
＊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 木 ミニシアター上映 投影

2 金 ミニシアター休止日

3 土 ミニシアター上映
◎ﾍﾟｰﾊﾟｰｸﾗﾌﾄで
　車両をつくろう

★まぼろし箱 投影

4 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

空気であそぼう！ ★まぼろし箱 投影

5 月 休館日

6 火

7 水

8 木 投影

9 金

10 土 投影

11 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

★まぼろし箱 投影

12 月 休館日

13 火 ゲーム展３ ミニシアター上映

14 水 ★無料開館
無料上映会

「ピーターラビット」

キッズスペシャル＆
埼玉特集番組上映会

15 木 投影

16 金

17 土 ◎巨大シャボン玉 投影

18 日 キッズスペシャル
上映会

★キャンドルを
　 つくろう 投影

19 月 休館日

20 火

21 水

22 木 投影

23 金 ★キャンドルを
　 つくろう 投影

24 土 上映会＆講演 投影

25 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

★キャンドルを
　 つくろう 投影

26 月 休館日

27 火

28 水

29 木 休止

30 金

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

 川口市立高校先回り

 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11分

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

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

休館日 休館日 休館日

ミニシアター上映

ミニシアター上映

ミニシアター上映

ミニシアター上映

休館日

ゲーム展３

ゲーム展３

ゲーム展３

ゲーム展３

常設展示
＆

DVD放映

常設展示
＆

DVD放映

休館日

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

休館日

県民の日イベント
おしゃべり
くらっしー

休館日

休館日

常設展示
＆

DVD放映

おしゃべり
くらっしー

県民の日イベント

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

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

休館日（館内整理日）

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

川口市立
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

11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

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ

 EVENT CALENDAR 2018 11 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

ワークショップ

ちょこっと工作

サイエンスまつり
～子どもから大人まで科学を楽しもう！～

3日（土･祝）～30日（金）

県民の日

無料公開

投影
（要観覧券）

特別

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ
◎わくわく屋台村

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

観測会

☆色いろゴマ

/グニャグニャゴマ

☆ペーパークロマト

/ﾎﾟｷﾎﾟｷﾛﾎﾞｯﾄｱｰﾑ

☆ふしぎなしおり

/とちの実ｽﾄﾗｯﾌﾟ

シャボン玉大実験

◎ﾛﾎﾞﾋﾞﾝｺﾞSPに挑戦!

シャボン玉大実験

水ってなあに？

◎アニメ製作体験

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

◎巨大シャボン玉

/ﾛﾎﾞﾋﾞﾝｺﾞSPに挑戦!

バババン爆発実験

◎ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾎﾞｰﾄ

◎巨大シャボン玉

/ﾛﾎﾞﾋﾞﾝｺﾞSPに挑戦!

写真展

『埼玉のダム』

12：00-17：00まで (どーもくんシアター)

「キッズスペシャル上映会」
10：00-17：00頃まで (ミニシアター)

「埼玉特集 上映会」

10：00～17：00まで

(どーもくんシアター)

ピタゴラ装置

ピタゴラ装置

ピタゴラ装置

くるくるアニメ

ピタゴラ装置

くるくるアニメ

くるくるアニメ



★映像ホール
■

■ 上映会とトークショー
★ 24日（土） 「映像で辿る 日本画家・小村雪岱」 １４：００～１６：００

１４：００～１５：００　映像上映　「日本画・洋画 美術散歩」（1992年）／「日本の心を描く ～小村雪岱～」（1983年）

１５：１０～１６：００　トークショー　ゲスト：大越久子氏 （埼玉県立近代美術館）

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）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4日

  NHKの番組ＨＰ：http://www.nhk.or.jp/archives/library/ 11日
　埼玉県のＨＰ：http://www.eizou.pref.saitama.lg.jp/ 18日

25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】

ピタゴラ装置を作ろう！～小学生・映像制作教室～ かさでくるくるアニメーション！～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

　　　　番組・映像　公開ライブラリー　（無料）

【申込み / お問合せ】 048-260-7777

毎週日曜日 10:00～12:00　/　材料費100円（+要入館料）
申込＝事前予約　場所＝ミュージアム館内

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。

お絵描きした傘をくるくる回してアニメーションを作ろ
う！保護者の方にも一緒にご参加いただきます。

（全学年対象）
※申込方法はﾐｭｰｼﾞｱﾑHPをご覧下さい。

ピーターは仲間に囲まれビアという大親友もいる幸せなウサギ。ところがある日、都会から動物嫌いのマクレガーが隣に引っ越してきたことで、
ピーターの生活は一変！追い払おうとするマクレガーとの争いはエスカレートし、さらにビアへの恋心も絡まって思わぬ大事件に発展！

【事前申込】（各回先着200名／オンラインまたはFAXなどで受付）　／　【当日申込】（各回先着100名／各回開場時間より受付）

【お問合せ】公開ライブラリー：048-268-8000

彩の国ビジュアルプラザ

ＳＫＩＰシティ11月 イベント情報

HP：http://www.skipcity.jp

企画展 【あそぶ！ゲーム展 ステージ３：
デジタルゲーム ミレニアム】　（10/6～4/7開催）

デジタルゲームの進化の歴史をたどる展覧会
「あそぶ！ゲーム展」。

今回のステージ3は1991年から2001年までのデジタル
ゲームを紹介します。実際にプレイも可能です。

★ 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) 【お問合せ】映像ミュージアム ： 048-265-2500


【お問合せ】 映像ホール ： 048-265-2591
県民の日 無料映画鑑賞会 11月14日（水）　『ピーターラビット（吹替版）』　①１０：３０／②１４：００ （各回30分前に開場）

川口市立科学館　ｻｲｴﾝｽﾜｰﾙﾄﾞ

埼玉県のおすすめ番組
横瀬の里の人形芝居

蔵造りの家並とともに

万葉の心　―鹿卜―

危機に直面する埼玉県の野生生物

先生は元Jリーガー

考えてみませんか　さいたまの水

天才絵師・河鍋暁斎～幕末に生まれし画鬼～

映像評伝  朝永振一郎

新材料の世界  複合材料からインテリジェント材料へ

シャンヘンレーオ  よくみえます！ 中間報告プライマリーアイケア

NHKの新着番組
・連続テレビ小説「ごちそうさん」総集編（'13・'14）

・祝60歳　きょうの料理　伝説60（'17）

・【生誕100年関連】ちひろが残してくれたもの～

   いわさきちひろ没後30年・21世紀へのﾒｯｾｰｼﾞ（'04）

・海外取材特別番組「明治百年　黒船建造」（'68）

・ＮＨＫｽﾍﾟｼｬﾙ「納棺師が描いた東日本大震災」（'12）

・ドキュメント72時間「真夜中の大衆食堂」（'14）

・【発掘番組】現代人間模様「第33話 行商人(前)」

（'60）

・連続ドラマ「ロッカーのハナコさん」第9～16回（'02）

・きかんしゃトーマス　２本（'16）　　　　　　　　ほか

ＮＨＫスペシャル（2014年）　神秘の球体　マリモ　～北海道　阿寒湖の奇跡～　他

笑いがいちばん（1998年）　ナポレオンズ　他

仕事ハッケン伝（2011年） 村井美樹×鉄道会社 他

　【お問合せ】　048-262-8431　 ＨＰ http://www.kawaguchi.science.museum

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/

キッズスペシャル上映会！※10:00～17:00

魅力いっぱい◇彩の国

～埼玉のいろいろ自慢～
11月10（土）～14（水） 11月12日（月）は休館日

9：30～17：00 入館は16:30まで

パネル展示で、埼玉県の

魅力をたくさんご紹介します。

展示内容をベースとした

クイズ＆スタンプラリー！

たくさん正解した方には、

ステキな記念品をプレゼント

します。

11/11（日）ワークショップ

なかよし♥どんぐり家族

時 間：①11：00 ②14：00 （各回約40分）

場 所：実習室

参加費：無料

定 員：各回20名（要整理券）

※整理券は9：30より先着順で配布します。

（お１人様１枚限り）

11月24（土）～25（日）

9：30～16：00 参加カード配布は15：00まで

年に一度の大感謝祭！

お祭りカードを上手に使って楽しく遊んじゃおう。

楽しく遊ぼう！わくわくゾーン
大人気のストラックアウト、射的、輪投げ、

フリースローにお魚釣りゲームなど。

小さい子も遊べる楽しいゲームが盛りだくさん！

作って食べよう！パクパクゾーン
お祭りの定番、わたがし、ポップコーンのほか

甘くて美味しいねりあめせんべいもあるよ。

楽しく作って、美味しく食べよう！（各日500食限定）

★ 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（3日除く） 13：40、15：10 約30分

【わくわくワーク】 土曜（3日除く） 13：00、14：30、16：00 各50人 約20分

※未就学児は保護者同伴

【どきどきサイエンス】 日曜・祝日 ①11：30 ②14：30（3・23日除く） ③16：00
各20人（先着順） 約30分 ※要材料費 ※小学2年生以下は保護者同伴

【うきうき探検】 土曜（3日除く） 10：30、15：10 ※カードがなくなり次第終了

★ 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

【夜間観測会】 10日（土）・24日（土） 受付17：30～18：00 公開18：00～19：00

主な観測対象 10日…二重星 24日…アンドロメダ銀河（M31） 定員50人（先着順）

※中学生以下は保護者同伴 ※くもり・雨・強風時は中止

★

天

文

台
【ガイドツアー】 太陽観測を中心に3つの天文台を案内 ※雨・強風の場合は中止

土曜日 10：45～11：15 対象・定員 科学展示室に入場したかた・12人(先着順)

「ノーマン・ザ・スノーマン」 土曜・日曜・祝日 12：00、13：30 木曜（29日除く） 15：30

「HAYABUSA2」 土曜・日曜・祝日 15：00

【キッズアワー】 11月・12月のテーマ「クリスマス」 日曜・祝日 10：30

サイエンスまつり ～子どもから大人まで科学を楽しもう！～ 【3日～30日】

県民の日 無料公開 14日（水）
◎科学展示室 9：30～17：00
わくわく屋台村（いろいろなものづくり体験） 10：00 ～16：00
◎プラネタリウム（要無料観覧券）
開始時刻 ①10：30 ②11：40 ③12：50 ④14：00 ⑤15：10 各回約30分
①③⑤･･･2018年春番組「レッツ！スターウォッチング」のみ ②④･･･星空の生解説のみ
※観覧券は①②は9：30から、③④⑤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 13：00～14：00 所要時間20分 ※雨・強風の場合は中止

●JR川口駅協力特別わくわくワーク「ペーパークラフトで車両をつくろう｣
3日(土・祝) ①10：30、②13：00、③14：30 約20分 ※未就学児は保護者同伴

●体験「巨大シャボン玉に入ろう」 土曜（3日除く） 13：00～13：20
●「ロボビンゴSPに挑戦！」 10日(土)、18日(日)、24日(土) 10：00～12.：00

※キャリアロボット持込のかた もしくは小学3年生以上
●ものづくり「プロペラボート～空気の力ですべりだせ！～」

23日（金・祝） ①10：00 ②13：00 ③14：30 各回10組（先着順） 約45分 ※要材料費
※小学生以上と保護者（小学4年生以上は子どものみの参加も可）

●体験「動かない絵を動かしてみよう！アニメ製作体験」
25日（日） 10：00～12：00 5人 ※小学3年生以上（小学4年生以下は保護者同伴）

参加カードは

中学生以下の

お子様を対象に

配布します。

写真展 「埼玉のダム」

今月は『埼玉のダム』の写真展です。

川の多い埼玉県には複数のダムがあり、“洪水調

節”“利水”“発電”など私たちの生活に大切な役割を

果たしています。また、最近は「ダムカード集め」でダ

ムを訪れる人も増えているようです。

今回は迫力ある巨大な建造物や放水の様子などを

ピックアップ致しました。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。

期間：１１月１日～１１月３０日

会場：公開ライブラリーギャラリー内

完成後初めて

上部フリゲートから放水する二瀬ダム

玉淀ダム


