
日 曜

1 火

2 水 　　※詳細は裏面またはホームページをご覧ください。

4 金

7 月

9 水

10 木

11 金

　 所要時間…約30分

　★星空の生解説　　　★2022年春番組 「プラネタリウムでチコちゃんに叱られる!」

15 火

16 水 　 所要時間…約50分

17 木

18 金

　 所要時間…約30分

　 11月・12月のテーマ 「クリスマス」

　　※詳細は裏面をご覧ください。

21 月

22 火

24 木 　開催日時…土曜日 10：45　　所要時間…約30分　　定員…12人（先着順）　

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

29 火

30 水

月 休館日

火星 11月22日(火)～29日(火)17：00

19 土

科学ものづくり教室
ﾒｶﾓｸﾞﾗ・ﾋﾞｯｸﾞｺｰｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ
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

「2足歩行ロボットに挑戦！」　※募集は10/25で終了

「メカモグラ体験」
「ランタンコップ」

「水の惑星」
「マジックグローブ　季節の物語」

  9：40
13：00-16：00
10：30　13：00
11：30
11：30　13：30
15：30
10：45

①18：00～18：30

②18：40～19：10

①18：00～18：30

②18：40～19：10

①18：00～18：30

②18：40～19：10

特別観測会

天文台特別ライブ配信

  「皆既月食」  8日(火) 18：00～21：00   ※開催時間内は出入り自由

  「皆既月食Live！」  8日(火) 18：00～21：49

休館日

23
水
・
祝

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～

　　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）

休館日

一般投影　～当日の星空解説＆天文トピックスの紹介と番組～

プラネタリウム 「水の惑星」 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

「科学DE防災」
「宝石でお絵かき」 (300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

　 県民の日　天文台特別ガイドツアー

　開催日時…14日(月) 13：00～14：00　　所要時間…約20分

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～

　参加方法…当日13：00から科学館入口前で受け付け　　※雨・強風の場合は中止

日曜・祝日のイベント

県民の日　無料公開　※要無料観覧券

【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

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

　
　　　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）

 今月の目玉
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

プラネタリウム

8 火

土曜日のイベント

内容・テーマ 開催時間

特別イベント

3
木
・
祝

5 土

6 日

科学ものづくり教室
サイエンスショー
どきどきサイエンス
プラネタリウム

開催日時 観測対象 申込期間（スマート申請）

11月12日(土) 木星 10月25日(火)～11月1日(火)17：00

11月26日(土) 木星 11月8日(火)～16日(水)17：00

12月10日(土)

休館日

中学生・高校生による
　　　　    サイエンスDAY
どきどきサイエンス
プラネタリウム

天体撮影実習

「川口市立高校附属中学校・上青木中学校・
　神根中学校・川口市立高校」
「ゆれる科学　揺れない技術」 (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」
「入門！月を撮ろう」　※募集は10/18で終了

11：00　13：00
14：00　15：00
10：30　13：00
10：00
11：30　13：30
15：30
17：00

プラネタリウム 「水の惑星」 15：30

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

「ロープワークバンド」

「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

「電子オルゴール製作」　※募集は10/25で終了

「科学DE防災」
「ゆれる科学　揺れない技術」 (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」

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

12 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

「防災キャンドル」

「水の惑星」
「マジックグローブ　季節の物語」

「木星」　※要事前申し込み

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

特別観測会
天文台特別ライブ配信

「皆既月食」
「皆既月食Live！」

18：00-21：00
18：00-21：49

プラネタリウム 「水の惑星」 15：30

13 日

サイエンスショー
どきどきサイエンス
プラネタリウム

「科学DE防災」
「七色☆ボトルをつくろう」 (300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

14 月

わくわく屋台村

プラネタリウム

天文台特別ガイドツアー

「大宮高校・川口市立高校」
「浦和東高校・川口青陵高校・川口高校」
「プラネタリウムでチコちゃんに叱られる!」
「星空の生解説」

10：00-12：00
13：30-15：30
10：00　13：00　16：00
11：30　14：30
13：00

28

27 日

学ぼう防災！

サイエンスショー
どきどきサイエンス
プラネタリウム

「はしご車見学会」
「こども防災教室」
「パン'Sキッチン」
「キャンドルをつくろう(クリスマスVer.)」 (400円)

「キッズアワー」
「水の惑星」
「マジックグローブ　季節の物語」

10：00-15：00
11：30　13：30　15：40
14：00　15：00
10：30　13：00
10：00
11：30　13：30
15：30

休館日(館内整理日)

　★秋番組 「水の惑星」

　★夏番組 「マジックグローブ　季節の物語」

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～

20 日

ﾒｶﾓｸﾞﾗ・ﾋﾞｯｸﾞｺｰｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ

いきいきサイエンス
どきどきサイエンス
プラネタリウム

「メカモグラ体験」
「トーナメント大会」
「葉脈標本のブックマーカー」
「宝石でお絵かき」 (300円)

「キッズアワー」
「水の惑星」
「マジックグローブ　季節の物語」

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

26 土

科学ものづくり教室
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

「2足歩行ロボットに挑戦！」　※募集は10/25で終了

「非常用スリッパ」

「水の惑星」
「マジックグローブ　季節の物語」

「木星」　※要事前申し込み

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

　天文台

県民の日 無料公開 14日(月)

◎わくわく屋台村 午前の部 10：00～12：00 / 午後の部 13：30-15：30

サイエンスまつり ～学ぼう科学！学ぼう防災！～ 開催期間：1日(火)～27日(日)

◎中学生・高校生によるサイエンスDAY 3日(木・祝)

◎メカモグラ・ビッグコーストーナメントin川口市立科学館 19日(土)、20日(日)

◎いきいきサイエンス「葉脈標本のブックマーカー」 20日(日) 

◎学ぼう防災！「はしご車見学会＆こども防災教室」 27日(日)

◎防災に関する特設コーナーを開設！

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（3日、20日を除く） 14：00、15：00 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

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。11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

※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。

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)で申し込み

※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。

Facebook、

YouTubeも
開設中！

ホームページ

夜間観測会

「サイエンスまつり ～学ぼう科学！学ぼう防災！～」 開催 （～27日）

県民の日 無料公開

今月のイベント情報

サイエンスまつり
11月 1日(火)～27日(日)

イベント、特設コーナーなど科学いっぱいの１カ月。みんなで科学館に行こう！

11月の休館日…7日(月)、15日(火)、21日(月)、28日(月)、29日（火）

～学ぼう科学！学ぼう防災！～



「
コ

〔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

 ●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

木曜日（3日を除く） - - - 水の惑星

14日（月） ※要無料観覧券。「県民の日　無料公開」をご覧ください。

土曜日 - 水の惑星 水の惑星 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

川口高校 「コップロケット計画」

（ ）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）

午前の部
大宮高校 「作ってみよう！かっこいい分子モデル」

川口市立高校 「電気クラゲ」

午後の部

浦和東高校 「おへやでたこあげ」

川口青陵高校 「葉脈しおりをつくろう」

14日(月) 番組 星空の生解説 番組 星空の生解説 番組

投影日時 ①10：00 ②11：30 ③13：00 ④14：30 ⑤16：00

11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。

※ご入館の際、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は、ホームページよりご確認ください。

※曇りや雨、強風の場合は中止します。

開催の有無は科学館ホームページに掲載しますのでご確認ください。

日本全国で条件の良い皆既月食！

小型望遠鏡で月食を観察しませんか？

〔日時〕 11月8日(火) 18：00～21：00

〔場所〕 SKIPシティB街区西側

〔定員〕 なし

〔参加方法〕

当日、開催場所に直接お越しください。

（開催時間内は出入り自由）

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）

プラネタリウム ※観覧には無料観覧券が必要です。各回約30分。科 学 展 示 室 ※鉄道模型手動運転は有料です。

番組… 2022年春番組「プラネタリウムでチコちゃんに叱られる!」

〔定員〕 各回160人 ※無料観覧券は当日9：00から1階科学館入口前で配布（先着順）

〔開催時間〕 13：00～14：00 （所要時間〕 約20分
※当日13：00から1階科学館入口前で受け付け ※雨・強風の場合は中止

わくわく屋台村 ～高校生によるいろいろなものづくりを体験できます～

〔開催時間〕 午前の部 10：00～12：00 （入場は11：45まで）
午後の部 13：30～15：30 （入場は15：15まで）

〔参加校と内容〕 ※各校120人分の材料を準備、なくなった時点で終了

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

20日（日） いきいきサイエンス
「葉脈標本のブックマーカー」

葉脈標本を用いてしおりを製作します。

〔開催時間〕 ①10：30～11：30 ②13：00～14：00

〔対象〕 高校生以上 〔定員〕 各回10人（先着順）

〔持ち物〕マイバッグ 〔材料費〕 無料

〔参加方法〕 当日9：30から受付で整理券を配布

「もっとしりたい！防災のこと」

3日（木・祝）

科学系部活動の生徒によるステージ発表を開催！

〔開催時間と参加校〕

★11：00～11：30 川口市立高校附属中学校 科学部

☆13：00～13：30 上青木中学校 科学部

★14：00～14：30 神根中学校 科学技術部

☆15：00～15：30 川口市立高校 自然科学部

中学生・高校生によるサイエンスDAY

災害について知り、今できること、災害時にしな

ければならないことを学ぼう！家族4人が3日間

すごすための食べ物や飲み物ってどれくらい？

実際の展示物を見ていざというときに備えよう！

〔協力〕 川口市 危機管理課

特別イベント

「土からわかる防災のおはなし」

地球をつくる岩や砂、火山灰などからつくられた

土のことを科学的にミクロの目で調べることで災

害に備える知識を身につけよう！

〔企画・製作〕 名古屋市港防災センター

〔協力〕 全国科学館連携協議会

2日間開催されるメカモグラ体験で規定タイムをク

リアして、20日(日)に開催されるトーナメント大会

に出場しよう！

◎メカモグラ体験 …19日(土) 13：00～16：00

20日(日) 10：00～14：30

◎トーナメント大会…20日(日) 15：00～16：00

メカモグラ・ビッグコーストーナメント

in川口市立科学館

19日（土）、20日（日）

～学ぼう科学！学ぼう防災！～

サイエンスまつり

〔開催期間〕11月 1日（火）～27日（日）

望遠鏡で観測した月食の画像を

ホームページでリアルタイム配信！

〔配信日時〕

11月8日(火) 18：00～21：49

キッズアワー１１月・１２月のテーマ 「クリスマス」

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。「プレアデス神話」（約5分）も投影します。

〔材料費〕 無料 〔持ち物〕 マイバッグ ※未就学児は保護者同伴

天文台 特別ガイドツアー

27日（日） 学ぼう防災！
「はしご車見学会＆こども防災教室」

科学館にはしご車がやってくる！防災教室とあわせて、

いざというときにそなえよう！

◎はしご車見学会… 午前 10：00～12：00

午後 13：00～15：00

〔場所〕 SKIPシティA1棟西駐車場

◎こども防災教室…①11：30 ②13：30 ③15：40

〔所要時間〕 各回約20分

〔協力〕 川口市 危機管理課、川口市消防局

特設コーナー

18：09 部分食の始まり

19：16 皆既食の始まり

19：59 食の最大

20：42 皆既食の終わり

21：49 部分食の終わり


