
日 曜

1 木

2 金

※詳細は裏面をご覧ください。

5 月

6 火

7 水

8 木

9 金

12 月

13 火

14 水

15 木

16 金

　 所要時間…約50分

　★秋番組 「水の惑星」 　　17日(土)から

　★夏番組 「マジックグローブ　季節の物語」

　★春番組 「プラネタリウムでチコちゃんに叱られる!」 　　11日(日)まで

20 火

21 水 　 所要時間…約30分

22 木

　　※参加者募集イベントの申込方法等、詳細は裏面をご覧ください。

　開催日時…土曜日 10：45　　所要時間…約30分　　定員…5人（先着順）　

　参加方法…当日科学展示室に入場したかたで先着順に受付　　※雨・強風の場合は中止　

26 月

27 火

28 水

29 木

30 金

 今月の目玉

内容・テーマ 開催時間

日曜・祝日のイベント

15：30

一般投影　～当日の星空解説＆天文トピックスの紹介と番組～

特別観測会

観測対象

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～

夜間観測会　～屋上の主天文台と副天文台でその日によく見える天体を観測～

土曜日のイベント

プラネタリウム 「マジックグローブ　季節の物語」

 　ミニ実験ショー　10：00、11：00、12：30、13：30、16：00　　　所要時間…約10分

毎日開催イベント

科学展示室
【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

特別イベント

プラネタリウム
【観覧料】 一般 410円 中学生以下 210円 未就学児で座席を

使用しない場合は無料【年間観覧券】  一般 1,670円 中学生以下 830円

　
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）

23
金
・
祝

いきいきサイエンス
サイエンスショー
どきどきサイエンス
プラネタリウム

「～ハートに願いを～ キラめくサンキャッチャー」
「シャボン玉大実験」
「てんびんで綱渡り」 (350円)

「キッズアワー」
「水の惑星」
「マジックグローブ　季節の物語」

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

プラネタリウム 「水の惑星」

24 土

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

「バランスとんぼ」

「水の惑星」
「マジックグローブ　季節の物語」

「土星」　※要事前申込

10：30　13：00
11：30
11：30　13：30
15：30
10：45
18：30　19：10

25 日

サイエンスショー
どきどきサイエンス
にこにこ実験室
プラネタリウム

「シャボン玉大実験」
「てんびんで綱渡り」 (350円)

「EV3でプログラミング」
「キッズアワー」
「水の惑星」
「マジックグローブ　季節の物語」

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

15：30

18 日

サイエンスショー
どきどきサイエンス
にこにこ実験室
プラネタリウム

「ドキドキ慣性大実験」
「てんびんで綱渡り」 (350円)

「化石発掘体験」 (200円)

「キッズアワー」
「水の惑星」
「マジックグローブ　季節の物語」

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

19
月
・
祝

サイエンスショー
どきどきサイエンス
プラネタリウム

「ドキドキ慣性大実験」
「てんびんで綱渡り」 (350円)

「キッズアワー」
「水の惑星」
「マジックグローブ　季節の物語」

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

3 土

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

「紙トンボコプター」

「マジックグローブ　季節の物語」
「プラネタリウムでチコちゃんに叱られる!」

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

休館日

休館日（特別整理期間）

休館日

4 日

サイエンスショー
どきどきサイエンス
にこにこ実験室
プラネタリウム

「ソルトVSシュガー」
「てんびんで綱渡り」 (350円)

「化石発掘体験」 (200円)

「キッズアワー」
「マジックグローブ　季節の物語」
「プラネタリウムでチコちゃんに叱られる!」

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

〔プラネタリウム休止〕

17 土

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

「コップでプラ板」

「水の惑星」
「マジックグローブ　季節の物語」

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

土

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
特別観測会

「ストロー飛行機」

「マジックグローブ　季節の物語」
「プラネタリウムでチコちゃんに叱られる!」

「中秋の名月」　※募集は8/30で終了

10：30　13：00
11：30
11：30　13：30
15：30
10：45
19：30

11 日

サイエンスショー
どきどきサイエンス
にこにこ実験室
プラネタリウム

「風の力」
「てんびんで綱渡り」 (350円)

「化石発掘体験」 (200円)

「キッズアワー」
「マジックグローブ　季節の物語」
「プラネタリウムでチコちゃんに叱られる!」

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

10

休館日

15：30プラネタリウム 「水の惑星」

休館日

休館日(館内整理日)
土星   9月6日(火)～13日(火)17：00

　「中秋の名月」　 10日(土) 19：30～20：30 　※8/30まで科学館ホームページで参加者募集

　　プラネタリウム
◎投影スケジュール等、詳細は裏面をご覧ください。
☆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。（席数…160席）

　 9月・10月のテーマ 「秋の星座とお月見」

キッズアワー ～生解説中心の子ども（小学校低学年）向け投影～

　天文台

開催日時 申込期間（スマート申請）

24日(土)
①18：30～19：00

②19：10～19：40

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 14：00、15：00 (自由観覧) 所要時間…約20分

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～

開催日時…日曜・祝日 10：30、13：00 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

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 定員…8組(先着順)

材料費…テーマにより有料 対象…小学3年生から高校生までとその保護者

※当日9：30より受付で整理券を配布 ※「化石発掘体験」は化石が出ないこともあります

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

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 11：30 配布時間… 20分 ※カードが無くなり次第受付終了

〒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。9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

9月の休館日…9月5日(月)、12日(月)～16日(金)、20日(火)、26日(月)、27日(火)

定員…各回20人(申込多数の場合は抽選) 参加費…無料

参加方法…上記申込期間に科学館ホームページ(スマート申請)で申込み

※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。
※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。

いきいきサイエンス ～大人のための科学ものづくり教室～

「～ハートに願いを～キラめくサンキャッチャー」 23日(金・祝) 10：30、13：00

今月のイベント情報

夜間観測会

新番組「 」

17日(土)から投影開始！

地球は生命あふれる海をもった

特別な惑星。水の惑星地球を

見つめ直す旅がはじまります。



〔所要時間〕 一般投影 約50分（星空の生解説＋番組）/ キッズアワー 約30分　　　〔席数〕 160席

※ 8日(木)はメンテナンス、15日(木)は休館日のため投影はありません。

 ●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　 10：00（9：55） 11：30（11：25） 13：30（13：25） 15：30（15：25）

チコちゃんに叱られる!

日曜日 キッズアワー マジックグローブ マジックグローブ チコちゃんに叱られる!
11日(日)

まで

土曜日 - マジックグローブ マジックグローブ

1日(木) - - - マジックグローブ

マジックグローブ

日曜・祝日 キッズアワー 水の惑星 水の惑星 マジックグローブ

水の惑星

17日(土)
から

土曜日 - 水の惑星 水の惑星

木曜日 - - -

9月のプラネタリウム ※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）

※声が響くなど、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。

※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。

入館に際してのお願い

♦マスクの着用・検温・消毒 をお願いしています。

♦入館に際してのお願いの詳細は、ホームページよりご確認ください。

20cm屈折望遠鏡で観測します。

〔時間〕 18：30～19：30

〔定員〕 100人

〔申込期間〕 9月13日～27日17：00

参加者募集

〔申込方法〕上記申込期間中に、

科学館ホームページ（スマート申請）でお申し込みください。

※申込多数の場合は抽選

※天候不良時は開催中止となります。

20cm屈折望遠鏡で観測します。

〔時間〕 19：30～20：30

〔定員〕 100人

〔申込期間〕 8月16日～30日17：00

キッズアワー 9月・10月のテーマ「秋の星座とお月見」

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。

「月をつかまえた子供」（約5分）も投影します。

「チコちゃんに叱られる!」©NHK

「ボーっと生きてんじゃねーよ！」でおなじみの永遠

の５歳児・チコちゃんがプラネタリウムで大活躍！宇

宙に関する素朴な疑問を、目からウロコの解説で解

き明かしていきます。大人のみなさん、そして子ども

のみなさん、宇宙のこと、ちゃんと答えられますか？

(星空の生解説約27分と番組23分)

夏はいつまで続くの？おじいちゃんの家でひと

夏を過ごす少女ミア。ある日、屋根裏部屋で季

節を自由に変えることができるマジックグローブ

をみつけます。

ミアの出会いや体験を通じ、季節があることや

自分で考えることの大切さを学びます。

(星空の生解説約21分と番組29分)©Creative Planet

世界各地で撮影した星空タイムラプス映

像と、心地よい水中映像が広がります。

地球は生命あふれる海をもった特別な

惑星。太陽系に存在する氷の天体（土星

のリングや衛星エンセラダス、彗星）を、

迫力あるＣＧで体験しながら、水の惑星

地球を見つめ直す旅がはじまります。

(星空の生解説約21分と番組29分)

🄫KAGAYA Studio

電車とバス

駐車場

駐車場

川口市立科学館 アクセス

9月のわくわくワーク・どきどきサイエンス

ストロー飛行機

コップでプラ板

紙トンボコプター

バランスとんぼ

てんびんで綱渡り

ステンドグラスの技法を使って、

オリジナルサンキャッチャーを製作しよう！

〔特別講師〕 熊谷ガラス工房 熊谷 周二 氏

〔日時〕 9月23日（金・祝） 10：30～11：30、13：00～14：00

〔対象〕 高校生以上 〔定員〕 各回10人（先着順）

〔材料費〕 無料 〔持ち物〕 マイバッグ

〔参加方法〕 当日9：30から受付で整理券を配布

～大人のための科学ものづくり教室～

「～ハートに願いを～キラめくサンキャッチャー」


