
＊内容は変更されることがございます。

048-265-2500 048-265-2591

☆わくわくﾜｰｸ

★どきどきｻｲｴﾝｽ

1 水

2 木 投影

3 金

4 土 公開ライブラリー
上映会 投影

5 日 ウルトラマン
デッカーショー 投影

6 月 休館日

7 火

8 水

9 木 投影

10 金

11 土 映画アンパンマン 投影

12 日 投影

13 月 休館日

14 火

15 水

16 木

17 金

18 土

19 日

20 月 休館日

21 火

22 水

23 木 投影

24 金

25 土 ＮＨＫ公開番組使用
　　（事前申込）

☆ストロケット 投影

26 日 　　　　　休館 投影

27 月 休館日

28 火 【企画展】 休館

乗車停留所  のりば　　 系統　 行き先 所要時間 下車停留所

 上青木循環
 川口市立高校先回り
（14：00まで）

約9分

 上青木循環
 イオンモール先回り
（14：00以降）

約14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

【企画展】

ウルトラ
空想特撮
ワールド

休館日

休館日

休館日

休館日

休館

休館

日 曜 映像ミュージアム 映像ホール 公開ライブラリー

2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 2023.2 2 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/

◎特別ｲﾍﾞﾝﾄ/
♢にこにこ実験室

プラネタ
リウム

天文台

【企画展】

ウルトラ
空想特撮
ワールド

【企画展】

ウルトラ
空想特撮
ワールド

【企画展】

ウルトラ
空想特撮
ワールド

約13分

　　◎マッドサイエンティスト・
　　　   　　　　　 Dr.リンと霧箱をつくろう!

休館日

休館日
（照明設備工事による臨時休館

および館内整理日）

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

　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

(下車後徒歩5分)

ＳＫＩＰシティ20周年
番組・映像上映

休館

休館

休館日

休館日

休館日

　ＪＲ京浜東北線

　　　川口駅 川口駅東口

フィルム映画
上映会

わくわく

わくわく

わくわく/Jr.ムービー

わくわく

わくわく

わくわく

パネル展示

＆

DVD放映

ちょこっと工作

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

20周年イベント

ワークショップ
くらっしーと

クイズに挑戦！

パネル展示

＆

DVD放映
シアター上映

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

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

パネル展示

＆

DVD放映

パネル展示

＆

DVD放映

クッキング★プチ

こどもクッキング

★ビーズで分子模型

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

バランスのふしぎ
ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会

‐196℃…?!

ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ

観測会

ポン♪ボン!ドカン☆

☆結晶ネーム

★ビー玉万華鏡をつくろう

★ビー玉万華鏡をつくろう

★ビーズで分子模型

★ビー玉万華鏡を

つくろう◇ＥＶ3でプログラミング

‐196℃…?!
★ビー玉万華鏡を

つくろう

特別展

すごいぞ!元素
～ｽｲﾍｰﾘーﾍﾞ ﾎﾞｸﾉﾌﾈ～

12日（日）まで開催中!

わくわく／マンスリーWS

わくわく/Jr.ムービー

わくわく



★映像ホール
■ SKIPシティ ウィークエンドシアター

　★11日(土) 『映画それいけ！アンパンマン　ドロリンとバケ～るカーニバル』　10：00／12：00　（各回30分前開場）
～映画館デビューを応援！～　映画アンパンマンは小さなお子様も安心して見られる〈映画館デビュー応援上映〉です
【明るめの照明】【やさしい音量♪】【短めの上映時間（約60分）】 （2022年／日本／62分）

■ フィルム映画上映会（令和4年度優秀映画鑑賞推進事業） 各回30分前開場／1作品：500円

　★25日(土) 10:30 『愛を乞うひと』（監督：平山秀幸／1998年／135分） 14:00『GO』（監督：行定勲／2001年／123分）
　★26日(日) 10:30 『幻の光』（監督：是枝裕和／1995年／109分） 14:00『ゆれる』（監督：西川美和／2006年／119分）

●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 10:00 13:30 15:30

- 星の降る夜に 水の惑星

キッズアワー 星の降る夜に 水の惑星

- - 星の降る夜に

【お問合せ】 映像ホール ： 048-265-2591　v.hall@skipcity.com

大人(高校生以上)：1,000円／子供(2歳以上)：700円　※前売は各200円引き

11:30

星の降る夜に

星の降る夜に

-

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  

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

埼玉県のおすすめ番組 NHKの新着番組

・関東の水を治めて 泰平の世を築く 伊奈忠次

・しょうでんさま　国宝　歓喜院聖天堂

・屋上からタワークレーンが消えるまで

・アルプスの地下にきずく　新高瀬川発電所

・第255回 福は内．⿁は内？ ―嵐山町―

・竹間沢の車人形

・甘酒祭り　―狭山・梅宮神社―

・ふるさとの菓子　―せんべい・五家宝―

・車・くるま・クルマ　与野市

・さいたまの板石塔婆　～その歴史と周辺～

・【満島真之介さんオススメ】

「NHK映像ファイル　あの人に会いたい」

　⾧田弘(詩人)、森毅(数学者)、安野光雅(画家)

　赤瀬川原平(前衛芸術家・作家)、北杜夫(作家)

　安岡章太郎(作家)、金田一春彦(国語学者)

・【発掘番組】若い広場「矢野顕子の世界」('77)

・ドキュメンタリードラマ「命のバトン

　　　　　  ～赤ちゃん縁組がつなぐ絆～」('21)

・ｻﾞ･ﾌﾟﾚﾐｱﾑ「堤真一 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ大陸3000ｷﾛ」('16)

・大河ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ「精霊の守り人  最終章」('18)

・きかんしゃトーマス（'20）　　　　　　 ほか

写真展

『本庄市・昔の風景』

★ 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

ＳＫＩＰシティ2月 イベント情報

ウルトラ空想特撮ワールド  ～ウルトラマンと夢見る未来～ 【ワークショップ情報】  詳細はHPをチェック！ http://www.skipcity.jp/vm/workshop/

60年近くの長きにわたり子どもから大人まで世代をこえて
愛されてきた空想特撮「ウルトラマンシリーズ」。
本展では特撮の撮影工程や技術の紹介をはじめ、実際に
模型にふれたり、撮影技法を体験したりなどで「想像力」
を「創造力」に変えることもできる特撮にふれられます。

［会期］1/21（土）～7/2（日）
※2/5ウルトラマンデッカーショーの当日券はありません。

 ■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）

　 様々な映像手法が体験できるワークショップを開催します。
 ■毎月最終日曜日「ジュニアムービーワークショップ」 （要予約）

　 3・2・1アクション！めざせ映像クリエイター！映画のテクニックを
　 使ったストーリーの表現方法や、映像リテラシーが学べるよ。

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

消費生活キーワード２０
学んでおきたい！消費生活のあれこれ

期間 2月4日（土）・5日（日）
時間 9：30～17：00 (入館は16：30まで)

※クイズ受付は16：45まで

場所 くらっしーパーク
★パネル＆教材展示

★年表で振り返る！20年間の消費者問題

★消費生活クイズ＆スタンプラリー

★くらっしーとクイズに挑戦！

＠くらっしーシアター
小さなお子様でも楽しめる内容です。

①13：00 ②16：00 （各回約20分）

※当日の状況により、上演中止となる場合がございます。

20周年イベント
ワークショップ

2/4（土）

スノードーム風❅

シェイカー

・時 間 ①11:00 ②14:00
(各回約50分)

・場 所 実習室

・対 象 小学生以下のお子様

・定 員 各回20名(要整理券)

・参加費 無料

※整理券は9:30より

①②回分をまとめて

先着順に配布

（お一人様1枚限り）

ちょこっと工作

・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あり

こどもクッキング☆プチ

※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、クッキングなど
開催内容の変更や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。

くらしプラザからのお願い

2/11（土）

ハートの

オーナメント

～定員に達したため

申込み終了～

2/23（木・祝）

くまさん＆キャンディーの

デコ巻きずし

・ご入館の際は、マスクの着用・手指の消毒・検温にご協力ください。
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。

★

天

文

台

【サイエンスショー】 日曜・祝日(5日、19日除く) 14：00、15：00 約20分

【わくわくワーク】 土曜日（11日、18日を除く） 10：30、13：00 約20分 各40人

※未就学児は保護者同伴

【どきどきサイエンス】 日曜・祝日(5日、19日除く) 10：30、13：00 約30分 各20人（先着順）

【にこにこ実験室】日曜日(26日) 11：30 約30分 8組（先着順）

対象：小学3年生から高校生までとその保護者

【うきうき探検】 土曜日（11日、18日除く）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）

特別展「すごいぞ!元素 ～ｽｲﾍｰﾘｰﾍﾞ ﾎﾞｸﾉﾌﾈ～」 2月12日(日)まで

ｽｲﾍｰﾘｰﾍﾞ ﾎﾞｸﾉﾌﾈ･･･不思議な呪文のようだけど、実は元素の覚え方なんだって!

地球や人間をはじめとする生命を構成するのが元素。みんなの周りは元素であふれているんだ。

10種類以上の体験型展示物で元素の世界を学んでみよう!

♦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。

♦ご入館の際、マスクの着用・検温・消毒等をお願いしています。入館に際してのお願いの詳細は、ホームページをご覧いただくかお問合せください。

Facebook、YouTubeも開設中！

★プラネタリウム ※投影開始5分前に券の販売終了 定員:160人

※詳細は科学館ホームページをご確認ください。

◎特別イベント「マッドサイエンティスト・Dr.リンと霧箱をつくろう!」
自然界にも存在する放射線を確認できる霧箱をつくろう!
2月5日(日) ①10：30  ②13：00  ③15：00  
〔所要時間〕 約60分 〔対象〕小学4年生以上 〔定員〕 各10組（先着順） 〔材料費〕 無料
※当日9：30から受付で整理券を配布

土曜日

日曜・祝日

木曜日

(19日を除く)

2月のテーマ「冬の星座とオリオン座」【キッズアワー】

(16日、23日を除く)

(11日、18日を除く)

【夜間観測会】 25日（土） 開始時刻 ①18：00 ②18：40 主な観測対象：月

参加方法：2月7日（火）～14日（火）に科学館ホームページ（スマート申請）で申し込み

3月11日（土） 開始時刻 ①19：00 ②19：30 主な観測対象：オリオン大星雲

参加方法：2月21日（火）～28日（火）に科学館ホームページ（スマート申請）で申し込み

定員：各回20人（申込多数の場合は抽選） ※中学生以下は保護者同伴

※くもり・雨・強風時は中止

【ガイドツアー】 太陽観測を中心に3つの天文台を案内

土曜日（18日を除く） 10：45～11：15 ※雨・強風の場合は中止

対象・定員 科学展示室に入場したかた・12人（先着順）

【一般投影】星空の生解説＆番組 約50分 / 【キッズアワー】 約30分

ホームページ

こどもクッキング

2/26（日）

おひなさま＆桃の花の

デコ巻きずし

～定員に達したため

申込み終了～


