
048-265-2500 048-265-2591

☆わくわくﾜｰｸ

★どきどきｻｲｴﾝｽ

1 木 投影

2 金

3 土 ☆スーパー
　　　ウンコロケット

投影

4 日
映画祭

プレイベント
　◎コアラの
        ウンコペーパー 投影

5 月
休館日

6 火

7 水

8 木 投影

9 金

10 土 ☆スーパー
　　　ウンコロケット

投影

11 日 　ふうせん大実験
★ウンコで
　　 染めてみよう！

投影

12 月
休館日

13 火

14 水

15 木 投影

16 金

17 土 ☆３面ソーマトロープ 投影

18 日 ★偏光板で
　　　ステンドグラス

投影

19 月
休館日

20 火

21 水 ★偏光板で
　　　ステンドグラス

投影

22 木 『朝が来る』 　ポン♪ボン！
　　　　　ドカン！！

★偏光板で
　　　ステンドグラス

投影

23 金 　Tobe 高く！
★偏光板で
　　　ステンドグラス

投影

24 土 ☆ストローde
　　　　　　正多面体

投影

25 日 「渋沢栄一２０２１」 　Tobe 高く！ ★色水実験 投影

26 月
休館日

27 火 ☆流れ星カード 投影
ライブ
配信

28 水 ★色水実験 投影

29 木 ☆流れ星カード 投影

30 金 ★色水実験 投影

31 土 ☆流れ星カード 投影
くらっしーと

クイズに挑戦！

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

特別展示

特別展示

特別展示

休館日

休館日

映画祭

プレイベント

映画祭

プレイベント

休館日

休館日

シアターラウンジは
当面の間

休館します

夏休みイベント

くらっしー
マーケットで
お買いもの

シアター上映

くらっしーと
クイズに挑戦！

休館日

夏休みイベント

くらっしー
マーケットで
お買いもの

シアター上映

約13分

休館日

パネル展示
＆

DVD放映

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

※団体貸し切りの
場合あり

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
シアター上映

夏休み
イベント

くらっしーと
クイズに挑戦！

休館日

イベントカレンダー
 ＳＫＩＰシティ
EVENT CALENDAR 2021.7 7 月

イベント シアターシアターラウンジ
サイエンスショー
◎特別イベント

♢にこにこ実験室

プラネタ
リウム

天文台

7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

日 曜 映像ミュージアム 映像ホール 公開ライブラリー

アイカツプラネット！
in SKIPシティ

企画展
きみもeアスリート！
～バーチャル・スポーツ

に挑戦！！～

きみもeアスリート！
展

休館日

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)

　ＪＲ京浜東北線

　　　川口駅 川口駅東口

シアター上映

13日(火)

特別展

｢ウンコ展 ～？が

つまったおとしモノ～｣

6/12(土)～7/11(日)

サイエンス

サマーフェス

2021

～おいでよ！

夏の科学館～

7/21(水)

～8/31（火）

ポン♪ボン！ドカン！！

◇消える！？液体のナゾ

ちょこっと工作

パネル展示

＆

DVD放映

ライブ

配信

写真展

「1964年

埼玉のオリン

ピックとまちの

風景」
7月1日(木)

あ～31日(土)

わくわく

わくわく/マンスリーSP

わくわく

わくわく

わくわく

わくわく

わくわく

わくわく／特別上映会

わくわく

わくわく/キッズムービー

わくわく／特別上映会

夏休み

自由研究大作戦

2021

7/21(水)～

8/31(火)



★映像ホール
■ SKIPシティ ウィークエンドシアター

★22日(木祝) 『朝が来る』 10：30／14：00 （各回30分前開場） 2020年／日本／139分
監督・脚本：河瀨直美／原作：辻村深月／出演：永作博美、井浦新、蒔田彩珠、浅田美代子
「子どもを返してほしいんです」平凡な家族のしあわせを脅かす、謎の女からの1本の電話 この女はいったい何者なのかー

■ SKIP国際Dシネマ映画祭2021 -プレイベント- 7月4日(日)、10日(土)、11日(日)、17日(土)、18日(日)
本映画祭2020全24作品を 7月の週末5日間 一挙上映！
9月に予定している本映画祭2021の開催に先駆けて、昨年オンライン上映した全24作品を映像ホールで上映！

【お問い合わせ】SKIPシティ国際Dシネマ映画祭事務局：048-263-0818 ／ HP：www.skipcity-dcf.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

投影日時 10:30 15:30

-

投影日時 12:00 16:00

「アイカツプラネット！ in SKIPシティ」展　7/4（日）まで

いよいよ7/4まで！。7/3（土）には「劇場版アイカツスターズ！」の特別
上映会を緊急開催決定！

きみもeアスリート！～バーチャル・スポーツに挑戦！～ 　7/13～11/14

オリンピック競技のバスケ、サッカー、ゴルフ、射撃をVRなどで体験しよう。他にも新
感覚バーチャル・スポーツが体験できます。7/24には特別上映会も開催予定！

大人(高校生以上)：1,000円／子供(3歳以上)：700円 
【お問合せ】 映像ホール ： 048-265-2591 HP：http://www.skipcity.jp/hall/

ＳＫＩＰシティ7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)

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)
　【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  

13:00

-

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

14:00

【ワークショップ情報】  詳細はHPをチェック！ 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「マンスリースペシャルワークショップ」 （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。
 ■隔月開催「キッズムービーワークショップ」 （要予約）

　 3・2・1アクション！映画の技法から学べる映像表現を教えるよ。
　 リテラシーも学べるよ。 めざせ、映像クリエイター！

 【お問合せ】映像ミュージアム ： 048-265-2500

スピードストーリー
魔法使いハーレイの

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

13日(火) 19：15-20：15 「月(月齢3.4)、金星、火星」

27日(火) 20：00-21：00 「球状星団Ｍ13」

ホームページ

【サイエンスショー】 日曜日・祝日(4日除く) 14：00、15：00 約20分

【わくわくワーク】 土曜日、27日(火)、29日(木) 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・祝日、21日(水)、28日(水)、30日(金) 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】 18日(日) 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】 土曜日 11：30 配布時間 20分 ※カードがなくなり次第終了

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

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。

♦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。

★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

特別ワークショップ

終わりなき旅
ボイジャー

🄫micro museum lab inc.

スピードストーリー※

魔法使いハーレイの

スピードストーリー
魔法使いハーレイの

スピードストーリー
魔法使いハーレイの

♦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。

♦新型コロナウイルス感染拡大防止等により、イベント内容の変更や中止、休館等となる場合があります。

土曜･日曜･祝日

※3日(土)、4日(日)の星空解説では「七夕」をテーマとした投影を行います。

夏休み期間の平日

21日･27日～30日
6月12日(土)～7月11日(日)

知ってますか？ウンコの大切さ。いちおしウンコがせいぞろい！きて、みて、ふんで、

においをかいで、あなたもきっとウンコのとりこ！！

～？がつまったおとしモノ～

各回約30分 材料費：無料 ※小学2年生以下は保護者同伴
♢「コアラのウンコペーパー」 7月4日（日） ①10:30 ②11:30 ③13:00 ④14:00 ⑤15:00
〔定員〕 5組(1組3人まで)
※特別展及び特別ワークショップの詳細は科学館ホームページをご覧ください。

サイエンスサマーフェス2021 ～おいでよ！夏の科学館～ 7月21日(水)～
8月31日(火)

・実験や工作が大集合する「夏休み科学教室」7月24日(土)～8月1日(日)の

申し込みは 13日(火)まで！

※詳細は科学館ホームページをご覧ください。

夏休みはものづくり教室を毎日開催。自由研究の参考に!!

所要時間：約50分（職員による当日の星空解説＋番組）

所要時間：約30分（番組のみ）

夏休みイベント くらっしーマーケットでお買いもの
期間 ７月１７日（土）～８月２９日（日）※７月１９日、２６日、８月２日、１０日、１６日、２３日は休館日

お買いもの体験
いろいろなテーマでお買いもの体験。

セルフレジでお会計して、予算内で上手に買い物出来たら、

ステキなくらっしーグッズがもらえるよ！

・時間 9：30～17：00（最終受付16：40）

・場所 くらっしーパーク

※感染防止対策として、体験人数を

制限しながら実施します。

混雑時はお待ちいただく場合があります。

自由研究コーナー

●「SDGsってなんだろう？」

●「環境のために３Ｒに取り組もう！」
パネルやリーフレットで紹介します♪

自由研究に役立つ本を

集めたコーナーもあるので、

ぜひ活用してね！

夏休みワークショップ

夏休みこども消費者体験教室
★★参加者募集中★★

自由研究にもピッタリのワークショップや体験教室を実施します。

【応募方法】
郵便はがき、または、くらしプラザ受付にてお申込みください。

応募者多数の場合は、締め切り後に抽選を行います。

募集期間：6/22（火）～7/20（火） 7/20（火）必着
※詳しくはホームページをご覧ください。

・時間 10：30～11：30 ・場所 くらっしーパーク ・参加費無料

※材料がなくなり次第終了 ※人数制限を行う場合があります。

７/３（土） 作って飾ろう！七夕ちょうちん

くらしプラザからのお願い
・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。

※今後の新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、

イベント、ワークショップ等開催中止となる場合がございます。

あらかじめご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

小さい子でも

参加できるよ♪

ちょこっと工作

スピードストーリー
魔法使いハーレイの

スピードストーリー
魔法使いハーレイの

スピードストーリー
魔法使いハーレイの

1日･8日･15日

（木）

「渋沢栄一２０２１～温故知新～」
令和3年7月25日（日）14:00～16:00

ビジュアルプラザ4階映像ホール

7月上旬申し込み開始予定

令和3年度第1回コンテンツ活用講座

1.マスクの着用をお願いします。

2.入館時の検温実施にご協力ください。

3.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。

4.手指の消毒にご協力ください。

来館時のお願い

埼玉県のおすすめ番組 NHKの新着番組

・聖火 郷土に燃えて

・日本泳法

・霞の90年

・屋内総合競技場本館

―建設技術記録―

・京都 洛中洛外

・武州藍

・躍動の浦和 この歴史を

さいたま市に引き継ぐために

・さいたま市 ひと・まち風景2011

・みんなで創ろう 久喜新時代

・カバ焼き一丁！ 土用丑の日 浦和市

・NHKスペシャル

「恐竜超世界」（’19）

・となりのシムラ ＃４（’16）

・青春ﾌﾟﾚｰﾊﾞｯｸ 田中邦衛（’87）

・【田村正和さん主演】

鳴門秘帖（'77）

・【朝ドラ「おかえりモネ」の

清原果耶さん主演】

ﾄﾞﾗﾏ10「透明なゆりかご」（'18）

・花は咲く 東北に咲く

どーもくん＆チャロ編（’16）

・きかんしゃトーマス（'19） ほか

NHKの番組ＨＰ：

http://www.nhk.or.jp/archives/library/
埼玉県のＨＰ：

http://www.eizou.pref.saitama.lg.jp/


