
＊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 金

2 土
ウィークエンドシアター

『沈黙 -サイレンス-』

☆ﾁﾘﾒﾝﾓﾝｽﾀｰを
　　　　　　　さがせ!

投影

3 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

電子レンジで
　　　　 サイエンス

★月を楽し
　　　ムーンドーム

投影

4 月 休館日

5 火

6 水

7 木 休止

8 金

9 土 上映会＆講演 ☆ロコップ 投影

10 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

酸素の七変化
★月を楽し
　　　ムーンドーム

投影

11 月

12 火

13 水

14 木

15 金

16 土 ☆紙コップ吸ばん 投影

17 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

酸素の七変化
★月を楽し
　　　ムーンドーム

投影

18 月 ミニシアター上映
電子レンジで
　　　　 サイエンス

★月を楽し
　　　ムーンドーム

投影

19 火 休館日

20 水

21 木 投影

22 金

23 土 上映会＆講演 ○○実験
★月を楽し
　　　ムーンドーム

投影

24 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

紅葉イロドリ
　　　   サイエンス

★月を楽し
　　　ムーンドーム

投影

25 月 休館日

26 火

27 水

28 木 投影

29 金

30 土 ☆ストロケット 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 2017.9 9 月

イベントゾーン

彩の国くらしプラザ
（生活科学センター）

048-261-0993

展示フロア/
シアター

9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 映像ホール映像ミュージアム 公開ライブラリー 天文台

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

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

企画展
大おじゃる丸博

メンテナンス
休館日

企画展
マジカリアル展

企画展
マジカリアル展

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

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

休館日

休館日

休館日

休館日（館内整理日）

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

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

休館日

ミニシアター上映

シアター上映
①11:00‐11:30
②13:00‐13:30
③14:30‐15:00
※変更の場合あり

秋の特別
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
※変更の場合あり

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

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

休館日

（特別整理期間）
秋番組｢眠れない夜の月｣

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

映像制作教室

アニメ 制作教室

映像制作教室

宇宙の

教室④

ワークショップ

写真展 「草軽電鉄と碓氷峠」

９月１日（金）～９月３０日（土）

平成２９年度

優秀映画鑑賞推進事業

「異端のヒーローたち」



★映像ホール

■ 大人：800円（高校生以上）／子供500円（3歳以上）

遠藤周作の代表作「沈黙」を、巨匠マーティン・スコセッシが構想28年を経て念願の映画化。 2016年／アメリカ／161分／PG-12

■

■ 上映会と講演

★ ９日（土） 「映像で語り継ぐ カスリーン台風」 １４：００～１６：００
14：00～14：55 映像上映「カスリーン台風50年目の証言 忘れない」「１９４７、あの日を忘れない」／15：05～16：00 講演 講師：飯塚聡氏（独立行政法人防災科学研究所）

★ ２３日（土） 「さきたま古墳群と金錯銘鉄剣」 １４：００～１６：００
14：00～14：45 映像上映「さきたま古墳群は語る」「鉄剣は語る」／14：55～16：00 講演　講師：関義則氏（埼玉県立さきたま史跡の博物館館長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3日
10日

  NHKの番組ＨＰ：http://www.nhk.or.jp/chronicle/opl/ 17日
　埼玉県のＨＰ：http://www.eizou.pref.saitama.lg.jp/ 24日

期間　９月３日（日）　までやってるよ～！9：30～17：00　入館は16：30まで

期間　9/16（土）～9/18（月・祝）　9：30～17：00　入館は16：30まで

●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

　　　　　　　「グラビテーション」 土・日曜 12：00、13：30

 　　　　　　 「眠れない夜の月」（新番組）

【わくわくワーク】土曜(23日除く) 14：30、16：00 約20分、各50人※未就学児は保護者同伴 　　　　　　　　土・日曜・祝日 12：00、13：30　木曜 15：30

　　　　　　　「グラビテーション」（投影延長）

 　　　 　　　　土・日曜・祝日 15：00

【キッズアワー】 9月・10月のテーマ「秋の星座とお月見」　日曜・祝日 10：30

　星空やテーマにそった内容を子ども（小学校低学年向け）に解説します。

　物語「月をつかまえた子ども」も投影します。

【天文講座】「宇宙の教室 ～太陽と恒星～」（全5回）

　9日(土)・23日(祝)　受付 18：30～19：00　公開 19：00～20：00 　第4回「星の一生」 30日（土） 10：30～11：20　

　主な観測対象…土星　※くもり・雨・強風の場合は中止 　※申込み不要（1回のみの参加可）

　　　　　　　「オーロラ」（投影延長） 土・日曜 15：00

ウィークエンドシアター ９月２日（土）　『沈黙 -サイレンス-』　１４：００ （開場１３：３０）

原作：遠藤周作／監督：マーティン・スコセッシ／出演：アンドリュー・ガーフィールド、浅野忠信、窪塚洋介、イッセー尾形、リーアム・二―ソン

平成２９年度 優秀映画鑑賞推進事業　「異端のヒーローたち」 各回開演30分前に開場／１作品：５００円

★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

彩の国ビジュアルプラザ

ＳＫＩＰシティ9月 イベント情報

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/

　　　　番組・映像　公開ライブラリー　（無料）

【申込み / お問合せ】 048-260-7777

１７日（日）　１０：３０ 『人生劇場 飛車角と吉良常』（1968年） 鶴田浩二、高倉健、辰巳柳太郎 ／ １４：００ 『不知火検校』（1960年） 勝新太郎、中村玉緒

【お問合せ】 映像ホール ： 048-265-2591

１８日（月・祝）　１０：３０ 『次郎長三国志』（1963年） 鶴田浩二、松方弘樹、佐久間良子／１４：００ 『網走番外地』（1965年） 高倉健、南原宏治、丹波哲郎

★ 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）

★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。

【うきうき探検】 土曜（23日除く） 10：30、15：10　配布時間 20分

HP：http://www.skipcity.jp

★科学展示室  9：30～17：00　（入館は16：30まで）

【サイエンスショー】 日曜・祝日 13：40、15：10　約30分

【どきどきサイエンス】 日曜・祝日 14：30、16：00　約30分　※要材料費

　各20人（先着順） ※小2以下は保護者同伴。当日科学展示室で整理券配布

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

秋の特別イベント 動物のいるくらし ～ペットや働く動物のことをもっと知ろう！～

ＮＨＫアーカイブス（2009年）"　秋　紅葉列島　・天空の旅人　 ・美しき日本百の風景"他

＊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）

ＮＨＫスペシャル（2015年）新島誕生　西之島　～大地創成の謎に迫る～他

ＮＨＫアーカイブス（2009年）"プライム１０ 「スペースシャトル　毛利さん　夢を乗せて８日間」"他

プリンプリン物語（1979年）第２回 アインシュタインの眼（2009年）水族館　驚異のワンダーランド

埼玉県のおすすめ番組 NHKの新着番組
・秩父　山の味めぐり

・江戸の昔から人気者～川越いも～

・漂客記事　－岩槻の人・児玉南柯－

・人と街を結ぶ道

・江戸の旅風景

・水と緑の中で　２１世紀をめざす「ぎょうだ」

・君は川をみたか

・よみがえる文明開化

・水害対策

・新しい信号

・ＮＨＫスペシャル　世界遺産　富士山　水めぐる神秘

　（日本語版・英語版）（２０１３年）

・土曜ドラマ　芙蓉の人　～富士山頂の妻～（第一～三回）

　（２０１４年）

・ＢＳ１スペシャル　女たちのシベリア抑留（２０１４年）

・ドラマ１０　美女と男子（第１～４回）（２０１５年）

・金曜時代劇　物書同心　いねむり紋蔵（最終話）（１９９８年）

・ドラマ　ふるさとシリーズ　夏の故郷（第三回、最終回）（１９７７年）

・新日本紀行　伊那谷　津軽　宇和海（いずれも１９６４年）

　襟裳（１９６５年）、横浜（１９６８年）

番組上映会サンデーアーカイブス

【お問合せ】映像ミュージアム ： 048-265-2500 

企画展「マジカリアル
～VR・ARが作り出す不思議体験～」

9/16(土）～3/11（日）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＝ミュージアム館内

毎週日曜日 10:00～12:00 無料（要入館料）
申込＝事前予約　場所＝ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｺｰﾅｰ

NHK Eテレで現在放送中の『おじゃる
丸』の世界を、大人も子ども楽しめる
体験型の展覧会。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！

魔法のような力を使う?!　不思議な存在が出現する?!
マジカリアル展はVR（仮想現実）やAR（拡張現実）といった最先端映像技
術を使い、不可能を可能にする不思議な映像作品の展示会。　見て、体

験して、学んで、創造力を拡張させるような驚きが体感できます。

身近な材料を使ってピタゴラ装置を作ろう！
完成したら撮影して公開しよう！

（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。

16日(土)

から

10日(日)

まで

◎科学ものづくり教室「入門！電気工作（第2回）」
10月15日（日） 10：00～11：00    対象 小学4～6年生 定員10人 材料費1,000円

申込方法 科学館ホームページ、または往復はがき

申込締切 9月30日（土）必着 ※内容は第1回と同じです。（詳しくは要問合せ）

(C)TAIYO KIKAKU co.,ltd. /EXPJ ltd.

【日時】平成２９年９月１日（金） ～９月３０日（土）

【時間】９：３０～１７：００

【会場】公開ライブラリーギャラリー内

【日時】平成２９年９月９日（土）

【時間】１４：００～１６：００

【会場】ＳＫＩＰシティ映像ホール(4階）

映像で語り継ぐ

戦後、まだ敗戦の混乱期が続く昭和２２年９月、

日本を襲った「カスリーン」台風。埼玉県では利

根川の決壊で甚大な被害を被りました。今年はカ

スリーン台風襲来からちょうど７０年目にあたり

ます。今回はカスリーン台風をテーマに「映像で

語り継ぐ カスリーン台風」と題し、上映会と講

演を開催します。第一部の映像上映後、第二部で

は国立研究開発法人防災科学技術研究所の飯塚聡

氏をお招きし、お話を伺います。

★パネル展示

「ペット購入トラブル」「飼い主の責任」「ペットの健康」「ペットの保険」

「ペットの災害対策」「人のために働く動物」「外来生物」など、生活の中の

動物をテーマにしたパネル展示を行います。

★キーワードクイズ＆ガラポン抽選会

パネル展示の内容をもとに、キーワードクイズを実施します。

クイズに答えてキーワードを完成させると、ステキな記念品が当たるガラポン

抽選会にチャレンジできます。

★ペットアンケート

犬・猫・ウサギ・鳥・ハムスターなど、いろいろなペットの中から、飼って

みたい動物にシールを貼ってみよう！さて、どの動物が一番になるかな？

★おしゃべりくらっしー＠くらっしーシアター

動物や季節の話題をテーマにクイズを交えながら、楽しくおしゃべり♪

小さいお子様でも楽しめるコンテンツです。

①13：00 ②16：00 ※14：30は通常プログラム

9/17（日）・18（月祝）

くらっしーと○×クイズ大会
くらっしーといっしょに動物に関する

○×クイズに挑戦しよう！

最後まで勝ち残った方には、ステキな

記念品をプレゼント！

時間 ①11：30

②14：00

（約20分）

場所 くらっしーパーク

★☆★ワークショップ★☆★
★9/16（土） 敬老の日クラフト

感謝の気持ちを込めて♥

ポップアップカード

9月18日の敬老の日に向けて、おじいちゃん

おばあちゃんへのプレゼント用に、クローバーの

ポップアップカードを作ろう！

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

※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】平成２９年９月１日（金） ～９月３０日（土）

【時間】９：３０～１７：００

【会場】公開ライブラリーギャラリー内

【日時】平成２９年９月９日（土）

【時間】１４：００～１６：００

【会場】ＳＫＩＰシティ映像ホール(4階）

映像で語り継ぐ

戦後、まだ敗戦の混乱期が続く昭和２２年９月、

日本を襲った「カスリーン」台風。埼玉県では利

根川の決壊で甚大な被害を被りました。今年はカ

スリーン台風襲来からちょうど７０年目にあたり

ます。今回はカスリーン台風をテーマに「映像で

語り継ぐ カスリーン台風」と題し、上映会と講

演を開催します。第一部の映像上映後、第二部で

は国立研究開発法人防災科学技術研究所の飯塚聡

氏をお招きし、お話を伺います。

【日時】平成２９年９月１日（金） ～９月３０日（土）

【時間】９：３０～１７：００

【会場】公開ライブラリーギャラリー内

【日時】平成２９年９月９日（土）

【時間】１４：００～１６：００

【会場】ＳＫＩＰシティ映像ホール(4階）

映像で語り継ぐ

戦後、まだ敗戦の混乱期が続く昭和２２年９月、日本

を襲った「カスリーン」台風。埼玉県では利根川の決壊

で甚大な被害を被りました。今年はカスリーン台風襲

来からちょうど７０年目にあたります。今回はカスリー

ン台風をテーマに「映像で語り継ぐ カスリーン台風」

と題し、上映会と講演を開催します。第一部の映像

上映後、第二部では国立研究開発法人防災科学技

術研究所の飯塚聡氏をお招きし、お話を伺います。

今回のテーマは「草軽電鉄と碓氷峠」です。１９５１

年、高峰秀子さん主演の映画「カルメン故郷に帰

る」でも登場した「草軽電気鉄道」。軽井沢と草津を

結ぶ軽便鉄道で昭和３７年に廃線となりました。碓

氷峠は群馬県・長野県の県境にある峠で、長野新

幹線開通まで信越線が運行していました。「峠の釜

めし」「眼鏡橋」などで知られています。今回は今で

は見ることのできない「廃線」となった路線をテーマ

に展示しています。これらの写真は公開ライブラ

リーでも見る事ができます。是非公開ライブラリー

でもご覧ください。

新軽井沢駅に

停車中の草軽電鉄
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根川の決壊で甚大な被害を被りました。今年はカ

スリーン台風襲来からちょうど７０年目にあたり

ます。今回はカスリーン台風をテーマに「映像で

語り継ぐ カスリーン台風」と題し、上映会と講

演を開催します。第一部の映像上映後、第二部で

は国立研究開発法人防災科学技術研究所の飯塚聡
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上映会と講演

第一部 ： 映像上映

「カスリーン台風50年目の証言 忘れない」

「１９４７、あの日を忘れない」

第二部 ：講 演

講師 飯塚聡氏

事前申込が必要です。

電話：048-260-7777

群馬県と長野県の県境「碓氷峠」を舞

台に、すでに廃線となっている信越線と

草軽電鉄の写真展を開催します。これ

らの写真は公開ライブラリーでも見る事

ができます。是非公開ライブラリーでも

ご覧ください。

新軽井沢駅に

停車中の草軽電鉄



【ガイドツアー】 土曜 10：45～11：15 科学展示室に入場したかた・12人（先着順） 各イベントの詳細については科学館にお問合せください。


