
＊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 休館日 休館日

2 火

3 水

4 木

5 金

6 土

7 日

8 月 休館日 休館日

9 火

10 水

11 木

12 金

13 土

14 日

15 月 休館日 休館日

16 火

17 水

18 木

19 金

20 土

21 日

22 月 休館日 休館日

23 火

24 水

25 木

26 金

27 土

28 日

29 月 休館日 休館日

30 火

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

パネル展示
＆

DVD放映

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日（館内整理日）

休館日

パネル展示
＆

DVD放映

休館日

イベントカレンダー

048-268-8000 048-262-8431 048-261-0993

イベントゾーン
展示フロア/

シアター
公開ライブラリー

 ＳＫＩＰシティ

 EVENT CALENDAR 2020.6 6 月
　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）

シアターラウンジ
ｻｲｴﾝｽｼｮｰ/
◎特別ｲﾍﾞﾝﾄ

天文台
プラネタ
リウム

パネル展示
＆

DVD放映

休館日

約13分

最寄り駅からバスのご案内

シアターラウンジは

当面の間、

臨時休館
となります

休館日

パネル展示
＆

DVD放映

休館日

6月
彩の国ビジュアルプラザ

日 曜 映像ミュージアム

　ＪＲ京浜東北線

　　　川口駅

映像ホール

川口駅東口

ＳＫＩＰシティまでのご案内　　所在地 ： 川口市上青木3-12-18、63

川口市立
高校

(下車後徒歩5分)

わくわくWS

わくわくWS

わくわくWS

わくわくWS

マンスリーWS／わくわく

映像制作WS／わくわく

わくわくWS

わくわくWS

くらっしーシアターは

当面の間

休止いたします。

くらっしーシアターは

当面の間

休止いたします。

くらっしーシアターは

当面の間

休止いたします。

くらっしーシアターは

当面の間

休止いたします。

休館日
（特別整理期間）

6月21日（日）は、お家で

部分日食を見よう！

太陽望遠鏡による

インターネットライブ配信

を予定しています。

期間展示

「骨～科学館に

マンモス上陸～」

6/13(土)～8/30（日）

・プラネタリウム、天文台は状況をみて

順次再開します。

・入場者の制限を行います。（50名）

・サイエンスショー、わくわくワーク、どきど

きサイエンス等の館内のイベントは当面の

間実施しません。自由見学のみとなります。

写真展

『見沼代用水』

6月2日～30日

休館日
（特別整理期間）

6月2日より科学展示室再開

・プラネタリウム、天文台は状況をみて順次

再開します。

・入場者の制限を行います。（50名）

・サイエンスショー、わくわくワーク、どきどき

サイエンス等の館内のイベントは当面の間実

施しません。自由見学のみとなります。

期間展示

「骨～科学館に

マンモス上陸～」

6/13(土)～8/30（日）

6月21日（日）は、お家で

部分日食を見よう！

太陽望遠鏡による

インターネットライブ配信

を予定しています。

・感染拡大防止のため休止している展示装置

があります。



ワークショップがリニューアル！詳細はHPをチェックしてね！http://www.skipcity.jp/vm/workshop/


■毎週土日祝「わくわくワークショップ」（予約不要、当日先着順）

映像にまつわるおもちゃの工作を、週替わりで実施します。

■毎月1回「マンスリーワークショップ」（要予約）様々な映像手法を学べるワークショップを開催します。

■毎月最終日曜日「映像制作ワークショップ」（要予約）

毎月1回、実写映像制作のステップをひとつずつ教えます。

★映像ホール

写真展
  NHKの番組ＨＰ：http://www.nhk.or.jp/archives/library/

　埼玉県のＨＰ：http://www.eizou.pref.saitama.lg.jp/

●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】

ｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟ現代＋「脱ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ」（'18）

【発掘番組】 ふりむくな鶴吉（'75）

ピタゴラスイッチ　第１回（'02）

ＳＫＩＰシティ6月 イベント情報

【お問合せ】映像ミュージアム ： 048-265-2500


HP：http://www.skipcity.jp

場所：公開ライブラリー内ギャラリー

埼玉県のおすすめ番組 NHKの新着番組
ふるさとの人  塙保己一

和紙のこころ　細川紙の美を漉く

東京　大江戸の春

よみがえる光琳屋敷

日本の民家

山国にあでやか農民歌舞伎

ひな人形に　かけた人生　親子三代の頭師

埼玉の瓦（かわら）職人

東日本大震災一年の記録

伝統工芸の名匠　にんぎょう

NHK俳句（'17、選者：夏井いつきさん）

ETV特集「15歳 私たちが見つけたもの

　～熊本地震 3年3組の半年～」（'16）

★ 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)

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ７２時間「路上ピアノ」（'17）

きかんしゃトーマス（'18）　　　　　ほか

           期間：６月２日（火）～３０日

【お問合せ】公開ライブラリー：048-268-8000

【お問合せ】 映像ホール ： 048-265-2591　HP：http://www.skipcity.jp/hall/

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)

　　　　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

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

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

当方主催の上映会「ウィークエンドシアター」及び「SKIPシティ落語会」は、

新型コロナウィルス感染拡大防止のため当面の間中止いたします。

再開の際は、HPなどでご案内いたします。

☆常設展示のご案内☆（消費生活をテーマにした参加体験型施設）

■くらっしースクール 「お金の上手な使い方」や「悪質商法にだまされない方法」などを楽しみながら学ぼう！

■くらっしーシアター、くらっしーライブラリー、こどもライブラリー、交流室のご利用は新型コロナウィルス感染拡大防止のため、当面の間、休止いたします。

・必ずマスク着用の上ご入館ください。（3歳以上の方）※マスクを未着用の方の入館はご遠慮ください。

・体調の確認、入り口で検温を実施いたします。※熱や咳症状のある方のご入館はご遠慮ください。

・手指の消毒をお願いいたします。

・入館者カードに氏名、連絡先をご記入ください。※4週間後に廃棄いたします。

・入館状況により入場制限を行う場合がございます。

・他の来館者と十分な距離をお取りください。※順番待ちの場所を表示しております。そちらでお待ちください。

ご不便・ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ご協力をお願いいたします。

新型コロナウィルス感染拡大防止についてのお願い。

■エコｷｯｽﾞ工作、ちょこっと工作は中止いたします。

新型コロナウィルス感染拡大防止についてのお願い

・必ずマスク着用の上ご入館ください。

・体調の確認、入り口で検温を実施いたします。

・手指の消毒をお願いいたします。

・入館者カードに氏名、連絡先をご記入ください。

・入館状況により入場制限を行う場合がございます。

・他の来館者と十分な距離をお取りください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

シアターラウンジは当面の間、休館いたします

新型コロナウイルス感染拡大防止についてのお願い

・マスクの着用を、お願いします。

・入館時の検温実施に、ご協力ください。

※37.5度以上の発熱や風邪症状のある方の入館は

ご遠慮いただきます。

・入館者カード（氏名・連絡先等）のご記入・ご提出を

お願いします。

※新型コロナウイルス感染症対策のため、保健所等

による聞き取り調査等にご協力いただく場合があります。

・手指の消毒に、ご協力ください。

・入館状況により、入場者の制限を行う場合があります。

家にいても科学について学べる学習支援コンテンツをホームページで公開中！

『家でもチャレンジ！学習支援コンテンツ』

ＨＰ http://www.kawaguchi.science.museum

6月21日（日）は、お家で部分日食を見よう！
科学館ホームページで、日食の安全な観察方法を紹介。

太陽望遠鏡によるインターネットライブ配信も予定しています。

http://www.kawaguchi.science.museum/astro/live.html

※詳細は科学館ホームページをご確認ください。

期間展示「骨～科学館にマンモス上陸～」

期間

6月13日（土）～8月30日（日）

絶滅したマンモスって知ってる？その実物頭蓋骨

が科学館にやってきた！大迫力の巨大な牙にびっ

くりすることまちがいなし！骨ってなんだかこわい？

そのイメージを科学館で変えてみよう！

◦入場者の制限を行います。（５０名）

◦入館時・退館時には、必ず手指の消毒にご協力ください。

（アルコールでのかぶれがある場合は石鹸での手洗いにご協力ください。）

◦入館時の検温にご協力ください。発熱等、体調が悪い方の入館はご遠慮ください。

◦入館者の連絡先等（氏名、住所、電話番号）の記入・提出にご協力ください。

◦館内では必ずマスクを着用し、咳エチケットの心がけにご協力ください。

◦大きな声での会話、複数人が密集した会話はご遠慮ください。

◦展示室内に設置してある消毒液、洗面台の石鹸による手洗いをこまめに

してください。

◦他の人との距離を２メートル程度とってください。

◦入館中に体調が悪くなった場合は、職員にお声かけください。

入館に際してのお願い（入館マナーについて）


