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「SKIPシティ県民の日イベント」開催 
～こどもから大人まで楽しめるイベントが満載！～ 

 

                      （同時発表： 川口市記者クラブ） 

 SKIPシティでは、11月 14日（月）の「県民の日」にあわせて、大人からこどもま

で楽しめるイベントを開催します。全ての施設を入場料無料で開放、映画「少年の君」、

「いとみち」の無料上映会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、彩の国くらしプラザ、公開ライブラリー）に無料で入場い

ただけます。開催中の企画展「ちびまる子ちゃん展」も入場料無料です。 

 ※駐車場は有料です。（『少年の君』又は『いとみち』を御鑑賞いただいた方

は、駐車料金が終日無料になります。） 

 

・ 【映画をもっと好きになる】無料映画上映会＆トークショー 
 中国の青春映画『少年の君』、青森を舞台にした青春映画『いとみち』の

2作品を上映します。『少年の君』上映終了後には、映画評論家、映画ジャ

ーナリストのお二人をお招きしてのトークイベントを実施します。 

 

・ ４施設合同スタンプラリー 
 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、彩の国くら

しプラザ、公開ライブラリーの４施設にスタンプを設置します。すべてのス

タンプを集めた方には、記念品をプレゼントします。（記念品はなくなり次

第終了します。） 

 

●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 4年 11月 14日（月） 

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。 

令和 4年 11月 10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 
内線 3738 

E-mail: a3570@pref.saitama.lg.jp 
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●主な内容 
１ 彩の国ビジュアルプラザ 

○【映画をもっと好きになる】無料映画上映会 

①映画『少年の君』＆トークショー 

・時 間： 10：30～（開場 30分前） 

・会 場： 映像ホール（入口 4階） 

・内 容： 中国におけるいじめや受験戦争、ストリ

ートチルドレンといった社会問題を背景

に、優等生の女子高生と不良少年の交流を

描いた青春ドラマ。香港電影金像奨で作品

賞を含む 8冠に輝いたほか、第 93回アカ

デミー賞国際長編映画賞にノミネートさ

れるなど高い評価を得た。監督はエリッ

ク・ツァンの息子で俳優としても活動す

るデレク・ツァン。 

上映終了後には 映画を語る配信番組の

「活弁シネマ俱楽部」の森直人さん、徐昊

辰さんをお招きして「映画をもっと好きに

なる」ようなお話を伺います。 

・料 金： 無料（事前申込制） 

・定 員： 300名 

 

②映画『いとみち』 

・時 間： 14：30～（開場 30分前） 

・会 場： 映像ホール（入口 4階） 

・内 容： 作家・越谷オサムの小説を原作にした

青春ドラマ。強い津軽なまりと人見知り

に悩む青森の女子高生が、メイドカフェ

でアルバイトを始めたことをきっかけに

成長していく。監督・脚本は横浜聡子。 

・料 金： 無料（事前申込制） 

・定 員： 300名 

 

◆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 

 

○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： アニメ化 30周年記念企画「ちびまる子ちゃん展」開催中。 

http://www.skipcity.jp/hall/
http://www.skipcity.jp/hall/
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 セル画や設定画といったアニメに欠かせない制作物から、主題歌、

映画、グッズに至るまで、３０年間の軌跡を紐解く貴重な資料 320余

点を展示。原作者さくらももこ先生の想いにも触れながら、アナログ

時代からデジタル化された現在までのアニメ制作の裏側とアニメ「ち

びまる子ちゃん」の魅力をたっぷりご紹介します。 

・料 金： 無料 

 

○県民の日スペシャル上映会～埼玉の歴史や文化を映像で学ぼう！～ 

・時 間： 10：00～16：30 

・会 場： 映像ミュージアム ガイダンスルーム 

・内 容： 映像公開ライブラリーが所蔵する埼玉県の歴史・文化を楽しく学

べる映像を上映します。 

・料 金： 無料 

・定 員： 100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 

 

 

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： ①②   午前の部 10:00～12：00（入場は 11:45まで） 

      ③④⑤ 午後の部 13:30～15：30（入場は 15:15まで） 

・会 場： 科学展示室内 

・参加団体： 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 

・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。 

①②は、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」。③④⑤は、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」、川口高校「コ

ップロケット計画」 

・料 金： 無料 

※未就学児は保護者同伴 

 

○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 

https://skip-city.com/


4/6 

・内 容： ①③⑤は、2022年春番組「プラネタリウムでチコちゃんに叱られ

る!」のみ投影。 

      ②④は、星空の生解説のみ投影。 

・料 金： 無料（要無料観覧券） 

・定 員： 各回 160名 

※無料観覧券は、9：00から 1階科学館入口前で配布。（先着順） 
 
○天文台 特別ガイドツアー 

・時 間： 13：00～14：00 （所要時間）約 20分 

※13：00から科学館入口前で受付開始  

※雨、強風の場合は中止 
 
◆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 

 

 

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 4年 11月 12日（土）～11月 14日（月） 

 

○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 

http://www.kawaguchi.science.museum/
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※11月 13日（日）は県民の日関連イベント『ワークショップ「まつぼっくり

屋根のおうち」』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 

 

 

４ 公開ライブラリー 

〇埼玉県ゆかりの番組・映像を大画面で上映します。 

・時 間： 10:00～16:45 

・会 場： ＮＨＫアーカイブス 2階シアターラウンジ 

     （公開ライブラリーに隣接するスペースです） 

・内 容： 公開ライブラリーのＮＨＫの番組、埼玉県の記録映像から、 

地元ゆかりのものを厳選し、シアターの大画面で上映します。 

また会場にはＮＨＫアニメ（おじゃる丸、忍たま乱太郎など）の 

上映コーナーも設けます。 

   

◆公開ライブラリーの詳細は、以下のホームページを御覧ください。 

  ＨＰ： https://www.nhk.or.jp/archives/library/ 

問合せ先： 公開ライブラリー（ＮＨＫ番組・埼玉県映像） 

      電話 048-268-8000 

 

 

●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： https://skip-city.com/accessmap/ 

http://www.kurashi-plaza.jp/
https://www.nhk.or.jp/archives/library/
https://skip-city.com/accessmap/
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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（日）県民の日関連イベント 

○ワークショップ「まつぼっくり屋根のおうち」 

・時 間： ①11：00～ ②14：00～（所要時間 約 40分） 

・会 場： 実習室（入口 2階） 

・内 容： まつぼっくりやどんぐり、椿の実、小枝などの自然素材と

紙粘土、段ボール紙を使って、おうちのミニオブジェを作り

ます。 

・料 金： 無料 

・定 員： 各回 20名(要整理券) 

・対 象： 小学生以下のお子様 

 ※整理券は、11月 13日（日）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「まつぼっくり屋根のおうち」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/

