﾌﾄ
ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

◎ﾃﾞﾊ230形

ﾍﾟｰﾊﾟｰｸﾗﾌﾄ

第21回NHK

「わたしの尾

瀬」写真展

ワークショップ

体験教室

ワークショップ



★映像ホール

■
★ ７日（日）　『ひつじのショーン スペシャル いたずらラマがやってきた！』　１４：００ （開場 １３：３０） （2015年／イギリス／63分）

★ ２０日（土）　『永い言い訳』　１４：００ （開場 １３：３０） （2016年／日本／124分／PG-12）

■ ３日（水・祝）　「おじゃる丸“まったり”アニメまつり」　10:00（開場 9:30）～16：00頃まで　※3作品を各2回上映

■
14:00～15:00 映像上映　「北沢楽天　漫画の心を受け継いで」 「国宝探訪 失われた遊びの風景 鳥獣人物戯画」  /  15:05～16:00 トークショー　ゲスト ： 里中満智子さん （マンガ家）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7日
14日

　NHKの番組ＨＰ：http://www.nhk.or.jp/chronicle/opl/ 21日
　埼玉県のＨＰ：http://www.eizou.pref.saitama.lg.jp/ 28日

●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

【サイエンスショー】 日曜・祝日（3日除く） 13：40、15：10　約30分

【どきどきサイエンス】 日曜 14：30、16：00　4日（祝）・5日（祝） 11：30、14：30、16：00

約30分 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

【わくわくワーク】 土曜 14：30、16：00　　約20分　各50人　※未就学児は保護者同伴

【うきうき探検】 土曜 10：30、15：10　配布時間 20分　※カードがなくなり次第終了

【一般投影】 春番組「オーロラ」 土曜・日曜・祝日（3日除く） 12：00、13：30

 　　　　　                 　　    　    木曜（4日除く） 15：30

 　　　　　　　　投影延長「トゥワールドビヨンド」 土曜・日曜・祝日（3日除く） 15：00

【キッズアワー】 5月・6月のテーマ「春の星とからす座」 日曜・祝日（3日除く） 10：30

　13日(土)・27日(土)　受付 19：00～19：30　公開 19：30～20：30

　主な観測対象　13日、27日…木星　※くもり・雨・強風の場合は中止

【申込み / お問合せ】 048-260-7777５日（金・祝） 上映会とトークショー「マンガの原点にせまる」　14:00～16:00

★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

★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

小中学生は無料！！
常設展と企画展が無料で
お楽しみいただけます！

NHK Eテレで現在放送中の『おじゃる丸』の
世界が体験でき、大人も子ども楽しめる

体験型の展覧会です。アニメの作り方や、
平安時代のくらしがわかるコーナーもあります。

ハイビジョン特集『羽田空港大百科』（2010年）、歴史への招待『巨大飛行船』（1982年）

＊都合により上映番組は変更になる場合があります。番組の詳細は館内ポスターをご覧下さい。

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）

連続テレビ小説『あまちゃん総集編　前編「おら、この海が好きだ！」』（2013年）他

『NHK紅白歌合戦第25回（前）』（1974年）、『午後のおしゃべり・第４回』（59年）

NHKスペシャル『街道をゆく第二シリーズ　オランダ紀行』（1998年）他

埼玉県のおすすめ番組 NHKの新着番組
・動物は友だち　こども動物自然公園

・川に育まれて　～八潮市～

・はんなり　はんなり藤

・見つけよう！自分たちができること

・巨大魚ハクレンが翔ぶ

・川口鋳物ものがたり　～金山町かいわい～

・樽丸　吉野杉の里　黒滝の知恵と技

・ぼくらの特急

・ドライバーの目　　　　　　　　　　　　　　　その他

・凄ワザ　究極の竹とんぼを作れ！（16年）

・きょうの健康　けん玉に挑戦！（15年）

・アニメ忍たま乱太郎　10話（15年）

・アニメおじゃる丸　10話（15年）

・アニメおしりかじり虫　５話（15年）

・アニメわしも（ｗａｓｉｍｏ）　５話（15年）

・プロフェッショナル仕事の流儀　カツオ漁師（14年）

・ETV特集　ハンセン病療養所の島（13年）

・新日本紀行　上野、出羽三山（1967年）　　　　　　　その他

番組上映会サンデーアーカイブス

【お問合せ】 048－264－7777

大人（高校生以上）：８００円 / 子供（３歳以上）：５００円

アードマン・アニメーションズ制作によるストップモーション・アニメーションの人気作。
今回は、最新作「いたずらラマがやってきた！」に加えて、ＴＶシリーズの中から日本のショーンファンに人気の高いベストセレクション５作品を上映します。

小学生・アニメーション制作教室

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

原作・脚本・監督：西川美和 『ディア・ドクター』『夢売るふたり』／出演：本木雅弘、竹原ピストル、池松荘亮、黒木華、山田真歩、深津絵里
人気作家の幸夫は、不倫相手と密会中に、妻が旅先で友人と亡くなったとの知らせを受ける。ふとしたことから友人の子供の世話を買って出たことで、虚しかった毎日が輝き出すのだか・・・

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　【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)

企画展「大おじゃる丸博」
～"まったり"のすべて～

（9/10迄開催）

小学生・映像制作教室

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

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/

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
ＳＫＩＰシティ5月 イベント情報

　　　　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

HP：http://www.skipcity.jp

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。

【お問合せ】 映像ホール ： 048-265-2591

ウィークエンドシアター ５月上映

【お問合せ】映像ミュージアム ： 048-265-2500 

5日（金・祝）
こどもの日

子ども無料開館！

NHK Eテレで放送された〈おじゃる丸スペシャル〉より厳選された３作品を、小さいお子様連れでも安心して楽しめる〈ママシアター上映〉でご覧いただけます。 料金：無料（要ミュージアム入館料／入退場自由）

◇科学展示室 ※鉄道模型手動運転は有料

わくわく屋台村（いろいろな科学工作の体験）10：00 ～16：00 ※未就学児は保護者同伴

◇プラネタリウム （観覧には「無料観覧券」が必要です）

〔内容〕春番組「オーロラ」 約50分 〔定員〕各回160人（先着順）

〔開始時刻〕①10：30 ②12：00 ③13：30 ④15：00

※観覧券は①②は9：30から、③④は12：00から１階科学館入口前で配布

◇天文台 特別ガイドツアー （雨・強風の場合は中止）

13：00～14：00 〔所要時間〕 約20分 ※13：00から1階科学館入口前で受付

◎開館記念日無料公開 3日（祝） ※地下駐車場は有料

【特設コーナー】「ありがとう京急デハ230形236号～また 会う 日まで～」

青木町公園に展示されている京浜急行車両の概要や歴史、映像資料などの展示と

メッセージの募集 21日（日）まで（3日除く） 会場 科学展示室内

◎ ワークショップ 「デハ230形ペーパークラフト」

13日（土）・20日（土） 11：30、13：00 約20分 各50人

※小学2年生以下は保護者同伴

写真展「埼玉の東武鉄道 第二弾！」

東武鉄道は、東京都・埼玉県・千葉県・栃木県・

群馬県の１都４県に路線を有する大手私鉄です。

今回は埼玉県東部を走る、東武日光線を中心に、

「東武の鉄道第２弾」と題し、展示しています。

写真撮影は、埼玉県立文書館副館長・安藤氏に

よるものです。

これらの東武鉄道の写真は、近々公開ライブラ

リーでも公開していく予定です。

【日時】平成２９年５月９日～５月３１日

【会場】公開ライブラリーギャラリー内

5/27(土)～6/4(日)
9：30～17：00 入館は16：30まで 5/29(月)は休館日

★パネル展示＆DVD上映

「消費者市民社会とは」「消費者の一人としてできること」「グリーン

コンシューマー」「エコライフ」「フェアトレード」「食品ロス」

「地産地消」など「消費者市民社会」をテーマに、展示パネルや

ＤＶＤで紹介します。

★クイズDEビンゴ＆ガラポン抽選会

パネルの展示内容をもとにしたクイズラリーに挑戦！ビンゴが成立

すると、ガラポン抽選に参加できます。ビンゴが成立しなかった方

にも、参加賞をプレゼント。

★フェアートレード商品を探してみよう！

近年増えているフェアートレード商品を展示します。フェアートレード

商品を示すマークを探してみよう。

★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

5/1（月）～5/7（日）
9：30～17：00 入館は16：30まで 5/1(月)は休館日

★パネル＆教材展示・ＤＶＤ上映

衣服の素材、お手入れ方法、取り扱い絵表示、衣服の歴史など、

衣生活をテーマにしたパネルや教材を展示します。

★色々な布地を観察してみよう！

綿、絹、毛、麻、レーヨン、ポリエステル、ナイロン、キュプラなど

様々な布地に触れたりルーペで観察してみよう！

★迷路クイズに挑戦！

くらっしーパークの中にできた迷路を進みながら「衣類の取り扱い

絵表示」に関するクイズに挑戦しよう！

多く正解した方には、ステキな記念品をプレゼント！

★みんなのカラーデザインでくらっしーを素敵に変身させちゃおう

くらっしーぬりえにみんなで挑戦！できあがったぬりえは、くらし

プラザに展示します。描いてくれた方には記念品をプレゼント！

★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

ＧＷイベント 知っておきたい衣服のこと
～迷路クイズや観察コーナーで楽しく学ぼう！～

★☆★ワークショップ★☆★
★5/4（木・祝） こどもの日クラフト

身近な材料で作る

こいのぼりガーランド

トイレットペーパー芯、タコ糸、マスキング

テープなどを使って、かわいいガーランドを作

ろう！

①11：00～ ②14：00～

（所要時間30分） ・実習室

・各回25名（要整理券）・小学生以下

★5/27(土) プラ板でキラキラ☆

オリジナルネームタグ
～世界に一つだけ！お気に入りの

デザインで作ってみよう！～
①11：00～ ②14：00～

(所要時間４０分）・実習室・小学生以下

・各回２５名(要整理券)・参加費５０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）

消費者の日イベント 消費者市民社会ってなんだろう？
～あなたも私も大人も子供もみんな消費者

できることからやってみよう！～


