
＊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 土 ミニシアター上映
☆ストロー de
　　　　　　正多面体 投影

2 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

　◎特別講演会
★めざせ!チョウ
         はかせ!! 他

投影

3 月 休館日

4 火

5 水

6 木 投影

7 金

8 土 ☆火山灰の観察 投影

9 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

★めざせ!チョウ
         はかせ!! 他

投影

10 月 休館日

11 火

12 水

13 木 投影

14 金

15 土 ☆3面ｿｰﾏﾄﾛｰﾌﾟ 投影

16 日 キッズスペシャル＆
ガラポン大会

しゃぼん玉で
　　　　　　遊ぼう！

★めざせ!チョウ
              はかせ!! 投影

17 月 キッズスペシャル＆
ガラポン大会

Tobe 高く！
★めざせ!チョウ
              はかせ!!

投影

18 火 ☆3面ｿｰﾏﾄﾛｰﾌﾟ

19 水

20 木 ☆3面ｿｰﾏﾄﾛｰﾌﾟ 投影

21 金
★めざせ!チョウ
              はかせ!!

投影

22 土 キッズスペシャル＆
ミニシアター上映

☆3面ｿｰﾏﾄﾛｰﾌﾟ 投影

23 日 キッズスペシャル＆
ミニシアター上映

   Tobe 高く！
★めざせ!チョウ
              はかせ!!

投影

24 月 休館日

25 火
☆のぼり人形
　　/ ﾛｺｯﾌﾟ PartⅡ

投影

26 水 ★色水実験 投影

27 木
☆のぼり人形
　　/ ﾛｺｯﾌﾟ PartⅡ

投影

28 金 ★色水実験 投影

29 土 上映会＆トークショー
☆のぼり人形
　　/ ﾛｺｯﾌﾟ PartⅡ

投影

30 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

   ｽﾄﾛﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ ★色水実験 投影

31 月 休館日

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

企画展
大おじゃる丸博

企画展
大おじゃる丸博

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ 7 月 EVENT CALENDAR 2017.7

SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2017　7月15日(土)～7月23日(日)

彩の国くらしプラザ
（生活科学センター）

048-261-0993

展示フロア/
シアター

休館日

天文台 イベントゾーン

休館日

常設展示
＆

DVD放映
シアター上映

休館日

7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

048-268-8000 048-262-8431

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

休館日

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

最寄り駅からバスのご案内

休館日（館内整理日）

休館日

休館日

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

夏休み
イベント

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

ミニシアター上映

休館日

ミニシアター上映

ミニシアター上映

休館日

ＳＫＩＰシティ
国際Ｄシネマ
映画祭2017

おしゃべり
くらっしー

休館日

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

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

企画展
大おじゃる丸博

ミニシアター上映
星空リラク

ゼーション

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

特別展 9日（日）まで

「地面の下からこんにちは」

共催 埼玉県立自然の博物館

宇宙の

教室②

特別展

最終日

しゃぼん玉で遊ぼう！

◎変身！石磨き

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

しゃぼん玉で遊ぼう！

◎変身！石磨き

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

しゃぼん玉で遊ぼう！

◎変身！石磨き

「埼玉 ふるさとの夏」

写真展

アニメ 制作教室

映像制作教室

映像制作

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

映画祭半券

ご提示で、

ご入館が

無料
になります！

映像制作

「埼玉 ふるさとの夏」

写真展

こどもスタッフ体験

クイズをしな

がら、ボクと

おしゃべり♪

ワークショップ

ボクへの質問も

待ってるよ～！

サイエンス

サマーフェス
2017

7/21（金）～

8/31（木）
※詳細は

要問合せ

字幕付き

「七夕」



★映像ホール
■ SKIPシティ国際Ｄシネマ映画祭2017　７月１５日（土）～２３日（日）

■ ２９日（土） 上映会とトークショー「ふるさとの偉人　電力王・福沢桃介」　
１４：００～１５：００ 映像上映 「電力王　福沢桃介の生涯」「木曽川水系電源開発紀行―福沢桃介とともに―」

１５：１０～１６：００ トークショー　ゲスト：西尾典祐氏（作家、元「文化のみち二葉館」副館長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2日
9日

   NHKの番組ＨＰ：http://www.nhk.or.jp/chronicle/opl/ 16・23日
　埼玉県のＨＰ：http://www.eizou.pref.saitama.lg.jp/ 30日

期間　７月１５日（土）～９月３日（日）　※７月２４日、３１日、８月７日、１４日、２１日、２８日の月曜日は休館日

 ★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

夏番組「グラビテーション」土曜・日曜・祝日 12：00、13：30 木曜（夏休み除く）15：30

　　    　　　　　       　　　      夏休み（7/21～）の火～金曜（8/11除く） 13：30、15：00

春番組「オーロラ 夜空を彩る光のダンス」（投影延長）　土曜・日曜・祝日 15：00

★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

 8日(土）・22日（土） 受付19：00～19：30 公開19：30～20：30 ※天候不良時は中止

HP：http://www.skipcity.jp

・ドラマ　戦後７０年　一番電車が走った（15年）

・NHKスペシャル　原爆・スパイ戦の真実（15年）

・にっぽん紀行　広島ネオン街の語り部会（16年）

・ETV特集　戦争とラジオ　日米電波戦争（09年）

・広島原爆の日ラジオ特集　あの日母は少女だった（16年）

・BS１スペシャル ＪＲ福知山線脱線事故９年（14年）

・ドラマ　三四郎（61年）

・新日本紀行

  鎌倉（65年）、白馬山麓（66年）、大雪（67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）

かんさい特集　ちりとてちん外伝（08年）まいご３兄弟他

★ 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)

映画祭半券ご提示で
ミュージアム無料！
（映画祭期間中：7/15～7/23）

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

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。

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。

【お問合せ】映像ミュージアム ： 048-265-2500 

ＳＫＩＰシティ7月 イベント情報

彩の国ビジュアルプラザ

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

　日曜・祝日（2日除く）10：30　夏休み（7/21～）の火～金曜（8/11除く） 12：00

＊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。

にんげんドキュメント　ムツばあさんの花物語（02年）他

夏休みイベント　くらっしーと楽しく学ぶ夏休み　ワクワク★ドキドキ★いろいろ体験

今年の夏は、くらっしーマーケットがリニューアルオープン！「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！

キッズスペシャル上映会！

レッツゴーヤング　特集　聖子夏を行く（8１年）他

Dシネマ映画祭チケットの半券
ご提示で、映像ミュージアムが
無料でご入館いただけます！

【お問合せ】映像ホール：048-265-2591

【お問合せ】映画祭事務局：048-263-0818
次世代を担うクリエイターを発掘し、新たな映像産業の発展に寄与することを目的に誕生した本映画祭は、本年14回目の開催を迎えます。
本映画祭のメインであるコンペティション部門は、広く世界中から公募した長編部門を１２作品、国内作品に限定した短編部門１２作品を４作品ず
つ３プログラムで、アニメーション部門１０作品を１プログラムで上映いたします。またコンペティション以外でも、商業映画デビューを果たした監督
たちが過去に本映画祭出品した作品や、長編アニメーション作品、野外映画の上映など様々なイベントが行われる予定です。お誘い合わせの
上、是非ご来場ください！

【申込み / お問合せ】 048-260-7777

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

【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/

埼玉県のおすすめ番組 NHKの新着番組

　　　　番組・映像　公開ライブラリー　（無料）

【キッズアワー】 7月・8月のテーマ 「夏の星とさそり座」

・ホタルの里から

・ふるさとの音を訪ねて

・伝統産業を私たちの手で　～聖火台と茶釜～

・技術留学生　－ニッポン日記－

・調べてみよう！彩の国ビジュアルプラザ

・企業誘致大作戦！立地するなら埼玉へ！！

・１００年の時を超えて～秩父鉄道と宮沢賢治～

・田んぼの中の不思議な生き物たち

・日本の大工道具　　　　　　　　　　　　　　　その他

天文講座 【宇宙の教室～太陽と恒星～（全5回）】

第2回「星の本当の明るさ～絶対等級～」 22日（土） 10：30 ～11：20

※申込み不要（1回のみの参加可）

【サイエンスショー】 日曜・祝日（2日除く） 13：40、15：10 約30分

【わくわくワーク】 土曜、夏休み（7/21～）の火・木曜 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】 日曜・祝日、夏休み（7/21～）の水・金曜 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】 土曜（29日除く） 10：30、15：10 ※カードがなくなり次第終了。

9日まで

◎特別講演会 「小石が語る埼玉3億年のおいたち」 2日（日） 14：00～15：00

講師 本間 岳史 氏（元埼玉県立自然の博物館館長）

◎ワークショップ 「変身！石磨き」 9日（日） 13：00～13：30
各10人（先着順） ※小学2年生以下1人につき保護者1人同伴

【星空リラクゼーション

～夏の星空と惑星のめぐり～】
29日（土）・30日（日） 15：30～16：20 

BGM ホルスト 組曲「惑星」より

「木星」、「土星」、「金星」他

●料金：科学展示入場料 一般200円 小中学生100円 未就学児無料 プラネタリウム観覧料 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

【2日（日）限定 キッズアワー 】

字幕付き投影 「七夕」

聴覚障害のかたも楽しめる

子ども向けの字幕付き投影

2日（日） 10：30～11：20 

【特別展】「地面の下からこんにちは」（共催 埼玉県立自然の博物館）

「埼玉 ふるさとの夏」写真展

「夏」そして「ふるさと・埼玉」にスポットを当てたミニ

写真展を開催します。埼玉の観光地や夏祭りの写

真は古き良き伝統を感じさせてくれることと思いま

す。なかには故郷（ふるさと）の一枚に巡りあえる

かもしれません。写真展にお越しいただき、過去

の思い出へとタイムスリップしては、いかがでしょう

か？是非一度、足をお運びいただき昔見た懐かし

い思い出を呼び起こしてください。また公開ライブ

ラリーでは、他にも数多くの写真も閲覧することが

できますのであわせてお立ち寄りください。

【日時】平成２９年７月１１日～７月２３日

【会場】公開ライブラリーギャラリー内

「埼玉 ふるさとの夏」写真展

「夏」そして「ふるさと・埼玉」にスポットを当てたミニ

写真展を開催します。埼玉の観光地や夏祭りの写

真は古き良き伝統を感じさせてくれることと思いま

す。なかには故郷（ふるさと）の一枚に巡りあえる

かもしれません。写真展にお越しいただき、過去

の思い出へとタイムスリップしては、いかがでしょう

か？是非一度、足をお運びいただき昔見た懐かし

い思い出を呼び起こしてください。また公開ライブ

ラリーでは、他にも数多くの写真も閲覧することが

できますのであわせてお立ち寄りください。

【日時】平成２９年７月１１日～７月２３日

【会場】公開ライブラリーギャラリー内

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♪

こどもスタッフ体験
くらっしーマーケットの中で

お仕事体験してみよう！

○開催日：7/22（土）、8/6（日）、8/13（日）

○時間：①13：40～ ②15：20～ （所要時間約1時間）

○定員：各回４名（事前申込優先）

○対象：小学校

○申込：くらしプラザ受付か、

電話（048-261-0993）にて申込

○申込受付： 7/22分 7/9（日）9：30～

8/6、8/13分

7/23（日）9：30～

自由研究コーナー
●プライベートブランド(PB)商品と

ナショナルブランド(NB)商品の

違いについて調べてみよう！

●ユニバーサルデザインについて

調べてみよう！

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◆◇ 7/29（土）

ラップ芯で！カンタン★キラキラ万華鏡

時間 ①11:00～ ②14:00～（所要時間50分）

場所 実習室

定員 各回２０名（事前申込）

対象 ４歳～小学生以下のお子様

申込 くらしプラザ受付か、はがきにて

申込。応募者多数の場合は抽選。

ワークショップ『ラップ芯で!カンタン★

キラキラ★万華鏡の応募締切は

7月17日（月・祝）必着だよ！

詳しくは、彩の国くらしプラザのホーム

ページを見てね！


