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ＳＫＩＰシティ街びらき１９周年記念イベント 

～機界戦隊ゼンカイジャーのショーなど、楽しい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」や試験研究機関「産業技術総合セ

ンター」などが整備されているＳＫＩＰシティ（川口市上青木３丁目）は、平成１５年２月

の街びらきから１９周年を迎えます。 

 ２月５日(土)と６日(日)の２日間、御家族で楽しめる記念イベントを開催します。 

 

●主なイベント 

・公開ライブラリー無料上映会（５日） 

２月５日には、埼玉県のサッカーにスポットを当てて新たに制作した映像作品（埼

玉県製作）の上映と講演会を開催します。 

 

・映像ミュージアム無料開放（６日） 

映像の歴史や映像制作の仕組みを学べる映像ミュージアムを無料開放。 

常設展のみならず、企画展「スーパー戦隊ヒストリー展」も無料で御覧になれます。 

 

・お楽しみプレゼント企画（５日及び６日） 

彩の国くらしプラザのクイズイベント、科学館のスタンプラリーなど、プレゼント

企画も盛りだくさんです。 

 

●イベントの概要 

１ 名 称 ＳＫＩＰシティ街びらき１９周年記念イベント 

２ 期 日 令和４年２月５日（土）から６日（日）まで 

３ 会 場 ＳＫＩＰシティ（埼玉県川口市上青木３丁目） 

４ 趣 旨 ＳＫＩＰシティの街びらき１９周年を記念してイベントを開催する。 

令和４年１月２５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 
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●イベント詳細 

１ 彩の国ビジュアルプラザ 

○埼玉県が製作した映像の上映会とトークショー 

「未来へつなぐ 埼玉のサッカー文化」  

・日 時： ２月５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  

・内 容： 埼玉県のサッカー文化にスポットを当てて新たに制作した映像作品（埼玉県

製作）の上映と、ゲストによるトークショーを行います。 

・料 金： 無料 

・定 員： １６０名（事前申込制／先着順） 

 

◆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   

 

○映像ミュージアム 無料開放 

・日 時： ２月６日（日） ９：３０～１７：００ 

     （入館は１６：３０まで） 

・会 場： 彩の国ビジュアルプラザ 

      映像ミュージアム 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、４５年以上に

わたり、子どもたちを魅了し続けてきたスーパ

ー戦隊シリーズの魅力を紹介する企画展「スー

パー戦隊ヒストリー展 １９７５－２０２１ ～

ゴレンジャーからゼンカイジャーまで。スーパ

ー戦隊４５の歴史～」も無料でご覧いただけま

す。 
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○映像ミュージアム 企画展関連イベント「機界戦隊ゼンカイジャー」ショー 

・日 時： ２月６日（日）①１１：００～／②１４：００～（２回公演） 

・会 場： 彩の国ビジュアルプラザ １階 ガイダンスルーム 

・内 容：  現在放送中のスーパー戦隊シリーズ「機界戦隊ゼンカイジャー」のショーを

行います。各回３０分のショーで完全入替制。 

※WEBサイトにて１月２７日（木）より申込開始。 

・料 金： 無料 

・定 員： 各回８０名（事前予約制／先着順） 

     ※当日受付はありません。 

 

◆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 彩の国くらしプラザ ～１９周年イベント「地球にやさしいエコなくらし」～ 

○パネル＆教材展示・ＤＶＤ上映 

・日 時： ２月５日（土）・６日（日） 

９：３０～１７：００（入館は１６：３０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： 地球温暖化、省エネルギー、３Ｒ・その他のＲ、私たちができるエコアクシ

ョン、グリーンコンシューマー、エシカル消費、フードロス、生物多様性など、

「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、リーフ

レットやワークシートの配架を実施します。また、レジ袋有料化で再注目され

ている風呂敷の包み方紹介も行います。 

・料 金： 無料 

 

○環境・エコクイズ 

・日 時： ２月５日（土）・６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） 

・内 容： 環境・エコライフをテーマと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 

 

 

 

 

 

 

http://www.skipcity.jp/vm/
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○ワークショップ「ポンポンゆきだるま」 

・日 時： ２月５日（土） 

①１１：００～ ②１４：００～（所要時間 約４０分） 

・会 場： 彩の国くらしプラザ ２階 実習室 

・内 容： 白い毛糸のポンポンを使った、ふわふわの可愛い雪だるまを作ります。 

・料 金： 無料 

・定 員： 各回２０名（要整理券） 

 ※整理券は９：３０より①②回分をまとめて先着順に配布（一人１枚） 

・対 象： 小学生以下のお子様 

 

○くらっしーとクイズに挑戦！  

・日 時： ２月５日（土）・６日（日） 

①１３：００～ ②１６：００～（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： 環境・エコライフ・冬をテーマとしたクイズやくらっしーとのおしゃべりで、

小さなお子様でも楽しめるプログラムを上演します。 

・料 金： 無料 

・定 員： 各回４５名程度 

 

◆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  

○特別展「ぴかり 光であそぼう！光で学ぼう！」 

・日 時： ２月１３日（日）まで開催 

９：３０～１７：００（入館は１６：３０まで） 

・会 場： 川口市立科学館 １階 科学展示室 

・内 容： 光ってなに？私たちの生活に欠かせないほど身近な存在の「光」について、

みなさんはどんなことを知っていますか？身近にあるけど、あまり意識しない

「光」をテーマに、自分の目で見て、遊びを通して体験しながら学ぶことがで

きる展示です。わくわくするような「光」の体験と共に、科学の「ぴかり」を

全身で感じよう！ 

・料 金： 科学展示入場料 一般２１０円 小中学生１００円 ※未就学児は無料 

 

〇常時開催イベント「光の科学者 スタンプラリー」 

・内 容： 各展示コーナーに置かれたスタンプ台をめぐって、光の科学者のスタンプを

全員集めよう！全てのスタンプを押すことができれば、特別展オリジナルグッ

ズをプレゼント！ 

http://www.kurashi-plaza.jp/
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○特別イベント「アオナノニライト」 

・日 時： ２月６日（日）①１０：３０～ ②１３：００～（所要時間 各回約３０分） 

・会 場： 川口市立科学館 １階 科学展示室 

・内 容： 青色ＬＥＤが光っているのに、実際に見える色がちがう？！そんな光の不思

議を知ることができるライトを作ってみよう！ 

・料 金： 科学展示入場料のみで参加可能 

・定 員： 各回１０組（小学２年生以下は保護者同伴） 

・持ち物： マイバッグ 

 

○特別イベント「ストロボライト」 

・日 時： ２月６日（日） １４：３０～（所要時間 約６０分） 

・会 場： 川口市立科学館 １階 科学展示室 

・内 容： 高速で点滅するライトをつくる電気工作に挑戦！光の点滅によって見えてく

るものとは？ 

・料 金： 科学展示入場料のみで参加可能 

・定 員： １０組 

・対 象： 小学生以上（小学３年生以上は 1人での参加可） 

・持ち物： マイバッグ 

 

◆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/ 

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

