
＊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

2 火

3 水

4 木
  ◎錯視おもちゃ
           をつくろう

☆ソーマトロープ 投影

5 金
  ◎錯視おもちゃ
           をつくろう

★ミカンのちから
★スリットアニメ

投影

6 土
  ◎錯視おもちゃ
           をつくろう

☆ソーマトロープ 投影

7 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

  新春ｻｲｴﾝｽｼｮｰ
  ◎錯視おもちゃ

★ミカンのちから
★スリットアニメ

投影

8 月 ミニシアター上映
  新春ｻｲｴﾝｽｼｮｰ
  ◎錯視おもちゃ

★ミカンのちから
★スリットアニメ 投影

9 火 休館日

10 水

11 木 投影

12 金

13 土
  ◎錯視おもちゃ
           をつくろう

☆電気クラゲ 投影

14 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

  空気であそぼう
  ◎錯視おもちゃ

★ミカンのちから
★スリットアニメ 投影

15 月 休館日

16 火

17 水

18 木 投影

19 金

20 土
  ◎錯視おもちゃ
           をつくろう

☆花びら
　　　　パラシュート 投影

21 日
ウィークエンドシアター

「ラ・ラ・ランド」

番組上映会
サンデーアーカイブス

  ◎錯視おもちゃ
           をつくろう

★ミカンのちから
★スリットアニメ

投影

22 月 休館日

23 火

24 水

25 木 投影

26 金

27 土
  ◎錯視おもちゃ
           をつくろう

☆ソーマトロープ 投影

28 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

  虫のセカイ
  ◎錯視おもちゃ

★ミカンのちから
★スリットアニメ

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

ミニシアター上映

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
※団体貸切の

場合あり

休館日 休館日 休館日

企画展
マジカリアル展

ミニシアター上映
休館日（館内整理日）

休館日 休館日 休館日

企画展
マジカリアル展 ミニシアター上映

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
※団体貸切の

場合あり

企画展
マジカリアル展

年末年始
休館日

年末年始休館日

年末年始休館日 ～3日（水）
年末年始休館日

1/3（水）まで

企画展
マジカリアル展 ミニシアター上映

冬休みイベント
おしゃべり
くらっしー

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

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 休館日 休館日

企画展
マジカリアル展 ミニシアター上映

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
※団体貸切の

場合あり

休館日 休館日 休館日

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ

 EVENT CALENDAR 1 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

1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

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

アニメ 制作教室

写真展「荒川上流 冬の風景」

１月 ４日（木）から

１月３１日（水）まで 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

◎講演会

「錯覚から学ぶ

『見る』ことの

ふしぎ」

◎VR作品

「CHILDHOOD」

体験会

ワークショップ

エコキッズ工作

特別展「ミカタで変わる?!

錯視の世界」

2/12まで

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

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



★映像ホール

■

★２１日(日) 『ラ・ラ・ランド』　１４：００ （開場１３：３０）

2016年／アメリカ／128分／デジタル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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　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（1・21日除く） 13：40、15：10　約30分

【どきどきサイエンス】 5日（金）、日曜・祝日（1日除く）

                           ①11：30 ②14：30（21日除く） ③16：00　約30分

 　テーマ ①②「ミカンのちから」材料費 100円、③「動かせ! スリットアニメ」材料費 200円

 　各20人（先着順）　※小学2年生以下は保護者同伴

【わくわくワーク】 4日（木）、土曜 13：00（4・6日のみ）、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 ※カードがなくなり次第、受付終了

　木曜（4日除く） 15：30　　4日(木)・5日(金)  13：30、15：00　 ★天文台　【夜間観測会】　※中学生以下は保護者同伴　※天候不良時は中止

投影延長「眠れない夜の月」　土曜・日曜・祝日（1日除く） 15：00 　 13日（土）・27日（土） 受付 17：30～18：00 公開 18：00～19：00　無料・先着50人

【キッズアワー】 日曜・祝日（1日除く） 10：30　　4日(木)・5日(金)　12：00 　主な観測対象　13日…オリオン大星雲（M42）、27日…月

★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」　土曜・日曜・祝日（1日除く） 12：00、13：30

ＮＨＫスペシャル（1996年）秘録　高松宮日記の昭和史 他

ふるさとの伝承（1999年）歳神さまがやってくる　～正月と日本人～　他 

プロフェッショナル　仕事の流儀（2012年） 楽しむ心が、道を拓（ひら）く　駅弁販売　三浦由紀江　他　

ＮＨＫ紅白歌合戦（1985年）第３６回　（前）  他

★科学展示室  9：30～17：00　（入館は16：30まで）

【お問合せ】 映像ホール ： 048-265-2591

ウィークエンドシアター １月上映

１．中山道をゆく
２．成人式を生んだまち　蕨市
３．笑いを届けて50年　大滝村
４．関東創世記＜アース・オデッセイの冒険＞
５．甦った槻川
６．お正月だよ　川口七福神めぐり
７．明治前期戸田橋に命をかけた男がいた　戸田橋物語
８．サシバ　海を渡るタカ
９．深海3572ｍに生きる　室戸沖南海トラフ4年間の記録
１０．廣重（HIROSHIGE）

・正月時代劇「四千万歩の男～伊能忠敬～」（2001）

・音楽ドキュメント“涙の書”（2013）
・銀河テレビ小説「家族日記」第一～五回（1979）
・赤ひげ「第四十七回　ひぐらし」（1973）
・きかんしゃトーマス４本（2014）
・木曜時代劇「銀二貫」第七回～最終回（2014）
・チェリッシュのハワイ旅行英会話（2007）
・新日本紀行「越前福井」（1966）              など

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）

昨年度のアカデミー賞で、監督賞・主演女優賞はじめ6部門を受賞した、

観るものすべてが恋に落ちる、極上のミュージカル・エンターテイメント！

監督・脚本：デイミアン・チャゼル／出演：ライアン・ゴズリング、エマ・ストーン、ジョン・レジェンド、J・K・シモンズ

埼玉県のおすすめ番組 NHKの新着番組

彩の国ビジュアルプラザ

ＳＫＩＰシティ1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）

HP：http://www.skipcity.jp

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

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企画展『マジカリアル』

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。

ワークショップ
1/20(土）13：30～

3Dゲーム制作ワーク
ショップ「バーチャルな

街を作ろう！歩こ
う！」　　詳しくはＨＰを

ご参照ください。

大人(高校生以上)：800円／子供(３歳以上)：500円

夢を叶えたい人々が集まる街、ロサンゼルス。女優のたまご・ミアは、ある日場末の店で、

売れないジャズピアニスト・セブの演奏に魅せられる。やがて二人は恋におち、互いの夢を応援し合う。

しかし、セブが止む無く入ったバンドが成功したことから、二人の心はすれ違いはじめる……。

川口市立科学館×
SKIPシティ映像ミュー
ジアムスタンプラリー
２/１２（月・祝）まで

２つの館のスタンプを
集めて、素敵なグッズ

をもらおう！！

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。

© 2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved. Photo credit: EW0001: Sebastian (Ryan Gosling) and Mia 

(Emma Stone) in LA LA LAND. Photo courtesy of Lionsgate.

今回のテーマは荒川上流秩父地方で拾った

「雪と氷の風景」です。全長１７３キロ、甲武

信岳に源を発する荒川は「母なる川」として

親しまれています。四季折々、豊かな自然

の美しい景観は人々を魅了してやみません。

これらの写真は、視聴端末でも見る事がで

きます。展示作品以外にも魅力的な写真が

数多く公開されています。是非ご覧ください。

「雪の日」

協力：「荒川を撮る会」

【特別展】「ミカタで変わる?! 錯視の世界」 開催期間 2/12まで

◎講演会「錯覚から学ぶ『見る』ことのふしぎ」
講師 杉原 厚吉氏 （明治大学先端数理科学インスティテュート・特任教授）
21日（日） 13：00 ～ 14：00

◎ワークショップ「錯視おもちゃをつくろう♪」
4日（木）・5日（金）、土曜日 10：00、13：30、15：30
日曜・祝日（1・21日除く） 10：00、11：00、13：00
21日（日） 10：00、11：00、15：10        所要時間30分
各20人（先着順） 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

◎SKIPシティ映像ミュージアム企画展「マジカリアル」関連ワークショップ
VR作品「CHILDHOOD」体験会
27日（土） 11：00 ～ 13：00
20組（先着順） 対象 13歳以上 参加方法 当日9：30～科学展示室で整理券配布

1/4（木）～1/8（月・祝）
1/1～1/3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♪

★お金をかけずに楽しむお正月
福笑いやコマ、羽根つき、けん玉などの手作りおもちゃで遊んでみよ

う。作り方の紹介もあるよ！

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？～

☆★ワークショップ★☆

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

先着順配布

（1人1枚限り）

2/17（土）
森永乳業 M'sKitchen

『みんなで楽しく！

おやつメニュー』

・時 間：10：30～12：00

・場 所：実習室

・対 象：小学生（2年生以下は

保護者同伴）

・定 員：20名（事前申込、先着順）

・参加費：200円（材料代）

※参加ご希望の方は、

1/14（日） 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込

ください。

※一度に申し込める人数は

２名までです。

こどもクッキング

「紙コマ作り」 1/5（金）、1/6（土） 10：30～11：30

・くらっしーパーク ・小学生以下のお子様 ・時間内自由参加 ・無料

※材料がなくなり次第終了

☆★エコキッズ工作★☆

1/28（日）

お弁当パックのふたが大変身！

きらきらステンドグラス風

コースター

・①11：00 ②14：00

（所要時間約40分）

・実習室

・小学生以下のお子様

・各回20名

・参加費無料

※要整理券、9：30より

先着順配布

（1人1枚限り）


