
＊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 ☆バランスちょうちょ 投影

2 日
 　SSS～Snow Science Show～/

 　◎防犯ボックス
★電気回路のはなし
/羊毛フェルト化大作戦 投影

3 月 休館日

4 火

5 水

6 木 投影

7 金

8 土 ☆UVチェックストラップ 投影

9 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

 　SSS～Snow Science Show～/

 　◎防犯ボックス
★電気回路のはなし
/羊毛フェルト化大作戦 投影

10 月 休館日

11 火   じしゃくでドーン‼
★羊毛フェルト化大作戦
/電気回路のはなし 投影

12 水

13 木 投影

14 金

15 土
ウィークエンドシアター

「長いお別れ」
☆アメンボ 投影

16 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

    バランスのふしぎ
★羊毛フェルト化大作戦
/電気回路のはなし 投影

17 月 休館日

18 火

19 水

20 木 投影

21 金

22 土 ☆浮沈子 投影

23 日 番組上映会
サンデーアーカイブス

静電気であそぼう/◎いきいき

サイエンス/◇化石発掘体験
★羊毛フェルト化大作戦 投影

24 月 ミニシアター上映会
静電気であそぼう/
◎いきいきサイエンス

★羊毛フェルト化大作戦 投影

25 火 休館日

26 水

27 木 投影

28 金

29 土 ☆くるくるスノードーム 投影

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

休館日

休館日

休館日

休館日

　　　　　　　　休館日（館内整理日）

ミニシアター上映会

休館日

パネル展示
＆

DVD放映
常設展示

シアター上映

休館日

パネル展示
＆

DVD放映

常設展示
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

048-261-0993

天文台 イベントゾーン

映画のはじまり
ワンダーランド

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

約13分
川口市立

高校
(下車後徒歩5分)

展示フロア/
シアター

プラネタ
リウム

公開ライブラリー シアターラウンジ
ｻｲｴﾝｽｼｮｰ/
◎特別ｲﾍﾞﾝﾄ

◇にこにこ実験

イベントカレンダー

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
彩の国くらしプラザ

（生活科学センター）

 ＳＫＩＰシティ

 EVENT CALENDAR 2020.2 2 月

ミニシアター上映会

ミニシアター上映会

ミニシアター上映会

2月

日 曜 映像ミュージアム 映像ホール

アニメ上映会

映画のはじまり
ワンダーランド

映画のはじまり
ワンダーランド

映画のはじまり
ワンダーランド

048-268-8000 048-262-8431

休館日

休館日

休館日

休館日

　ＪＲ京浜東北線

　　　川口駅 川口駅東口

休館日

パネル展示
＆

DVD放映

常設展示
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

★17周年
イベント★

おしゃべり
くらっしー

休館日

パネル展示
＆

DVD放映

常設展示
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

2月1日

レッツゴーヤング上映会

2月2日

歌謡ポップス番組上映会

どーもくんシアター

２月２４日

皇室関連上映会

どーもくんシアター

写真展

『SKIPシティが

できるまで』

2月1日～29日

ＢＳ８Ｋ

ｽｰﾊﾟｰﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ放送中

シアターラウンジにて

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｱﾗｶﾙﾄ

ピタゴラ装置

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｱﾗｶﾙﾄ

ピタゴラ装置

ピタゴラ装置

ピタゴラ装置

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｱﾗｶﾙﾄ

ピタゴラ装置

ピタゴラ装置

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｱﾗｶﾙﾄ

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｱﾗｶﾙﾄ ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

こどもクッキング☆プチ

ワークショップ

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

ちょこっと工作

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会

特別展

「科学捜査展」

16日（日）まで

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会

天文

講演会

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

特設コーナー

「自動運転

のしくみ」

3/22（日）まで



企画展（10/8～4/5開催）  1895年にリュミエール兄弟が

 映画を発明してから125年。

 リュミエール兄弟の映画発明を中

 心に映画の誕生前から1920年

 代のトーキーが登場するまでの

 映画の歩みを紹介します。

★
　2/2（日）映像ミュージアム無料入館　　2/1（土）先着100名のお子様（小学生以下）に入館特典として「コバトンシール」をプレゼント

★映像ホール
■ SKIPシティ ウィークエンドシアター 大人（高校生以上）：1,000円／子供（小学生以上）：700円

★１５日(土) 『長いお別れ』　１４：００　（13：30開場）

ゆっくり記憶を失っていく父との、お別れまでの7年間

　監督：中野量太／原作：中島京子／出演：蒼井優、竹内結子、松原智恵子、山﨑努

2019年／日本／127分

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）　　

2日
  NHKの番組ＨＰ：http://www.nhk.or.jp/archives/library/ 9日
　埼玉県のＨＰ：http://www.eizou.pref.saitama.lg.jp/ 16日

23日

●料金： 科学展示室 一般210円、小中学生100円　プラネタリウム 一般410円、中学生以下210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】

SKIPシティ　17周年イベント　2/1 （土）～2/2（日）お話かざぐるま上映会　県内各地に伝わる民話や昔話を題材にした人形劇の映像を上映。

　①11：00〜11：45　【工作】 マジックンロールを作ろう！《当日先着順》
 ★②13：00〜13：45  【アニメ】 クレイアニメを作ろう！
 ★③15：00〜15：45  【プログラミング】 ビスケットでプログラミング体験

体験時間＝10:00～16:00　/　無料（要入館料）
　《申込不要》 《当日先着順》  場所＝3Fワークショップルーム

※満員の場合はお待ちいただく場合ございます。

土曜日はいろいろな映像体験ワークショップ！！
詳細や予約方法やにつきましてはHPにてご確認下さい。

★のワークショップにご参加いただくには事前予約が必要です。

http://www.skipcity.jp/vm/workshop/

日曜・祝日はピタゴラの日！！
身近な材料でピタゴラ装置を作って撮影しよう！

スマホやデジカメなどの撮影機材を持ってきてね！！

★ 映像ミュージアム　【入館料】大人520円/小中学生260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


HP：http://www.skipcity.jp

古代へのいざない　国宝・金錯銘鉄剣

文人が愛した埼玉とっておきの旅

烈々たる文学魂　～三上於莵吉～

学問と情熱　折口信夫

クマタカ　森の精

ニホンザル・モズ　26年の生涯

病院の子どもたちに生きる喜びを

屋内総合競技場本館　―建設技術記録―

うつわに託す　大西勲のきゅう漆

日本文化シリーズ　小河内の獅子舞

彩の国くらしプラザ(生活科学センター)

　　　　番組・映像　公開ライブラリー　（無料）

彩の国ビジュアルプラザ

ＳＫＩＰシティ2月 イベント情報

課外授業　ようこそ先輩「ひとりひとりの卒業アルバム　写真家　平間至」（2013年）

歴史秘話ヒストリア「熊本城　４００年の愛」（2016年）

　【お問合せ】　048-261-0993　  ＨＰ：http://www.kurashi-plaza.jp/

ＮＨＫアーカイブス「おかあさんといっしょの半世紀」（2015年）

【お問合せ】公開ライブラリー：048-268-8000

埼玉県のおすすめ番組 NHKの新着番組

歌謡ポップス番組上映会

【お問合せ】 映像ホール ： 048-265-2591

【毎週土曜】 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｱﾗｶﾙﾄ 【毎週日曜・祝日】ピタゴラ装置を作ろう！

　父の70歳の誕生日に久しぶりに帰省した娘たちは、母から父が認知症になったことを告げられる。
　日に日に記憶を失う父に戸惑いながらも向き合うことで、姉妹は自分自身を見つめ直していく。

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   

【初登場！】冬のどーもくん（'05）

NHKスペシャル「里海 瀬戸内海」('14)

【発掘番組】 ピアノのおけいこ

　　　'73年度放送分　第１回ほか

オイコノミア「宅配の経済学」（'18）

ドキュメント７２時間

　　「赤羽　おでん屋エレジー」（'15）

きかんしゃトーマス（'18）　　　　　ほか

※イベントは都合により変更、または中止となる場合があります。※イベントは都合により変更、または中止となる場合があります。

【日時】令和２年２月２日（日）

【講演/トークセッション】

山下祐樹 氏（熊谷市教育委員会 主任 学芸員）

【トークセッション】

デービッド・アトキンソン 氏（㈱小西美術工藝社 社長）

【時間】１４：００～１６：００

【会場】ＳＫＩＰシティ映像ホール(4階）

コンテンツ活用講座

2月1日（土） レッツゴーヤング 上映会

2月2日（日） 歌謡ポップス 番組上映会

時間：１０：００～１７：００ 場所：どーもくんシアター

２月1日（土）・2日（日）
9：30～17：00 入館は16：30まで

★パネル展示＆キーワードクイズ
「冬に流行りやすい感染症」「感染症予防対策」「暖かく暮らす工夫」

「冬に多い製品事故」「旬の食べ物」など「冬の暮らし」をテーマとした

パネル展示とキーワードクイズを行います。

クイズに答えてキーワードを完成させた方にはステキな記念品を

プレゼントします！

・場所：くらっしーパーク

・時間 9：30～17：00 ※クイズ受付は16：45まで

★おしゃべりくらっしー＠くらっしーシアター

冬のくらし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♪小さなお子様でも楽しめます！

・時間 ①13：00 ②16：00 （約20分） ※14：30は通常プログラム

★☆★17周年イベント★☆★

冬のくらし
～寒い冬⛄病気やトラブルなく乗り切ろう！～

2/1（土）

きちんと洗えているかな？

手洗いチェック

普段の手洗い方法できちんと

洗えているか、チェックしてみよう！

正しい手洗いの方法も覚えよう！

・時間

①11：00～12：30

②14：00～15：30

※時間内自由参加

受付は各時間帯の

終了時間15分前まで

・場所 実習室

2/15(土) 指人形にもなるよ♪ くらっしーのメモスタンド
整理券不要。小さなお子様でも手軽に参加できるカンタン工作教室！

・時間10：30 ～ 11：30 ・場所くらっしーパーク ・参加費無料 ・時間内自由参加 材料がなくなり次第終了

★☆★ちょこっと工作★☆★

2/24（月 振休）

くるくる♪ロールサンド

こどもクッキング☆プチ

3/8（日）
カンタン！

ソーセージロール＆ソースパイ

★2/9(日)受付開始★

こどもクッキング

・時間 11：30～12：30

・場所 実習室

・対象 満4歳以上の小学校入学前の

お子様とその保護者

・定員 12組（事前申し込み、先着順）

保護者1名につき子ども2名まで可能

・参加費 500円（子供2名は700円）

・申し込み 1/19（日）9：30より受付開始
くらしプラザ受付または電話にてお申込みください。

1度に申し込める人数は1組です。

※食物アレルギーをお待ちの方はご遠慮ください。

・時間 11：00～12：30

・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（事前申し込み、先着順）

・参加費 500円

・申し込み 2/9（日）9：30より受付開始

くらしプラザ受付または電話にてお申込みください。

1度に申し込める人数は2名までです。

※食物アレルギーをお待ちの方はご遠慮ください。

※イベントは都合により変更、または中止となる場合があります。※イベントは都合により変更、または中止となる場合があります。

【サイエンスショー】 日曜・祝日・振休 13：40、15：10 約30分
【わくわくワーク】 土曜 13：00、14：30 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・振休 ①11：30（11・16日のみ）、②13：00、③14：30 
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

【にこにこ実験室】 23日(日・祝） 11：30 約30分 小学3年生～高校生と保護者8組（先着順）

【うきうき探検】 土曜 10：30、15：10 配布時間 20分

★科学展示室 9：30～17：00 （入館は16：30まで）

【夜間観測会】 8日（土）、22日（土） 受付18：00～18：30 公開18：30～19：30

主な観測対象 8日…月・金星 22日…オリオン大星雲（M42）

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

【特別展】「科学捜査展」 16日（日）まで
毎日のように起きてしまう事件・事故…その真相を究明するために日々、科学の力を用い

て捜査をしている多くの人たちがいます。科学館内にある7つの科学捜査チャレンジステージを
体験してみよう！君も科学捜査官だ！
◎毎日イベント開催 科学捜査チャレンジステージを体験して、科学館内に隠されたお宝
をさがしだそう！みごと探し出すことができれば、毎日先着50名のかたに「科学捜査官証メダ
ル」をプレゼントします。※規定数を超えた場合は科学館オリジナルグッズをプレゼント
参加方法 科学館受付で「謎解きシート」を配布（開館中常時参加可）
◎特別ワークショップ「防犯ボックスをつくろう」 犯罪に巻き込まれないためにも、普段から
防犯意識を高めておくことが大切です。磁石によるセンサーを利用した防犯ボックスで大切な
お宝を守ろう！2・9日（日）10：30、11：30 各回10人 約30分
※小学3年生以下は保護者同伴 ※当日科学館展示室受付で整理券配布

23日（日・祝）

15：30～16：45
無料（要整理券）

天文講演会 人類が初めて見たブラックホール

～プロジェクトメンバーが語る観測の舞台裏～

講師 永井 洋氏(国立天文台アルマプロジェクト特任准教授)

場所 プラネタリウム 定員 160人（先着順）

※当日9：30から1階科学展示室入口で整理券を配布

【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 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）

冬番組「コスモス・オデッセイ - 宇宙を見つめる探求の旅」
土曜・日曜・祝日・振休 12：00、13：30  木曜 15：30
秋番組「アナザー・アース～私の部屋が宇宙になった夜～」
土曜・日曜・祝日・振休（23日除く）15：00 
【キッズアワー】 テーマ 「冬の星座とオリオン座」 日曜・祝日 10：30

★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
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