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カテゴリー:お知らせ 

SKIP シティ イベント満載のゴールデンウィーク 

～上映会「武蔵武士 畠山重忠とは何者か？」など、イベントが盛りだくさん！～ 
 

（同時発表 川口記者クラブ） 

 

 埼玉県の映像産業拠点施設「彩の国ビジュアルプラザ」などが整備されている SKIPシティ

（川口市上青木 3丁目）では、4月 29日（金・祝）から 5月 8日（日）まで、ゴールデンウ

ィークイベントを開催します。ぜひ御家族でお越しください。 

 

●主なイベント 

・映像ミュージアム小・中学生無料開館（5/5） 

 5 月 5 日の子どもの日には、小中学生を対象に映像ミュージアムを無料開館します。

開催中の企画展「絶叫学級～SKIPシティ降臨編～」も無料でお楽しみいただけます。 

・公開ライブラリー無料上映会（4/29） 

 映像ホールで、ＮＨＫ大河ドラマにも登場する埼玉ゆかりの武者・畠山重忠に関する

埼玉県主催の上映と日本中世史が専門の大東文化大学教授・落合義明氏の講演を無料で

お楽しみいただけるイベント「武蔵武士 畠山重忠とは何者か？」を開催します。 

・彩の国くらしプラザ「自転車ライフでエコ＆健康」～5月は自転車月間～ 

  彩の国くらしプラザでは、「自転車」をテーマに、安全運転を学べる自転車シミュレ

ーターなど、親子で楽しく学べるイベントを実施します。 

・川口市立科学館のイベント 

  川口市立科学館では開館記念日の 5月 3日に、科学展示室でのいろいろなものづくり

体験やプラネタリウム観覧などを無料で楽しめます。 

 

●イベントの概要 

１ 名 称 SKIPシティ ゴールデンウィークイベント 

２ 期 日 令和 4年 4月 29日（金・祝）から 5月 8日（日）まで 

３ 会 場 SKIPシティ（埼玉県川口市上青木 3丁目） 

令和４年４月２１日 

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 
E-mail: a3750@pref.saitama.lg.jp 



2/6 

●イベント詳細 

１ 彩の国ビジュアルプラザ 

（１）映像ミュージアム 

 ゴールデンウィーク期間中は、毎日「わくわくワークショップ」や「アナウンサー体

験」を開催します(参加費無料。当日先着順受付)。 

 

○子どもの日、小・中学生入館無料 

・日 時： 5月 5日（木・祝）9時 30分～17時 00分 

      （入館は 16時 30分まで） 

・会 場： 彩の国ビジュアルプラザ映像ミュージアム（受付 2階） 

・内 容： 普段見ている映画やテレビがどのように作られているか、実際に装置を操

作しながら楽しく学ぶことができます。アナウンサー体験や「空飛ぶ魔法の

じゅうたん」など映像ミュージアムならではのアトラクションの他、開催中

の企画展「絶叫学級 ～SKIPシティ降臨編～」もお楽しみいただけます。 

・料 金： 小・中学生無料 ※大人（高校生以上）は 520円 

 

○特別上映会「絶叫学級」  

・日 時： 5月 3日（火・祝）①11時 00分～ ②14時 00分～ 

・会 場： 彩の国ビジュアルプラザ 4階映像ホール 

・内 容： 開催中の企画展「絶叫学級 ～SKIPシティ降臨編～」

の関連プログラムとして、映画「絶叫学級」（77分／

2013年）を上映します。 

監督：佐藤達也／原作：『絶叫学級』いしかわえみ 

出演：川口春奈、広瀬アリス、松岡茉優、栗原類、波

瑠、山本美月 ほか 

・定 員： 160名（要事前申込／当日券なし） 

・料 金： 無料（要 映像ミュージアム入館料） 

 

○映像ミュージアム お話かざぐるま上映会 

・日 時： 4月 29日（金・祝）～５月４日（水・祝） 

（※5月 2日（月）は休館日） 

      10時 00分～16時 00分 

・会 場： 彩の国ビジュアルプラザ１階 

      映像ミュージアム・ガイダンスルーム 

      入退室自由 

・内 容：  公開ライブラリーに所蔵されている埼玉県

の映像から県内各地に伝わる民話や昔話を題
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材にした人形劇の映像「お話かざぐるま」（企画：埼玉県）を上映します。 

 「お話かざぐるま」の１本あたりの上映時間は 15分～20分。小さなお子さ

ま連れのお客様も気軽に御覧いただけます。 

・料 金： 無料（要 映像ミュージアム入館料） 

 

◆映像ミュージアムの詳細は、以下のホームページを御覧ください。 

  ＨＰ： http://www.skipcity.jp/vm/ 

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 048-265-2500 

 

（２）公開ライブラリー 

○埼玉県主催 上映会と講演「武蔵武士 畠山重忠とは何者か？」 

・日 時： 4月 29日（金・祝）14時 00分～16時 00分 

・会 場： 彩の国ビジュアルプラザ 4階映像ホール 

・内 容： ＮＨＫ大河ドラマにも登場する埼玉ゆかりの武者・畠山重忠に関する映像

の上映と、日本中世史が専門の大東文化大学教授・落合義明氏の講演を行い

ます。 

・定 員： 300名（要事前申込／当日券なし） 

・料 金： 無料 

 

◆申込方法などの詳細は、以下のホームページを御覧ください。 

  ＨＰ： http://www.eizou.pref.saitama.lg.jp/library/html/OnLbf21.html  

問合せ先： 彩の国ビジュアルプラザ公開ライブラリー  電話 048-260-7777   

 

 

２ 彩の国くらしプラザ 

○ゴールデンウィークイベント「自転車ライフでエコ＆健康」～5月は自転車月間～ 

・日 時： 4月 23日（土）～5月 8日（日） 

      （※4月 25日（月）、5月 2日（月）は休館日） 

      9時 30分～17時 00分（入場は 16時 30分まで） 

・会 場： 彩の国くらしプラザ 

・内 容： 「自転車」をテーマに、親子で楽しく学べるイベントを実施します。 

・料 金： 無料 

 

○パネル展示・自転車実物展示「自転車の各部の名前を覚えよう！」 

・日 時： 4月 23日（土）～5月 8日（日） 

      9時 30分～17時 00分（入場は 16時 30分まで） 

・会 場： 彩の国くらしプラザ 2階 くらっしーパーク（イベントゾーン） 

・内 容： 「自転車を活用した環境保全や健康づくり」「安全な自転車の選び方と認証

マーク」「自転車の製品事故」「自転車のマナーやルール」「自転車保険の加

http://www.skipcity.jp/vm/
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入義務化」「近隣のサイクリングマップ」など、「自転車」をテーマにしたパ

ネル展示を実施します。また、自転車の実物を展示し各部の名前紹介を行いま

す。 

・料 金： 無料 

 

○クイズラリー 

・日 時： 4月 23日（土）～5月 8日（日） 

      9時 30分～17時 00分（受付は 16時 45分まで） 

・会 場： 彩の国くらしプラザ 2階 くらっしーパーク 

・内 容： 展示をもとにしたクイズラリーを実施します。多く正解した方には、素敵

な記念品をプレゼントします。 

・料 金： 無料 

 

○自転車シミュレーター「安全な運転について学ぼう！」 

・日 時： 4月 23日（土）～5月 8日（日） 

      10時 30分～16時 30分（5月 8日（日）は 15時 00分まで） 

・会 場： 彩の国くらしプラザ 2階 くらっしーパーク 

・内 容： 自転車シミュレーターに乗って、リアルな街の走行体験やクイズ問題で、

安全運転に役立つ「ルールやマナーの学習」や「危険予測トレーニング」を

行います。 

・料 金： 無料 

 

○ワークショップ「こどもの日クラフト カラフルフェルト❖ミニこいのぼり」 

・日 時： 5月 4日（水・祝） 

      11時 00分～、14時 00分～（所要時間約 50分） 

・会 場： 彩の国くらしプラザ 2階 実習室 

・対 象： 小学生以下のお子様 

・内 容： フェルトで作った吹き流しや鯉、折り紙のかぶとを飾った手持ちのミニこ

いのぼりを作ります。 

・定 員： 各回 20名（要整理券） 

      ※整理券は当日 9時 30分から受付で先着順に配布します。（一人 1枚限り） 

・料 金： 無料 

 

○ワークショップ「母の日クラフト フェルトフラワー✿ミニブーケ」 

・日 時： 5月 7日（土） 

      11時 00分～、14時 00分～（所要時間約 40分） 

・会 場： 彩の国くらしプラザ 2階 実習室 

・対 象： 小学生以下のお子様 

・内 容： フェルトやトイレットペーパー芯などを使って、母の日のプレゼント用に 

フェルトフラワーのミニブーケを作ります。 
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・定 員： 各回 20名（要整理券） 

      ※整理券は当日 9時 30分から受付で先着順に配布します。（一人 1枚限り） 

・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 

・日 時： 4月 23日（土）～5月 8日（日） 

      13時 00分～、16時 00分～（所要時間約 20分） 

・会 場： 彩の国くらしプラザ 2階 くらっしーシアター 

・内 容： 自転車や季節の話題をテーマとしたクイズを中心に、小さなお子様でも楽

しめるプログラムを上演します。 

・定 員： 各回 45名 

・料 金： 無料 

 

◆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 

 

 

３ 川口市立科学館  

○開館記念日無料開館 

・日 時： 5月 3日（火・祝）9時 30分 ～17時 00分 

・会 場： 川口市立科学館 

・料 金： 無料（※鉄道模型手動運転は有料です） 

 

（１）科学展示室 

わくわく屋台村 ～いろいろなものづくりを無料で体験できます～ 

・時 間： 9時 40分～16時 40分 

※未就学児は保護者同伴 

※整理券は当日 9時 30分から 1階科学展示室で先着順に配布します。 

 

（２）プラネタリウム 

・時 間： ①10時 00分 ②11時 30分 ③13時 00分 ④14時 30分 ⑤16時 00分 

（所要時間 各回約 30分） 

・内 容： ①③⑤…2021年夏投影番組「魔法使いハーレイのスピードストーリー」 

②④…2021年秋投影番組「アポロストーリー 月への挑戦」 

※星空の生解説はありません。 

・定 員： 160人（要無料観覧券） 

※無料観覧券は当日 9時 00分から 1階科学館入口で先着順に配布します。 

 

 

http://www.kurashi-plaza.jp/
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◆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 

 

 

●その他 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、本イベントは予告なく中止又は変更とな

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、検温、入館者カードの記入等への御

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/ 

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

