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「ＳＫＩＰシティ 県民の日イベント 」 開催 

～無料映画鑑賞会など楽しい企画が盛りだくさん！～ 
（同時発表：川口市記者クラブ） 

 

 ＳＫＩＰシティでは、１１月１４日（日）の県民の日に「ＳＫＩＰシティ 県民の

日イベント」を開催します。全ての施設を入場料無料で開放し、映画の上映やものづ

くり体験など、楽しい企画を多数用意して、御来場をお待ちしています。 

 

●イベントの主な特徴 

・ 施設の無料開放 

 ＳＫＩＰシティ内の全ての有料施設（彩の国ビジュアルプラザ映像ミュー

ジアム、川口市立科学館）の入場料が無料になります。（彩の国くらしプラ

ザ、公開ライブラリーは無料施設です。） 

 ※駐車場は有料です。（『映画クレヨンしんちゃん 謎メキ！花の天カス学園』 

 を御鑑賞いただいた方は、駐車料金が３時間無料になります。） 

 

・ 楽しい企画を多数用意 

    『映画クレヨンしんちゃん 謎メキ！花の天カス学園』など人気アニメの上

映、ものづくり体験などを行います。 

 

・ お楽しみプレゼント企画 

 彩の国くらしプラザの「キーワードクイズ」。クイズに答えてキーワード

を完成させた方に、記念品をプレゼントします。 

産業労働部商業・サービス産業支援課 
映像コンテンツ担当 松丸・山﨑 

直通 048-830-3734 
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●イベントの概要 

１ 名 称  ＳＫＩＰシティ 県民の日イベント 

２ 期 間  令和３年１１月１４日（日） 

３ 会 場  ＳＫＩＰシティ（川口市上青木３丁目） 

４ 趣 旨  ＳＫＩＰシティ内の、彩の国ビジュアルプラザ（映像ホール、映像

ミュージアム）、川口市立科学館、彩の国くらしプラザ、公開ライブ

ラリーが、県民の日にあわせて特別イベントを開催します。 

 

●主な内容 

１ 彩の国ビジュアルプラザ 

 ○無料映画鑑賞会『映画クレヨンしんちゃん 謎メキ！花の天カス学園』 

・時 間： ①１０：３０～（開場３０分前） 

      ②１４：００～（開場３０分前） 

・会 場： 映像ホール（入口４階） 

・内 容： 昨年、生誕３０周年を迎えた「ク

レヨンしんちゃん」の映画シリーズ

第２９弾。超エリート校「私立

天下統一カスカベ学園」に体験

入学したしんのすけたちは、学

園で起こる怪事件に巻き込まれることに。 

・料 金： 無料 

・定 員： 各回３００名 

 ※事前申込制（当日若干数有） 

 

◆映画鑑賞会の事前申込方法など、詳細は以下のホームページを御覧ください。 

  ＨＰ： http://www.skipcity.jp/hall/ 

問合せ先： 彩の国ビジュアルプラザ映像ホール  電話 048-265-2591

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2021 
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 ○映像ミュージアム 無料開放 

・時 間： ９：３０～１７：００ 

     （入館は１６：３０まで） 

・会 場： 映像ミュージアム（入口２階） 

・内 容： 県内で行われたオリンピック競技など

を ARや VRで体験できる企画展「きみも e

アスリート！～バーチャル・スポーツに

挑戦！！～」を開催中。 

 ※企画展は最終日のため混雑する可能性があります。 

 ※ＡＲ…Augmented Reality（拡張現実）の略。スマートフォンやタブレット

越しで見ると、 現実世界にナビゲーションや 3Dデータ、動画などの

デジタルコンテンツが出現し、現実世界に情報を付加してくれる技術。 

 ※ＶＲ…virtual reality（仮想現実）の略。コンピューターによって作られ

た仮想的な世界を、あたかも現実世界のように体験・体感できる技術。 

・料 金： 無料 

 

○県民の日こどもスペシャル上映会 

・時 間： １０：００～１６：３０ 

・会 場： 映像ミュージアム ３階ワークショップルーム（入口２階） 

・内 容： 番組公開ライブラリーが所蔵する、子どもたちに人気の 4作品『わ

しも』『忍たま乱太郎』『おじゃる丸』『きかんしゃトーマスとなか

またち』を上映します。 

 ※検温、入館者カードの記入、手指消毒に御協力をお願いします。 

・料 金： 無料 

・定 員： １２名（当日先着順／予約不要／入退室自由） 

 

◆映像ミュージアム無料開放及び県民の日こどもスペシャル上映会の詳細は、以

下のホームページを御覧ください。 

  ＨＰ： https://skip-city.com/ 

問合せ先： 彩の国ビジュアルプラザ映像ミュージアム 電話 048-265-2590 
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２ 川口市立科学館  

○科学展示室 無料開放 

・時 間： ９：３０～１７：００ 

 ※常設展示の「鉄道模型」手動運転は有料です。 

 

〇わくわく屋台村 

・時 間： ①１０：００～、②１０：３０～、③１１：００～、 

      ④１３：００～、⑤１３：３０～、⑥１４：００～、 

      ⑦１５：１５～、⑧１５：４５～、⑨１６：１５～ 

      （所要時間 各回約１５分） 

・会 場： 科学展示室内（入口１階） 

・参加団体： 大宮高校、豊島岡女子学園高校、浦和東高校 

・内 容： 高校生によるいろいろなものづくりを体験できます。 

      ①②③は、大宮高校「作ってみよう！かっこいい分子モデル」。④

⑤⑥は、豊島岡女子学園高校「見えない糸でつながっている？！かく

れん棒」。⑦⑧⑨は、浦和東高校「色が変わるよ！コップのステンド

グラス」。 

・料 金： 無料 

・定 員： 各回１０組（未就学児は保護者同伴） 

 ※当日９：３０から科学展示室で整理券配布（先着順） 

 

○プラネタリウム 

・時 間： ①１０：００～、②１１：３０～、③１３：００～、 

      ④１４：３０～、⑤１６：００～ 

      （所要時間 各回約３０分） 

・会 場： プラネタリウム（入口１階） 

・内 容： ①③⑤は、２０２０年冬番組「ノーマン・ザ・スノーマン～流れ星 

     のふる夜に～」のみ投影。 

      ②④は、２０２１年春番組「ボイジャー 終わりなき旅」のみ投影。 

・料 金： 無料（要無料観覧券） 

・定 員： 各回１６０名 

 ※無料観覧券は、８：３０から１階科学館入口前で配布。（先着順） 

 

◆川口市立科学館の詳細は、以下のホームページを御覧ください。 

  ＨＰ： http://www.kawaguchi.science.museum/ 

問合せ先： 川口市立科学館  電話 048-262-8431 

http://www.kawaguchi.science.museum/
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３ 彩の国くらしプラザ  

 〇県民の日関連イベント ～「魅力いっぱい☆彩の国」～ 

 ・期 間： 令和３年１１月１３日（土）～１１月１４日（日） 

 

○パネル展示・大型地図展示 

・時 間： ９：３０～１７：００ 

・会 場： くらっしーパーク（入口２階） 

・内 容： 「埼玉県の特色」「伝統工芸品」「農林産物」「郷土料理」「観光

スポット」「季節の花の名所」「サイクリングコース」など埼玉県の

様々な魅力を展示パネルと大型地図で紹介します。 

・料 金： 無料 

 

○キーワードクイズ 

・時 間： ９：３０～１７：００（受付は１６：４５まで） 

・会 場： くらっしーパーク（入口２階） 

・内 容： 展示内容をベースに、キーワードクイズを行います。 

     クイズに答えてキーワードを完成させた方には、記念品をプレゼン

トします。 

・料 金： 無料 

 

○くらっしーとクイズに挑戦！＠くらっしーシアター 

・時 間： ①１３：００～ ②１６：００～（所要時間 約２０分） 

・会 場： くらっしーシアター（入口２階） 

・内 容： 埼玉県や秋をテーマとしたクイズやくらっしーとのおしゃべりが

楽しめるプログラムを上演します。 

・料 金： 無料 

 ※１１月１３日（土）は県民の日関連イベント『ワークショップ「木の実のデ

コケーキ」』を開催します。詳細は別添資料のとおりです。 

 

◆彩の国くらしプラザの詳細は、以下のホームページを御覧ください。 

  ＨＰ： http://www.kurashi-plaza.jp/ 

問合せ先： 彩の国くらしプラザ（埼玉県生活科学センター） 

      電話 048-261-0993 

 

 

http://www.kurashi-plaza.jp/
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●その他 

新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、本イベントは中止又は変更となる

可能性があります。あらかじめ御了承ください。 

感染症予防対策を実施しておりますので、手指消毒や検温等への御協力をお願いし

ます。 

 

●交通案内 

ＳＫＩＰシティへのアクセスは以下のホームページを御覧ください。 

ＨＰ： http://skip-city.com/ 
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別添資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】彩の国くらしプラザ（埼玉県生活科学センター） 

１１月１３日（土）県民の日関連イベント 

○ワークショップ「木の実のデコケーキ」 

・時 間： ①１１：００～ ②１４：００～（所要時間 約３０分） 

・会 場： 実習室（入口２階） 

・内 容： くるくる巻いた段ボール紙の土台にどんぐりやホイップク

リームを飾り付けて、ホールケーキのミニオブジェを作りま

す。 

・料 金： 無料 

・定 員： 各回１０名(要整理券) 

・対 象： 小学生以下のお子様 

 ※整理券は、１１月１３日（土）９：３０から配布いたします。 

（①１１：００～/②１４：００～の２回分をまとめて、先着順に配布） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ワークショップ「木の実のデコケーキ」の詳細は、以下のホームページを

御覧ください。 

  ＨＰ： http://www.kurashi-plaza.jp/ 

問合せ先： 彩の国くらしプラザ（埼玉県生活科学センター） 

      電話 048-261-0993 

 

 

 

 

http://www.kurashi-plaza.jp/

