
今月の目玉

　

日 曜

1 土

2 日 　　◎詳細は裏面をご覧ください。

3 月

◎特別イベント「おシャーレ光の箱を作ろう」 8日(土)、15日(土)　10：30、14：30

◎特別イベント「へんしん！紙コップライト」　 8日(土)、15日(土)　13：00、16：00

後期サイエンスクラブ「光のひみつハンター」

　開催日：22日(土)、29日(土)、2月5日(土)　※参加者募集は12月24日(金)で終了

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…4日(火)、6日(木)、22日(土)、29日(土)　10：30、13：00

所要時間…約20分　定員…各回40人　持ち物…マイバッグ　※未就学児は保護者同伴　

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(1日を除く)　11：30　配布時間… 20分　

※カードが無くなり次第受付終了

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～

開催日時…日曜・祝日(1日、2日を除く)　14：00、15：00　(自由観覧)　

11 火 所要時間…約20分

12 水 どきどきサイエンス　～テーマのあるものづくり・観察・実験を行う教室～

13 木 開催日時…5日(水)、7日(金)、日曜・祝日(1日、2日を除く)　10：30、13：00　　

14 金 所要時間…約30分 　定員…各回20人（先着順） 　持ち物…マイバッグ 　材料費…有料

※小学2年生以下は保護者同伴　※当日9：30から受付で整理券を配布

◎展示室の装置を使った「ミニ実験ショー」を毎日開催！

★一般投影　～当日の星空解説＆天文トピックスの紹介と番組～

　冬番組 「オーロラの調べ　神秘の光を探る」

17 月 　秋番組 「アポロストーリー　月への挑戦」

18 火 ☆キッズアワー　～星空やテーマにそった内容を子ども（小学校低学年）向けに解説～

19 水 　1月・2月のテーマ 「冬の星とオリオン座」

20 木 定員…160人　　所要時間…約50分(キッズアワーは約30分)

21 金

　　天文台ガイドツアー　～副天文台での太陽観測を中心に3つの天文台を案内～

開催日時…土曜日(1日を除く)　10：45　　所要時間…約30分　

定員…5人（先着順）　　対象…当日科学展示室に入場したかた

24 月 参加方法…当日科学展示室で受付　　※雨・強風の場合は中止

25 火 　　夜間観測会

26 水  　　～屋上の主天文台と副天文台でその日によく見える天体（惑星や月、星雲など）を観測～

27 木

28 金

定員…各回20人　　参加費…無料　　観測時間…開始時刻より30分間

参加方法…下記時間に科学館へ電話(048-262-8431)でお申込みください(先着順)

31 月

特別展 「ぴかり　光であそぼう！光で学ぼう！」　2月13日(日)まで

特別イベント

うきうき探検
プラネタリウム

天文台ガイドツアー

「おシャーレ光の箱を作ろう」
「へんしん！紙コップライト」

「オーロラの調べ」
「アポロストーリー　月への挑戦」

10：30　14：30
13：00　16：00
11：30
11：30　13：30
15：30
10：45

15 土

「ぴからせてみまSHOW」
「テレビ石のなぞ」 (200円)

「ミカンのちから」 (100円)

「キッズアワー」
「オーロラの調べ」
「アポロストーリー　月への挑戦」

14：00　15：00
10：30
13：00
10：00
11：30　13：30
15：30

サイエンスショー
どきどきサイエンス

プラネタリウム日16

7

8

「新春サイエンスショー」
「テレビ石のなぞ」 (200円)

「ミカンのちから」 (100円)

「キッズアワー」
「オーロラの調べ」
「アポロストーリー　月への挑戦」

14：00　15：00
10：30
13：00
10：00
11：30　13：30
15：30

サイエンスショー
どきどきサイエンス

プラネタリウム日9

23

「ふうせん大実験」
「テレビ石のなぞ」 (200円)

「ミカンのちから」 (100円)

「キッズアワー」
「オーロラの調べ」
「アポロストーリー　月への挑戦」

14：00　15：00
10：30
13：00
10：00
11：30　13：30
15：30

サイエンスショー
どきどきサイエンス

プラネタリウム日30

29 土

休館日

休館日(館内整理日)

金

「新春サイエンスショー」
「テレビ石のなぞ」 (200円)

「ミカンのちから」 (100円)

「キッズアワー」
「オーロラの調べ」
「アポロストーリー　月への挑戦」

14：00　15：00
10：30
13：00
10：00
11：30　13：30
15：30

サイエンスクラブ
わくわくワーク
うきうき探検
プラネタリウム

天文台ガイドツアー

「LED電気工作に挑戦」　※募集は12/24で終了

「はりがねクルクル」

「オーロラの調べ」
「アポロストーリー　月への挑戦」

14：30
10：30　13：00
11：30
11：30　13：30
15：30
10：45

日

土

「おシャーレ光の箱を作ろう」
「へんしん！紙コップライト」

「オーロラの調べ」
「アポロストーリー　月への挑戦」

「月」 ※要事前予約

10：30　14：30
13：00　16：00
11：30
11：30　13：30
15：30
10：45
17：30　18：10

特別イベント

うきうき探検
プラネタリウム

天文台ガイドツアー
夜間観測会

土

休館日

15：30

「ぴからせてみまSHOW」
「テレビ石のなぞ」 (200円)

「ミカンのちから」 (100円)

「キッズアワー」
「オーロラの調べ」
「アポロストーリー　月への挑戦」

14：00　15：00
10：30
13：00
10：00
11：30　13：30
15：30

サイエンスショー
どきどきサイエンス

プラネタリウム

休館日

「テレビ石のなぞ」 (200円)

「ミカンのちから」 (100円)

「オーロラの調べ」
「アポロストーリー　月への挑戦」

10：30
13：00
11：00　13：00
15：00

どきどきサイエンス

プラネタリウム

22

6 木
わくわくワーク
プラネタリウム

「開運！おきあがりタイガー」
「オーロラの調べ」
「アポロストーリー　月への挑戦」

10：30　13：00
11：00　13：00
15：00

わくわくワーク
プラネタリウム

「開運！おきあがりタイガー」
「オーロラの調べ」
「アポロストーリー　月への挑戦」

10：30　13：00
11：00　13：00
15：00

4 火

5 水

どきどきサイエンス

プラネタリウム

「テレビ石のなぞ」 (200円)

「ミカンのちから」 (100円)

「オーロラの調べ」
「アポロストーリー　月への挑戦」

10：30
13：00
11：00　13：00
15：00

月
・
祝

10

プラネタリウム 「オーロラの調べ」

中学生以下 830円

　
　プラネタリウム

天文台

開催日

8日（土）

22日（土）

休館日　1日(土)～3日（月）　（年末年始）

科学展示室
【入場料】

特別イベント

土曜日のイベント

日曜・祝日のイベント

サイエンスショー
どきどきサイエンス

プラネタリウム

休館日

プラネタリウム 「オーロラの調べ」 15：30

プラネタリウム 「オーロラの調べ」

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

　　科学展示室
 ～参加体験型の約40の展示装置が並ぶ～
 【開館時間】9：30～17：00（入館は16：30まで）

内容・テーマ 開催時間

【観覧料】 一般 410円 中学生以下 210円 未就学児で座席を
使用しない場合は無料【年間観覧券】  一般 1,670円

15：30

「液体万華鏡に挑戦」　※募集は12/24で終了

「アルソミトラ」

「オーロラの調べ」
「アポロストーリー　月への挑戦」

「プレアデス星団(M45)」 ※要事前予約

14：30
10：30　13：00
11：30
11：30　13：30
15：30
10：45
18：00　18：40

サイエンスクラブ
わくわくワーク
うきうき探検
プラネタリウム

天文台ガイドツアー
夜間観測会

プレアデス星団（M45） ①18：00　②18：40

開催日 予約受付時間

8日（土）  4日(火)～7日(金)　9：30～17：00

22日（土） 18日(火)～21日(金)　9：30～17：00

☆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。

観測対象 開始時刻

月 ①17：30　②18：10

　※曇り、雨、強風等、天候不良の場合は中止いたします。当日16：00～17：00に
　科学館ホームページまたは電話(048-262-8431)で開催の有無をご確認ください。

〒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。1月のイベント館報 2022

川口市立科学館 サイエンスワールド
Facebook、

YouTubeも
開設中！

ホームページ

今月のイベント情報

※平日は、学校団体が利用している場合があります。なお、一般のかたもご利用いただけます。

1月の休館日…1日（土・祝）～3日（月）、11日（火）、17日（月）、24日（月）、25日（火）、31日（月）

1月から、投影スケジュールが変更となります。

詳細は裏面をご確認ください。



 ●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

    「SKIPシティ」下車　（※平日、土曜のみ）

 ●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

- - オーロラの調べ

　　（ ）カッコ内は券の販売終了時刻

キッズアワー オーロラの調べ オーロラの調べ

13：30（13：25） 15：30（15：25）

アポロストーリー　月への挑戦

アポロストーリー　月への挑戦

- オーロラの調べ

11：30（11：25）

オーロラの調べ

投影開始時刻　 10：00（9：55）

土曜日(1日を除く)

木曜日(6日を除く)

日曜・祝日(1日、2日を除く)

-

投影開始時刻　 11：00（10：55） 13：00（12：55） 15：00（14：55）

4日(火)～7日(金)
(冬休み期間)

オーロラの調べ オーロラの調べ アポロストーリー　月への挑戦

１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 〔定員〕 160人

※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）

※周りのお客様の観覧に支障が出ると思われる場合には、退室をお願いすることがあります。

♦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。

入館に際してのお願い

※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。

◆わくわくポイント①

巨大万華鏡で不思議な

世界をのぞいてみよう！

中に入ることができるぐらい
大きな万華鏡が登場！

のぞいてみるとどんな世界
が見えるかな？

◆わくわくポイント③

虹の広場

ひもをぐるぐると回してみる
だけで、虹ができる？

光の三原色を利用した体
験コーナーで虹をうかびあ
がらせよう！

光ってなに？私たちの生活に欠かせないほど身

近な存在の「光」について、みなさんはどんなこと

を知っていますか？

身近にあるけど、あまり意識しない「光」をテーマ

に、自分の目で見て、遊びを通して体験しながら

学ぶことができる展示です。

わくわくするような「光」の体験と共に、科学の

「ぴかり」を全身で感じよう！

川口市立科学館 アクセス

電車とバス 駐車場

SKIPシティ駐車場（8：00～22：00）

1時間 200円（当日中最大 1,000円）

1969年7月20日、アポロ11号が月面着陸に成功。

世界中からたたえられた宇宙飛行士たちの功績、

その陰にあった多くの人々の努力。

困難を乗り越え、様々な成果を残した

「アポロ計画」に携わった40万人の物語。

(星空の生解説約24分と番組26分)

🄫KAGAYA Studio

オーロラが舞う島アイスランドには、

今でも北欧神話が語り伝えられて

います。

妖精や巨人が出てきそうな不思議

でダイナミックな景色がこの島の特

徴。

白夜や極北の星空、地球の自然と

ともにさまざまなオーロラをお楽し

みください。

(星空の生解説約24分と番組26分)

◆わくわくポイント②

夕焼けのひみつ

「空はなぜ青いの？夕日
はどうして赤いの？」

そんな疑問を解決する不
思議な箱を見てみません
か？

◆わくわくポイント④

光のスタンプラリー

各展示コーナーに置かれた
スタンプ台をめぐって、スタン
プを集めよう！

全てのスタンプを押すことが
できれば、特別展オリジナル
グッズをプレゼント！

2月にも特別イベントを予定しています！

詳細は科学館ホームページをご覧くだ

さい。

〔講師〕 さかさパンダサイエンスプロダ

クション 中川 律子 氏

〔所要時間〕 各回約30分

〔定員〕 各回10組 〔材料費〕 無料

※当日9：30から受付で整理券を配布

※小学2年生以下は保護者同伴

〔日時〕 1月8日(土) 、15日(土)

各日2回開催 10：30、14：30

〔日時〕 1月8日(土) 、15日(土)

各日2回開催 13：00、16：00

星空やテーマにそった内容を子ども（小学校低学年）向けに
解説します。星座神話「オリオン座物語」（約5分）も投影します。
(投影時間約30分)

〔日時〕 2月23日（水・祝） 10：00～12：00
〔対象〕 小学4年生～6年生 〔定員〕 10人 〔料金〕 2,000円
〔申込〕 1月4日(火)～30日（日）に科学館ホームページ、または往復はがき（必着）
※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。

「入門！電気工作（トランスフォームロボ）」

クランクを用いた工作の基本を学びます。初めて電気工作に挑戦したいかた向けの工作教室です。

科学ものづくり教室

科学ものづくり教室


