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  科学展示室 〔開館時間〕　9：30から17：00まで　（入館は16：30まで）

サイエンスショー　～身近に起こる現象を科学的な原理を交えながら考える実験ショー～　(自由観覧)

 〔開催日時〕 日曜日　14：00、15：00 　 所要時間… 約20分

 〔テーマ〕 4日、11日「まぜてみまSHOW」、18日、25日「じしゃくでドーン！！」

わくわくワーク　～身の回りにある素材を使った簡単な工作教室～
〔開催日時〕 土曜日　10:30、13:00　　所要時間… 約20分　　　材料費…無料

〔テーマ〕 3日 「わゴムでＧＯ！」、10日「はりがねクルクル」

　 17日「ガーガーコップ」、24日「アメンボ」、31日「ゾートロープ」

定員…各24人（先着順）　持ち物…マイバッグ　※当日9:30より受付で整理券配布。　※未就学児は保護者同伴

どきどきサイエンス　～テーマのあるものづくり・観察・実験などを行う教室～
 〔開催日時〕 日曜日　10:30、13:00　　所要時間…約30分

 〔テーマ〕 

　　　　　※当日科学展示室で先着順に受け付け。　※小学2年生以下は保護者同伴。定員…各20人（先着順）　持ち物…マイバッグ　※当日9:30より受付で整理券配布。　※小学2年生以下は保護者同伴。

にこにこ実験室　～実験器具の操作を学びながら、親子で科学の謎を解明する実験教室～

 〔開催日時〕 日曜日　11:30　 所要時間… 約30分

 〔テーマ〕　「化石発掘体験」

定員…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 　持ち物…マイバッグ　※当日9:30より受付で整理券配布

うきうき探検　～ミッションカードを手に入れて科学展示室を探検しよう～
 〔開催日時〕 土曜日　 11:30　　配布時間… 20分　※カードがなくなり次第、受付終了

★ 一般投影 　～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～

番組 「HAYABUSA2～REBORN」

番組 「星の旅 -世界編-」

定員…70人（入場者の制限をしています。）　 　所要時間…約50分

　★ 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をインターネットでライブ配信～

 〔配信予定〕

※曇りの時など、天体の画像が見られない場合があります。雨天時は中止します。

※ 夜間観測会は状況をみて再開します。

  4日（日） 19：30-20：30 火星

29日（木） 18：00-19：00 十三夜（月）

金 土日 月 火 水 木

休　館　日

休　館　日

材料費

200円

休　館　日
休　館　日

（館内整理日）

開催日

休　館　日

　 ☆観覧券は1階科学展示室入口で、当日9:30から開始時刻の5分前まで販売。券をお持ちでも原則途中入場はできません。
　 ◎投影スケジュール等詳細は裏面をご覧ください。

   1日（木） 18：30-19：30 中秋の名月

配信日 配信時間 観測対象

4日、11日、18日、25日

テーマ

偏光板でステンドグラス

休　館　日

10月のイベント
館報 2020

川口市立科学館 サイエンスワールド

〒333-0844 川口市上青木3-12-18 SKIPシティ内
TEL 048-262-8431 FAX 048-262-8481
ホームページ http://www.kawaguchi.science.museum

※各イベントは都合により変更または中止になる場合があります。
（ホームページ）

（facebook）

【10月の休館日】 5日(月)、6日(火)、12日(月)、19日(月)、26日(月）、27日(火) ※11月1日（日）は臨時休館となります。

〔開館時間〕 9：30から17：00まで （入館は16：30まで）

〔料 金〕 科学展示入場料 一般 210円、小中学生 100円、未就学児 無料

（年間入場券 一般 830円、小中学生 410円）

プラネタリウム観覧料 一般 410円、中学生以下 210円

（年間観覧券 一般 1,670円、中学生以下 830円）

※プラネタリウムで未就学児が座席を使用しない場合は無料です。

ただし、3歳未満の未就学児は観覧をお断りする場合があります。

※観覧券は1階科学展示室入口で、開始時刻の5分前まで販売します。
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天文台夜間天体ライブ配信

天文台夜間天体ライブ配信

ガーガーコップまぜてみまＳＨＯＷ

じしゃくでドーン！！

じしゃくでドーン！！

★天文台夜間天体ライブ配信★

天文台

1日(木)、4日(日)、29日(木)

（天文台夜間天体ライブ配信）

ゾートロープ

天文台夜間天体ライブ配信

プラネタリウム

（今月のイベント情報の

詳細はこちら）



  

 ●ＪＲ川口駅東口  7～9番乗場からバスで約13分、「川口市立高校」下車　徒歩5分

 ●ＪＲ川口駅西口　「みんななかまバス（青木線）」で約20分、

    「SKIPシティ」下車　（※平日、土曜のみ）

 ●ＪＲ西川口駅東口　5番乗場からバスで約9分、「川口市立高校」下車　徒歩5分

 ●埼玉高速鉄道　鳩ヶ谷駅西口　3番乗場からバスで約9分、

　　「上青木小学校」下車　徒歩5分

 ●埼玉高速鉄道　鳩ヶ谷駅東口　「みんななかまバス（青木線）」で約25分、

　　「SKIPシティ」下車（※平日、土曜のみ）

　SKIPシティ駐車場（8：00～22：00）  1時間 200円（当日中最大 1,000円）

　　（ ）カッコ内は券の販売終了時刻

投影開始時刻　 10：30（10：25） 13：00（12：55） 15：30（15：25）

木曜日 ― ― HAYABUSA２

土曜・日曜日 HAYABUSA２ HAYABUSA２ 星の旅

川口市立科学館 アクセス

電車とバス

駐車場

©KAGAYA studio

科学展示室
♦感染拡大防止のため休止している展示装置があります。

♦入場者の制限を行っています（１００人）。

♦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）の詳細は、科学館ホームページ

よりご確認ください。

プラネタリウム
♦一般投影のみとなります。

♦感染拡大防止により、密接を避けるため、隣同士の座席はご利用できません。

♦入場者の制限を行っています（７０人）。

♦投影中に体調が悪くなったときは、退室をお願いすることがあります。

『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。

科学が好きになる、科学についてもっと知りたくなる…そ

んな情報が満載！ぜひアクセスしてみよう！

入館に際してのお願い

（学習支援コンテンツ）

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）

一般投影 番組 「星の旅 -世界編-」（投影延長）

一般投影 番組「HAYABUSA2～REBORN」

2020年12月6日、小惑星探査機「はやぶさ2」ついに地球帰還！

困難を乗り越え、数々のミッションを成功させたはやぶさ2の活躍を

高精細に描いた感動の完結編。

（星空の生解説約20分と番組30分）
©HAYABUSA2～REBORN 製作委員会

ワークショップ

「自動運転で動く車のしくみ」（2回連続講座）

協賛：ビー・エム・ダブリュー株式会社 企画・制作：日本科学未来館

〔日時〕 第1回 11月3日（火・祝）、第2回 11月8日（日）
各回10：00～12：00

〔対象〕 小学4年生以上とその保護者（中学生以上は1人参加可）
※2回とも受講できるかた

〔定員〕 6組
〔料金〕 無料 ただし科学展示入場料が必要
〔申込〕 18日（日）（必着）までに往復はがきまたは科学館ホームページで
※申込多数の場合は抽選
※詳細は科学館ホームページをご覧ください。

ＬＥＧＯ・ＥＶ3を使って自動運転とプログラミングを学ぶことができます。

科学館 You Tubeチャンネル

実験・工作 ※当日9:30より受付で整理券配布。

わゴムでGO！ はりがねクルクル ガーガーコップ

アメンボ ゾートロープ 偏光板でステンドグラス

※開催日時等につきましては、表面をご覧ください。

旅をすると風景が変わるように、星空にもその土地の見え方があり

ます。南十字星や天の川、ウユニ塩湖の水鏡に映る満天の星。3年

の歳月をかけ世界の星を追い求めた奇跡の映像作品。

（星空の生解説約20分と番組29分）

＜火星の最接近＞ ※ライブ配信は10/4

10月6日、火星が2年2か月ぶりに地球に

最接近となる。2018年の大接近と比べて

火星の見かけの大きさがほぼ同程度の

「準大接近」。明るく、大きく見えるため観察するチャンスとなる。

＜お月見＞

★中秋の名月(10/1)・・・旧暦8月15日の

月のこと。月がちょうど良い高さに昇るため

眺めやすく、空が澄んで月が美しく見える

ことから名月として古くから鑑賞されてきた。

★十三夜(10/29)・・・旧暦9月13日の月のこと。十五夜（中秋の

名月）に並ぶ名月とされる。

天文台夜間天体ライブ配信で

「月」と「火星」を見よう！

（ワークショップ

「自動運転で動く

車のしくみ」）

10月のプラネタリウム
〔観覧料〕 一般 410円 中学生以下 210円 ※未就学児で席を使わない場合は無料

※観覧券は1階科学展示室入口で当日9:30から開始時刻の5分前まで販売（券をお持ちでも原則途中入場はできません）

〔定員〕 70人（入場者の制限をしています） 〔所要時間〕 約50分


