●イベント詳細
１

公開ライブラリー

○埼玉県が製作した映像の上映会とトークショー
「古代へのいざない 国宝・金錯銘鉄剣」
・日 時： ２月２日（土）１４：００～１６：００
・会 場： 彩の国ビジュアルプラザ ４階 映像ホール
・料 金：
・定 員：
・内 容：

無料
３００名（事前申込制／先着順）
１９６８年、行田市の埼玉古墳群・稲荷山古
墳から後に国宝に指定される「金錯銘鉄剣」な
どの副葬品が出土しました。この鉄剣に刻まれ
た１１５文字の銘文が発見されたニュースは、
当時スクープとして大きな話題を呼びました。
今回は古代に思いを馳せ、「金錯銘鉄剣」を
テーマに上映会とトークショーを開催します。

「金錯銘鉄剣」
（さきたま史跡の博物館）

※ 申込方法などの詳細は下記ホームページを御覧ください。
詳細はこちら： http://www.eizou.pref.saitama.lg.jp/library/html/OnLbf21.html
申込（問合せ）先：

（株）デジタル SKIP ステーション（ライブラリー担当）
電話 048-260-7777

○ＮＨＫ「レッツゴーヤング フォーエバー2019」
・日 時： ２月３日（日）１３：３０～（終了 １６：００予定）
・会 場：
・料 金：

彩の国ビジュアルプラザ
無料

４階

映像ホール

・定 員： ２６０名（事前申込制／先着順）
・内 容： ７０年代～８０年代にかけてＮＨＫで
放送された音楽番組「レッツゴーヤング」
の上映及び当時の出演者の方々をゲスト
に、トークショーやミニライブを行いま
す。
・ＭＣ（敬称略）：

クリス松村、早見優

※ 申込方法などの詳細は下記ホームページを御覧ください。
詳細はこちら： http://www.nhk.or.jp/archives/hakkutsu
申

込

先：

番組公開ライブラリー（イベント担当）
電話 048-268-8362（１月１５日（火）１０時から開設）

○アニメ上映会＋「レッツゴーヤング三昧」番組上映会
・日 時：
・会 場：

２月２日（土）・３日（日）１０：００～１７：００
ＮＨＫアーカイブス２階 「どーもくんシアター」

・料 金： 無料
・内 容： 午前中はお子様向け「アニメ」上映会。午後は８０年代を中心に活躍した
アイドルが多数出演した「レッツゴーヤング」を一挙上映します。
○歌謡ポップス番組上映会
・日 時：
・会 場：

２月２日（土）・３日（日） １０：００～１７：００
ＮＨＫアーカイブス２階 ミニ・シアター

・料 金： 無料
・内 容： ７０～８０年代、歌謡ポップス全盛期の「昭和の歌番組」の中から厳選し
た番組をたっぷり上映します。

２

映像ミュージアム 無料開館
・日 時： ２月３日（日）

・会 場：

９：３０～１７：００
（入館は１６：３０まで）
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
きる常設展のほか、１９９１年から２００１年までのデジタルゲームを紹介
する企画展「あそぶ！ゲーム展 ステージ 3：デジタルゲーム ミレニアム」
を開催中。展示されるゲームは５０以上。遊びながら、ゲームに使用されて
いる映像技術などを学べる企画展です。
詳細はこちら： 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

３

電話 048-265-2500

守ろう！みんなの地球 ～２月は省エネルギー月間～
○パネル＆教材展示・ＤＶＤ上映
・日 時： ２月２日（土）・３日（日）
９：３０～１７：００（入館は１６：３０まで）
・会 場：
・料 金：

彩の国くらしプラザ
無料

２階

くらっしーパーク（イベントゾーン）

・内 容： 地球温暖化、生物多様性、省エネルギー、３R、私たちができるエコアク
ションなど、環境・エコライフをテーマに、パネルや教材の展示とＤＶＤ上
映を実施します。また、リーフレットやチェックシートの配架も行います。
○キーワードクイズ
・日 時：

２月２日（土）・３日（日）
９：３０～１７：００（クイズ受付は１６：４５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）

・料 金： 無料
・内 容： 環境・エコライフをテーマとしたキーワードクイズを実施します。クイズ
に答えてキーワードを完成させた方には、素敵な記念品をプレゼントします。
○おしゃべりくらっしー＠くらっしーシアター
・日 時：
・時 間：
・会 場：

２月２日（土）・３日（日）
①１３：００～ ②１６：００～（所要時間
彩の国くらしプラザ
くらっしーシアター

約２０分）

２階

・料 金： 無料
・内 容： 環境・エコライフや冬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「おしゃべりくらっしー」を上演します。
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

詳細はこちら：

特別イベント「ペーパージャイロ記録会」
・日 時： ２月２日（土）・３日（日）
・会 場：

１１：００～１５：００ (時間内常時開催)
川口市立科学館 科学展示室

・料 金： 科学展示入場料
・定 員： なし
・内 容： 館内の工作スペースで作製できるペーパージャイロを用いて、ターゲット
ゲームに参加することができます。
詳細はこちら：
問 合 せ 先：
※

http://www.kawaguchi.science.museum
川口市立科学館
電話 048-262-8431

上記４のイベントは、開催中である特別展「ぐるぐる、くるくる展～回転でおこす不
思議～」の関連イベントです。特別展の詳細は後記の参考のとおりです。

【参考】川口市立科学館
○特別展「ぐるぐる、くるくる展～回転でおこす不思議～」
・日 時： ２月１１日（月・祝）まで開催 ９：３０～１７：００
（入館は１６：３０まで）
・会 場：
・料 金：
・内

５

容：

※未就学児は無料

回転によって生まれる不思議な展示物を驚きとともに体験しなが
ら、その現象の仕組みなどを楽しく学べます。

詳細はこちら：

http://www.kawaguchi.science.museum

問 合 せ 先：

川口市立科学館

電話 048-262-8431

ＭＯＴＴＡＩＮＡＩフリーマーケット
・日 時： ２月２日（土）・３日（日）１０：００～１６：００
・会 場： ＳＫＩＰシティプロムナード（※雨天時は予告なく変更します。）
問 合 せ 先：

６

川口市立科学館 科学展示室
一般 200 円、小中学生 100 円

（株）デジタル SKIP ステーション

電話 048-264-7777

人気キャラクターと遊ぼう
・日 時：
・料 金：

２月３日（日）（時間は不定期）
無料

・内 容： 子供たちに大人気！埼玉県のマスコット「コバトン」と NHK のキャラ
クター「どーもくん」、彩の国くらしプラザのキャラクター「くらっしー」
がお祝いにかけつけます。どこにいるか探してみよう！
※キャラクターは予告なく変更、または登場しない場合があります。

７

５施設合同スタンプラリー
・日 時： ２月３日（日）９：３０～１７：００
・料 金： 無料
・内 容： 映像ミュージアム、彩の国くらしプラザ、川口市立科学館、公開ライブ
ラリー、SKIP マートの５施設にスタンプを設置しています。スタンプをす
べて集めた方には、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。）

※ 前記６及び７については下記４施設のいずれかにお問い合わせください。
・（株）デジタルＳＫＩＰステーション
電話：048-264-7777
・彩の国くらしプラザ（埼玉県生活科学センター）
・川口市立科学館

電話：048-261-0993
電話：048-262-8431

・番組公開ライブラリー受付

電話：048-268-8000

