
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 休止
ライブ
配信

5 金

6 土 投影

7 日 ★きらきらスライム 投影

8 月

9 火

10 水

11 木

12 金

13 土 ☆キラキラボール 投影

14 日 からだのふしぎ
★きらきらスライム 投影

15 月

16 火

17 水

18 木 投影

19 金

20 土 投影
ライブ
配信

21 日 ★きらきらスライム 投影

22 月 休館日 休館日

23 火

24 水

25 木 投影

26 金

27 土 ☆びくびくむし 投影

28 日 ★きらきらスライム 投影

29 月 休館日 休館日

30 火 ☆びくびくむし 投影

31 水 ★きらきらスライム 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

　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

休館日

休館日

休館日

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の
感染に伴う

緊急事態宣言を受け
臨時休館いたします

休館日

パネル展示
＆

DVD放映

新型コロナウ
イルスの感染
に伴う緊急事
態宣言を受け
3月21日（日）
まで臨時休館

いたします

3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 2021.3 3 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/
◎特別ｲﾍﾞﾝﾄ/

♢にこにこ実験室

プラネタ
リウム

天文台

休館日（館内整理日）

休館日

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)

パネル展示
＆

DVD放映

シアター上映

休館日

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（特別整理期間）

◎科学ものづくり教室

「LEDセンサーバンク」

20日(土)

♢じしゃく選手権

♢じしゃく選手権

ビッくるくるショー

♢EV3でプログラミング

ソルトVSシュガー

鳴らして見える!?
音の世界

☆プラ板で
アクセサリー

バランスのひみつ

新番組 ｢ボイジャー 終わりなき旅｣

13日(土)から投影開始

写真展

『ウシの写真』
3月23日～31日

わくわく／映像制作WS

わくわく

マンスリースペシャルWS

令和3年3年3月21日まで

臨時休館いたします。

令和3年3年3月21日まで

臨時休館いたします。

新型コロナウィルスの

更なる感染拡大防止のため

令和3年3月21日まで臨時休館

いたします。

ご理解の程、

よろしくお願いいたします。



写真展 ３月９日（火）～３１日（水）
  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

投影開始時刻 10:30 15:30

6日(土)、7日(日) ノーマン・ザ・スノーマン HAYABUSA2

18日、25日(木) -

土曜・日曜・祝日
ノーマン・ザ・スノーマン

30日(火)、31日(水) ノーマン・ザ・スノーマン

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。

ウ シ の 写 真

　　　　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  

ＳＫＩＰシティ3月 イベント情報

　・復興支援ソング「花は咲く」（'12ほか）

　・沁みる夜汽車「三陸鉄道 久慈駅」('19)

　　　　大冒険スペシャル！　完結編」('18)

正月時代劇「風雲児たち 蘭学革命篇」('18) 他

13:00

ノーマン・ザ・スノーマン

-

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)
場所：映像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

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

臨時休館のお知らせ 次回企画展 ワークショップ（WS)情報

映像ミュージアムは新型コロナウ
イルスの感染症拡大防止のため
3月21日（日） まで臨時休館いた

します。

1月10日からテレビ放送が始まった「アイカツ
プラネット！」の世界をARやVRなどの最新
映像技術で体験できます。制作の裏側がわ
かる貴重な初公開資料も多数展示予定で
す。　※開催日程は決まり次第、HP・SNS等でお知ら

せします。

◆土日祝「わくわくワークショップ」　当日先着順
　映像を学べる工作を週替りテーマで実施します
◆毎月1回「「マンスリースペシャルWS」　予約制

　様々な映像手法を学べます
◆毎月最終日曜「映像制作WS」　予約制
　実写映像制作の各ステップを学べます

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

広木万場の道祖神焼き

白い大陸からのメッセージ

鬼さまが訪れる夜　国東の修正鬼会

碓氷峠

映像評伝　仁科芳雄　現代物理学の父

京　猿楽と壬生狂言

橋は生きている

成人式発祥の地　蕨　成年式

ふるさと冬の味めぐり

冬・武蔵野

【東日本大震災10年関連】

　・NHKｽﾍﾟｼｬﾙ「“奇跡”の子と呼ばれて

 　　　　　　　　　～釜石　震災９年～」（'20）

ピタゴラスイッチ「ビーだま・ビーすけの

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。

♦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可）

♦入館に際してのお願い（入館マナーについて）、プラネタリウムの注意事項等、詳細については、HPをご覧いただくかお問合せ下さい。
ホームページ

【サイエンスショー】 日曜・祝日 14：00、15：00 約20分

※緊急事態措置の解除までサイエンスショーを休止します。

【わくわくワーク】 土曜日(20日除く) 、30日(火) 10：30、13：00 約20分 各20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、31日(水) 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 (28日除く) 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（20日除く） 11：30 配布時間 20分 ※カードがなくなり次第終了

Facebook、YouTube
開設中！ホームページ

から各ページにアクセス

できます。ホームページ

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

通過センサーを用いた電子回路を学び、お金を入れると光る貯金箱を製作します。

Facebook、YouTube
開設中！ホームページ

から各ページにアクセス

できます。

〔日時〕 3月20日（土・祝） 10：30、13：00 所要時間…約60分
〔対象〕 小学2年生以上と保護者(小学5年生以上は1人での参加可) 〔材料費〕 無料
〔定員〕 各回6組（先着順） ※当日9:30から科学展示室で整理券配布
※詳細は科学館ホームページをご覧ください。

♦一般投影のみ（職員による当日の星空解説＆天文トピックスの紹介と番組）

♦投影時間約50分 ♦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。

天文台の望遠鏡で撮影した月や惑星、星団の画像を、インターネットでライブ配信！

4日（木） 18：30-19：30 「火星、プレアデス星団(M45)」

20日（土・祝） 18：30-19：30 「月(月齢7)」

★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

★天文台 ♦♦♦天文台夜間天体ライブ配信♦♦♦

夜間天体ライブ配信

13日(土)以降の

ボイジャー 終わりなき旅

ボイジャー 終わりなき旅 ボイジャー 終わりなき旅

ボイジャー 終わりなき旅 ボイジャー 終わりなき旅

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現在休止しております。

4月以降の再開を予定しておりますのでHPなどでご確認ください。

新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、3月21日（日）まで臨時休館いたします。

今後の状況によっては、臨時休館期間を延⾧する場合もございます。

ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ご理解の程、よろしくお願いいたします。

臨時休館延⾧のお知らせ

新型コロナウィルス感染拡大防止についてのお願い
・ご入館の際は、マスクの着用・手指の消毒・検温・入館者カードの記入にご協力ください

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。

3/13（土）
春はスグソコ！

たんぽぽのかべかざり

・時間

10：30～11：30

・場所

くらっしーパーク

・定員

時間内自由参加

・参加費：無料
※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。

3/7(日)    こどもクッキング

かわいい！おいしい！

カラフルカップすし

・時間 ①11：00～11：40

②14：00～14：40

・対象 小学校1～6年生

（2年生以下は保護者同伴）

・場所 実習室

・定員 各回10名（1度に2名まで申し込み可）

・参加費 800円

・お申込 お電話にて

お申込み下さい

白いロールパンで作る

かんたん！ミニピザ
・時間 ①11：00～11：40

②14：00～14：40

・対象 満4歳以上～小学生未満の

お子様とその保護者

・場所 実習室

・定員 各回5組

（保護者1名につき子ども2名まで可）

・参加費 1組当たり700円

（子ども2名は900円）

・お申込 お電話にて

お申込み下さい

3/14（日）こどもクッキング☆プチ ちょこっと工作

4/1（木）～4/11（日） 4/5は休館日
9：30～17：00 入館は16：30まで(クイズ受付は16:45まで)

春休みイベント 知っておきたい！住まいのこと
～安全・安心・快適にくらす工夫～

★3/20(土・祝) カラフル♪ペーパークラフトハウス
①11：00～12：30 ②14：00～15：30 （受付は各回終了時間の15分前まで）

・場所 実習室 ・対象 小学生から大人まで ・参加費 無料

※時間内自由参加 ※材料がなくなり次第終了

★3/28（日） 満開✿桜のポップアップカード
①11：00～12：30 ②14：00～15：30 （受付は各回終了時間の15分前まで）

・場所 実習室 ・対象 小学生から大人まで ・参加費 無料

※時間内自由参加 ※材料がなくなり次第終了

★パネル展示・クイズラリー＆ガラポン抽選会

★くらっしーとクイズに挑戦！＠くらっしーシアター

①13：00～ ②16：00～ （各回約20分）

3/13（土）
春はスグソコ！

たんぽぽのかべかざり

・時間

10：30～11：30

・場所

くらっしーパーク

・定員

時間内自由参加

・参加費：無料
※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。

★☆★ワークショップ★☆★

ちょこっと工作

★4/3（土） プラ板★オリジナルネームタグ
①11：00～ ②14：00～ （所要時間約50分）

・場所 実習室 ・各回10名(要整理券)

・対象 小学生以下のお子様 ・参加費 無料

※整理券は当日9：30より ①②回分をまとめて配布 （先着順、１人１枚）

中止いたします。

中止いたします。

中止いたします。


