
048-265-2500 048-265-2591

1 木 投影
ライブ
配信

2 金

3 土 ☆わゴムでＧＯ！ 投影

4 日 まぜてみまＳＨＯＷ
♢化石発掘体験

★偏光板でステン
ドグラス 投影

ライブ
配信

5 月 休館日 休館日

6 火

7 水

8 木 投影

9 金

10 土 ☆はりがねクルクル 投影

11 日 まぜてみまＳＨＯＷ
♢化石発掘体験

★偏光板でステン
ドグラス 投影

12 月 休館日 休館日

13 火

14 水

15 木 投影

16 金

17 土 ☆ガーガーコップ 投影

18 日 じしゃくでドーン！！
♢化石発掘体験

★偏光板でステン
ドグラス 投影

19 月 休館日 休館日

20 火

21 水

22 木 投影

23 金

24 土 ☆アメンボ 投影

25 日 じしゃくでドーン！！
♢化石発掘体験

★偏光板でステン
ドグラス 投影

26 月 休館日 休館日

27 火

28 水

29 木 投影
ライブ
配信

30 金

31 土 ☆ゾートロープ 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

パネル展示
＆

DVD放映

常設展示
シアター上映

かいけつゾロリ
大冒険展

かいけつゾロリ
大冒険展

かいけつゾロリ
大冒険展

かいけつゾロリ
大冒険展

フィルム映画上映会

「映画史にのこる

日本アニメ映画」

かいけつゾロリ
大冒険展

シアターラウンジは
当面の間、

休館となります

休館日

パネル展示
＆

DVD放映

常設展示

シアター上映
①11:00‐11:20
②13:00‐13:20
③14:30‐14:50
④16:00‐16:20

平日①・③
土日祝②・④
※団体貸切の

場合あり

休館日

パネル展示
＆

DVD放映

常設展示

シアター上映
①11:00‐11:20
②13:00‐13:20
③14:30‐14:50
④16:00‐16:20

平日①・③
土日祝②・④
※団体貸切の

場合あり

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
①11:00‐11:20
②13:00‐13:20
③14:30‐14:50
④16:00‐16:20

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

休館日

休館日

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

日 曜 映像ミュージアム 映像ホール 公開ライブラリー

10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
彩の国くらしプラザ

（生活科学センター）

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

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ
EVENT CALENDAR 2020.10 10 月

イベント
展示フロア/

シアター
シアターラウンジ

ｻｲｴﾝｽｼｮｰ/
♢にこにこ実験室

プラネタ
リウム

天文台
☆わくわくﾜｰｸ
★どきどきｻｲｴﾝｽ

秋の特別

イベント

ワークショップ

こどもクッキング★プチ

こどもクッキング

ワークショップ

手洗いチェック

ちょこっと工作

わくわくわくわく

わくわく

わくわくわくわくわくわくわくわく

わくわく

わくわくわくわくわくわくわくわく

わくわく

わくわくわくわくわくわくわくわくわくわく
わくわく

映像制作WS

わくわく

写真展

『なつかしの中山道』
10月1日～31日

わくわく

マンスリー

わくわく

わくわくわくわくわくわくわくわく

わくわく

わくわくわくわくわくわくわくわく

わくわく

わくわくわくわくわくわくわくわくわくわく
わくわく

映像制作WS

わくわく

わくわく



企画展（9/15～1/11開催） 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/ 

かいけつゾロリ大冒険展 ■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

■ SKIP国際Dシネマ映画祭　9月26日（土）～10月4日（日）　今年はオンライン配信！　　【お問合せ】映画祭事務局：048-263-0818

”若手映像クリエイターの登竜門”として、新たな才能の発掘と育成を目的に2004年から開催を続けてきた本映画祭は、17年目となる2020年、

初めてオンラインで開催します。コンペティション部門のみ、24作品の配信です！ ※映像ホールでは上映いたしません

■ フィルム映画上映会　（令和2年度優秀映画鑑賞推進事業）　「映画史にのこる日本アニメ映画」 各回60分前開場／1作品：500円

★24日（土） 10：30 『西遊記』（1960年／88分）　演出：薮下泰司／脚本：植草圭之助／演出構成：手塚治虫

　　  14：00『太陽の王子 ホルスの大冒険』（1968年／82分）　演出：高畑勲／脚本：深沢一夫／場面設計：宮崎駿

★25日（日） 10：30 『長靴をはいた猫』 （1969年／80分）　演出：矢吹公郎／脚本：井上ひさし、山元護久／原作：シャルル・ペロー

　　　14：00『銀河鉄道の夜』（1985年／107分）　監督：杉井ギサブロー／脚本：別所実／原作：宮澤賢治／原案：ますむら・ひろし

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　　　　※11月1日(日)は臨時休館となります。

 ★科学展示室  9：30～17：00　（入館は16：30まで）　　定員：100人

キツネの主人公・ゾロリと仲間たちの大冒険を描いた『かいけつゾロリ』
シリーズがやってくる！本展では、これまでの大冒険の歴史を振り返り
ながら貴重な原画などを展示します。ゾロリが集めた"お宝"も登場し、
作品の世界観を体感できます。魅力あふれるゾロリワールドをお楽し
みください。

■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。

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

※映像ホールでは、ご入場頂ける人数・ご利用頂ける座席に制限を設けております

埼玉県のおすすめ番組 NHKの新着番組
ラグビーワールドカップ２０１９日本大会

                  ～埼玉・熊谷開催の記録～

多彩な文化を育むさいたま市　～鉄道のまち～

＜鉄道シリーズ＞　秩父鉄道

バスが行き交う街　鳩ケ谷市

体育に生涯をかけて～野口源三郎～

コケ　陸上生活のパイオニア

吉里再生機構プロジェクト「組織再構成の謎を探る」

桧皮葺き・柿葺き 屋根を葺く技術ーその１

深部地熱開発に挑む

山中漆器

ＢＳ１スペシャル「ボルトとダシャ」

　～ﾏﾝﾎｰﾙﾁﾙﾄﾞﾚﾝ20年の軌跡～（'19）

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   

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：https://www.kurashi-plaza.jp/ 

　　　　番組・映像　公開ライブラリー　（無料）
【お問合せ】公開ライブラリー：048-268-8000  

日時：１０月１日（木）～１０月３１日（土）

場所：公開ライブラリー内ギャラリー

きかんしゃトーマス（'18）　　　　　　　ほか

シアターラウンジは、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

当面の間休館いたします。

ＮＨＫスペシャル

　「カラーでよみがえる東京」（'14）

　「検証　西日本豪雨　命を守るために」

　　（'18、公共メディア水害キャンペーン）

あの人に会いたい「緒方貞子」（'20）

ＳＫＩＰシティ10月 イベント情報

彩の国ビジュアルプラザ
HP：http://www.skipcity.jp 

★ 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 

『家でもチャレンジ！学習支援コンテンツ』

家でも科学について学ぶことができる学習支援

コンテンツを科学館ホームページで公開してい

ます。
学習支援コンテンツ

『家でもチャレンジ！学習支援コンテンツ』

家でも科学について学ぶことができる学習支援

コンテンツを科学館ホームページで公開してい

ます。
学習支援コンテンツ
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ます。
学習支援コンテンツ

『家でもチャレンジ！学習支援コンテンツ』

家でも科学について学ぶことができる学習支援

コンテンツを科学館ホームページで公開してい

ます。
学習支援コンテンツ

『家でもチャレンジ！学習支援コンテンツ』

家でも科学について学ぶことができる学習支援

コンテンツを科学館ホームページで公開してい

ます。
学習支援コンテンツ

『家でもチャレンジ！学習支援コンテンツ』

家でも科学について学ぶことができる学習支援

コンテンツを科学館ホームページで公開してい

ます。
学習支援コンテンツ

番組「HAYABUSA2～REBORN」
木曜日 15：30
土曜・日曜日 10：30、13：00
番組「星の旅 -世界編-」（投影延長）
土曜・日曜日 15：30

♦投影時間約50分 ※職員による当日の星空解説（約20分）あり

科学現象を見ることができる

実験ショーの動画や科学館イ

ベントの紹介などを配信して

います。

科学館YouTube

『家でもチャレンジ！学習支援コンテンツ』

家でも科学について学ぶことができる学習支援

コンテンツを科学館ホームページで公開してい

ます。
学習支援コンテンツ

♦科学館ご利用にあたって、マスクの着用・検温・消毒・連絡先の記入等をお願いしています。（連絡先記入票は科学館ホームページからダウンロードできます）

♦入館に際してのお願い（入館マナーについて）等、詳細については、HPをご覧いただくかお問合せ下さい。

♦一般投影のみとなります。

♦密接を避けるため、隣同士の座席はご利用できません。

♦投影中に体調が悪くなった場合は、退室をお願いすることがあります。

【サイエンスショー】 日曜日 14：00、15：00 約20分

【わくわくワーク】 土曜日 10：30、13：00 約20分 各24人（先着順）

※未就学児は保護者同伴

【どきどきサイエンス】 日曜日 10：30、13：00 約30分 各20人（先着順）

※要材料費 ※小学2年生以下は保護者同伴

【にこにこ実験室】 日曜日 11：30 約30分

小学3年生から高校生までと保護者8組（先着順）

【うきうき探検】 土曜日 11：30 配布時間 20分

※カードがなくなり次第終了

★天文台 ♦♦♦天文台夜間天体ライブ配信♦♦♦

天文台の望遠鏡で撮影した「月」や「惑星」の画像を、インターネットでライブ配信！

1日（木）18：30～19：30 「中秋の名月」

4日（日）19：30～20：30 「火星」

29日（木）18：00～19：00 「十三夜（月）」

★プラネタリウム ※投影開始5分前に券の販売終了 定員:70人

科学館

You Tubeチャンネル

『家でもチャレンジ！学習支援コンテンツ』

家でも科学について学ぶことができる学習支援

コンテンツを科学館ホームページで公開してい

ます。 学習支援コンテンツ
夜間天体ライブ配信

ホームページ facebook

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。
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・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。
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※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。

新型コロナウイルス感染拡大防止についてのお願い新型コロナウイルス感染拡大防止についてのお願い新型コロナウイルス感染拡大防止についてのお願い新型コロナウイルス感染拡大防止についてのお願い新型コロナウイルス感染拡大防止についてのお願い新型コロナウイルス感染拡大防止についてのお願い新型コロナウイルス感染拡大防止についてのお願い

新型コロナウィルス感染拡大防止についてのお願い

ワークショップ

・時間: ①11：00～12：00

②14：00～15：00
(受付は終了の15分前まで)

※時間内自由参加

※材料がなくなり次第終了

※入場制限を行う場合があります。

・場所: 実習室 ・参加費: 無料

★10/3(土) 「飛んでいけ！？気球のガーランド」
色画用紙と毛糸を使って

気球とハート・雲のかざりのガーランドをつくるよ！

エコキッズﾞ工作

炭酸飲料水のペットボトルが

かわいいビーズに大変身！

・時間: ①11：00 ②14：00
(各回40分)

・対象: 小学生以下のお子様

・定員: 各回10名

・場所： 実習室 ・参加費: 無料

※ 整理券は9：30より①②回分を

まとめて先着順で配布します。

（お一人様1枚限り）

★10/25(日)
キラキラ★ペットボトルビーズのブレスレット

新型コロナウィルス感染拡大防止についてのお願い

ワークショップ

・時間: ①11：00～12：00

②14：00～15：00
(受付は終了の15分前まで)

※時間内自由参加

※材料がなくなり次第終了

※入場制限を行う場合があります。

・場所: 実習室 ・参加費: 無料

★10/3(土) 「飛んでいけ！？気球のガーランド」
色画用紙と毛糸を使って

気球とハート・雲のかざりのガーランドをつくるよ！

エコキッズﾞ工作

炭酸飲料水のペットボトルが

かわいいビーズに大変身！

・時間: ①11：00 ②14：00
(各回40分)

・対象: 小学生以下のお子様

・定員: 各回10名

・場所： 実習室 ・参加費: 無料

※ 整理券は9：30より①②回分を

まとめて先着順で配布します。

（お一人様1枚限り）

★10/25(日)
キラキラ★ペットボトルビーズのブレスレット

新型コロナウィルス感染拡大防止についてのお願い

ワークショップ

・時間: ①11：00～12：00

②14：00～15：00
(受付は終了の15分前まで)

※時間内自由参加

※材料がなくなり次第終了

※入場制限を行う場合があります。

・場所: 実習室 ・参加費: 無料

★10/3(土) 「飛んでいけ！？気球のガーランド」
色画用紙と毛糸を使って

気球とハート・雲のかざりのガーランドをつくるよ！

エコキッズﾞ工作

炭酸飲料水のペットボトルが

かわいいビーズに大変身！

・時間: ①11：00 ②14：00
(各回40分)

・対象: 小学生以下のお子様

・定員: 各回10名

・場所： 実習室 ・参加費: 無料

※ 整理券は9：30より①②回分を

まとめて先着順で配布します。

（お一人様1枚限り）

★10/25(日)
キラキラ★ペットボトルビーズのブレスレット

新型コロナウィルス感染拡大防止についてのお願い

ワークショップ

・時間: ①11：00～12：00

②14：00～15：00
(受付は終了の15分前まで)

※時間内自由参加

※材料がなくなり次第終了

※入場制限を行う場合があります。

・場所: 実習室 ・参加費: 無料

★10/3(土) 「飛んでいけ！？気球のガーランド」
色画用紙と毛糸を使って

気球とハート・雲のかざりのガーランドをつくるよ！

エコキッズﾞ工作

炭酸飲料水のペットボトルが

かわいいビーズに大変身！

・時間: ①11：00 ②14：00
(各回約40分)

・対象: 小学生以下のお子様

・定員: 各回10名

・場所： 実習室 ・参加費: 無料

※ 整理券は9：30より①②回分を

まとめて先着順で配布します。

（お一人様1枚限り）

★10/25(日)
キラキラ★ペットボトルビーズのブレスレット

●パネル展示
「食生活」「運動」「休養」「ストレス」「ウイルス感染対策」など「健康づくり」に関連した

パネルを展示します。

場所： くらっしーパーク

秋の特別イベント 生活習慣を見直して健康づくり 10月4日(日)まで

★10/10(土) かぼちゃに見える！?ハロウィン★バスケット

・時間: 10：30～11：30 ※時間内自由参加

※材料がなくなり次第終了 ※入場制限を行う場合があります。

・場所: くらっしーパーク ・参加費: 無料

・必ずマスク着用の上ご入館ください。※マスク非着用の方の入館はご遠慮ください。

・体調の確認、入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。

ご不便・ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ご理解ご協力をお願いいたします。

●きちんと洗えているかな？手洗いチェック
ふだんの手洗い方法できちんと洗えているか、手洗いチェッカーを使って実験してみよう！

日程：10/4(日)

時間： ①11:00～12:30 ②14:00～15:30 (受付は終了の15分前まで)

※時間内自由参加 ※入場制限を行う場合があります。

場所： 実習室

ちょこっと工作
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