
＊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

3 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

4 月 休館日

5 火

6 水

7 木

8 金

9 土
ウィークエンドシアター

「美女と野獣」
☆ビー玉クルクル 投影

10 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

サイエンスマジック
★音をたのしもう♪
★スリットアニメ 投影

11 月 休館日

12 火

13 水

14 木 投影

15 金

16 土 上映会＆トークショー
☆おだんご
　　　　　ブンブン 投影

17 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

サイエンスマジック
★音をたのしもう♪
★スリットアニメ 投影 冬休みイベント

18 月 休館日

19 火

20 水

21 木 投影

22 金

23 土   ｻﾝﾀｸﾛｰｽの
　びっくりショー

★音をたのしもう♪
★スリットアニメ 投影

24 日
SKIPシティ落語会

「柳家喬太郎」

番組上映会
サンデーアーカイブス

  ｻﾝﾀｸﾛｰｽの
　びっくりショー

★音をたのしもう♪
★スリットアニメ 投影

25 月 休館日

26 火 ☆ソーマトロープ 投影 冬休みイベント

27 水 ★音をたのしもう♪
★スリットアニメ 投影

28 木 ☆ソーマトロープ 投影

29 金

30 土

31 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

おしゃべり
くらっしー

　
休館日 29日(金)～1月3日（水）まで

（年末年始）

年末年始休館日
1/3（水）まで

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

企画展
マジカリアル展

企画展
マジカリアル展

年末年始休館
（1/4開館）

休館日

ミニシアター上映

休館日

ミニシアター上映

年末年始休館日
1/3（水）まで

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

臨時休館日（設備点検）

休館日

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

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ

 EVENT CALENDAR

2017.12

12 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

休館日 2日(土)～8日（金）
（電気設備点検および

特別整理期間）

休館日

休館日

休館日

12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 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

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

おしゃべり
くらっしー

冬休みイベント
くらっしーと学ぶ！
お金のい・ろ・は

おしゃべり
くらっしー

約13分

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

ワークショップ

サンタくらっしー

ワークショップ

こども消費者体教室

みんなに

プレゼントが

あるよ！

ミニ写真展「さいたま冬の風景」

１２月 １日（金）から

１２月２４日（日）まで

ミニ写真展「さいたま冬の風景」

１２月 １日（金）から

１２月２８日（木）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

19日～24日

クリスマス

イベント

映像制作

教室

アニメ 制作

教室

17日（日）

HADO

SHOOT

親子大会

冬番組

スペース

フロンティア

投影開始

特別展「ミカタで変わる?!

錯視の世界」

12/9（土）～2/12（祝）

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

星空リラク

ゼーション

「錯視おもちゃ

をつくろう♪」

23日・24日、

26日～28日



★映像ホール

■

★９日(土) 『美女と野獣（日本語吹替版）』　①１０：３０／②１４：００ （各回３０分前に開場）

『ハリー・ポッター』のエマ・ワトソンを主演に迎え、不朽のアニメーションをディズニー自身が完全実写映画化。 2017年／アメリカ／130分

★２４日(日) SKIPシティ落語会＆ウィークエンドシアター 柳家喬太郎スペシャル

12：30～ 映画上映『スプリング、ハズ、カム』（2015年／102分）／14：30～ 柳家喬太郎 落語会

■ 上映会と講演

★ １６日（土） 「秩父の民俗　安産祈願から帯解きまで」 １４：００～１６：００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

●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】

  テーマ ①②「音をたのしもう♪」 ③「動かせ！スリットアニメ」 　材料費 各200円

  各20人（先着順）　※小学2年生以下は保護者同伴 投影延長「眠れない夜の月」

【わくわくワーク】 9・16日（土） 14：30、16：00 　9・16日（土）、10・17日（日） 15：00

　26日（火）・28日（木）13：00、14：30、16：00　各50人 ※未就学児は保護者同伴 【キッズアワー】　テーマ「クリスマス」

【うきうき探検】 9・16日（土） 10：30、15：10 ※カードがなくなり次第、受付終了  日・祝日（3・31日除く）10：30　26日(火)～28日(木) 12：00

 【特別投影】  星空リラクゼーション　「クリスマスの星空と冬の星雲」 

　23日（祝）・24日（日） 15：30～16：20

　BGM… アルバム『ｽｰﾊﾟｰｽﾀｰ・ｸﾘｽﾏｽ』より「ﾊｯﾋﾟｰ・ｸﾘｽﾏｽ」、 「ﾗｽﾄ・ｸﾘｽﾏｽ」他

 9日（土）・23日（祝） 受付 17：30～18：00　公開 18：00～19：00　

　主な観測対象　9日…すばる（M45）、23日…月　※くもり・雨・強風の場合は中止

クリスマスイベント
 （12/19～12/24開催）

企画展「マジカリアル
～VR・ARが作り出す不思議体験～」

※2018年 3/11（日）迄開催

HADO SHOOT!
親子大会
12/17(日)

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）
※12/23・12/30はお休みです。

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）
※12/31はお休みです。

申込＝事前予約　場所＝ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｺｰﾅｰ●空飛ぶ魔法のじゅうたん
クリスマスモードになります！
サンタになって空を飛ぼう！！

●かくれスキッピーを探そう！
館内のかくれスキッピーを全部見つけると

プレゼントがもらえるよ！

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。

親子で協力してモンス

ターをたおそう!!

先着20組/9：30～受付
で整理券を配布/参加
者全員に記念品あり

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。

彩の国ビジュアルプラザ

ＳＫＩＰシティ12月 イベント情報

＊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。

番組上映会13:30～15:00頃（下記番組）

復活！プリンプリン物語（2017年）～伝説の人形劇“ここがスゴイ！”～　他

福岡発地域ドラマ（2011年）見知らぬわが町
おしゃれ工房（2005年）手作りクラフトで楽しむクリスマス　粘土でほのぼの雪だるま　他

アニメ　おじゃる丸スペシャル（2012年）銀河がマロを呼んでいる　～ふたりのねがい星～　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

【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）

HP：http://www.skipcity.jp

埼玉県のおすすめ番組 NHKの新着番組
１．復原　旧大澤家住宅
２．“祭”りを支える芸と技　―秩父夜祭―

３．職人　その技　～俵・畳づくり～

４．未来のナイチンゲールを夢見て

５．人々を襲った死の伝染病　コレラ

６．自分らしさを発揮して！

７．さようなら　松前線

８．ニホンザル母の愛　―モズの子育て日記―

９．分ける

１０．東大寺大仏殿　昭和大修理　＜第一部＞

・ドキュメント72時間「名古屋 聖なる夜の忘れ物」（2015）

・クリスマスドラマ「天使とジャンプ 全２話」（2013）

・ＮＨＫスペシャル「高松宮日記の昭和史」（1996）

・【発掘番組】赤ひげ「第三十二回、第三十六回」（1973）

・その時歴史が動いた「南方熊楠・自然保護」（2004）

・新３か月トピック英会話「チェリッシュのハワイ」（2007）

・きかんしゃトーマス「ヘンリーとヒロ」ほか（2013～14）

・ドラマ10「美女と男子」第15～最終回（2015）

・ドラマスペシャル「匂いガラス」（1986）               ほか

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）

　14・21日(木) 15：30　　　26日(火)～28日(木) 13：30、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

★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（3・31日除く） 13：40、15：10

【どきどきサイエンス】 日・祝日（3・31日除く）、27日（水） ①11：30 ②14：30 ③16：00

★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

冬番組「スペースフロンティア」 9日（土）から開始！

　9・16日（土）、日・祝日（3・31日除く） 12：00、13：30

14：00～14：45 映像上映「秩父の通過儀礼　―安産祈願から帯解きまで―」／14：55～16：00 講演　講師：西村敏也氏（武蔵大学講師）

【お問合せ】 映像ホール ： 048-265-2591

ウィークエンドシアター １２月上映

大人(高校生以上)：800円／子供(３歳以上)：500円

大人(高校生以上)：3,000円／子供(小学生以上)：1,600円

※未就学児のご入場はお断りいたします

【申込み / お問合せ】 048-260-7777

1980年前後に制作された埼玉県企画短編映画「秩父の通過儀礼」。このシ

リーズの中から人間の誕生から７歳児が迎える「帯解き」までにスポットを当て

た「安産祈願から帯解きまで」をテーマに、上映会と講演を開催します。

【日時】平成２９年１２月１６日（土）

【講師】西村敏也氏（武蔵大学）

【時間】１４：００～１６：００

【会場】ＳＫＩＰシティ映像ホール(4階）
「映像より」

かわいいくらっしーサンタがみんなをおもてなし！

集まってくれたお子様にはプレゼントがあるよ☆

①12：40～②14：10～（各回約15分）

12/24（日）

サンタくらっしーといっしょ！

12/16（土）～1/8（月・祝）
12/18、12/25、12/29～1/3は、休館日

9：30～17：00 入館は16：30まで

✭パネル展示＆DVD上映

✭お金クイズに挑戦＆ガラポン抽選会
「お金」について展示やクイズで楽しく学ぼう！

クイズにたくさん正解すると、ステキな記念品がも

らえるガラポン抽選会に参加できるよ♪

冬休みイベント

くらっしーと学ぶ！お金のい・ろ・は
～大切なおカネのこと、どのくらい知っているかな？～ 12/16（土）

まつぼっくりの

ミニミニツリー
・①11：00②14：00

（所要時間約40分）

・実習室

・小学生以下のお子様

・各回20名

・参加無料

※要整理券、9：30より

配布

12/27（水）

オリジナルポチ袋
・①10：30～12：00

②14：00～15：30
（時間内自由参加、受付は

終了時間15分前まで）

・実習室

・子どもから大人まで

・材料がなくなり次第

終了

・参加無料

1/7（日）

開運！？

起き上がりだるま
・①11：00②14：00

（所要時間約50分）

・実習室

・小学生以下のお子様

・各回20名

・参加無料

※要整理券、9：30より

配布

✭☆✭冬のワークショップ★☆✭

12/23（土・祝）
『紙コップで作る

カラフルモザイクキャンドル』

・時 間：13：30～15：30

（所要時間約2時間）

・場 所：実習室

・講 師：当館職員

・対 象：小学生（2年生以下は

保護者同伴）

・定 員：20名（事前申込）

・参加費：無料

※参加ご希望の方は、

12/1 9：30～お電話または、

彩の国くらしプラザ受付にて

直接お申し込みください。

こども消費者体験教室

あなたの脳はだまされる？！長い？短い？大きさは？形や色など、比べてみても
やっぱり不思議な目の錯覚。そんな錯視の世界を体験できる展示物が大集合！
◎ワークショップ「錯視おもちゃをつくろう♪」

23日（祝）・24日（日） 10：00、11：00、13：00
26日（火）～28日（木） 10：00、13：30、15：30
各20人（先着順） 所要時間30分 参加方法…当日9：30～科学展示室で整理券配布
※小学2年生以下は保護者同伴

【特別展】「ミカタで変わる?! 錯視の世界」 12/9（土）～2/12（祝）


