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空気が澄みわたるこの季節、音楽も遠くまで響きますね。大人気の電子
工作クラブ、今回は身近な素材でできるオリジナルのアンプ内蔵スピーカー
づくりです。つくったスピーカーでラジオを聴いてみましょう。生放送の番
組づくりもありますよ。川口駅前情報番組をつくるミニ FM 局の一員になっ
て楽しんでみませんか。今回の寄席では独楽をつかった演芸も！
メディアセブンにぜひ遊びにきてください。

手づくりスピーカーで音楽を聴こう

電子工作クラブ
〜スピーカー＆アンプ編〜
11 月 23 日（金・祝）13:00 〜16:30
申込締切 ...... 11 月 13 日
（火）
開催日時 ......

あなたも敏腕ラジオマン！

ラジオの現場

11 月 24 日（土）

開催日時 ......

10:00〜17:00

※途中昼食休憩をはさみます。昼食をお持ちください。

11 月 14 日（水）

電子工作クラブ第 2 弾です。今回はパソコンや小型音楽

申込締切 ......

対象 ............... 小学 3 年生〜高校生

メディアセブン発のミニ FM 局「川口ライブラリー
ラジオ」に入局して 、駅前情報番組をつくってみませ
んか？アナウンサーやレポーターはもちろん、取材
クルー 、エンジニア 、編成といった役割を一人ひとり
が担い、
16 時から放送する番組を企画し、
構成を決め、
取材に出かけて、番組に仕上げます。ラジオ局の一員
になって、いっしょに番組づくりを楽しみましょう。

プレーヤーなどと接続してつかえる、アンプ内蔵の小型
スピーカーをつくります。身近な日用品がスピーカーに
変身します。イヤフォンやヘッドフォンなどで音楽を楽
しむという人が増えていると思いますが、この機会に、
自分の手でつくったオリジナルのアンプとスピーカーで
音楽を楽しんでみませんか？
定員 ............... 16 名

参加費 .......... 3,200 円（材料費含む）

講師 ............... 宮岡和寛（メディアセブンスタッフ）

※当日 16 時から、88.0MHz にて実際に番組を放送します。川口
駅東口や中央図書館で聴くことができます（図書館ではイヤフォ
ンでお聴きください）。メディアセブンでは生放送の様子もご覧
いただけます。
対象 ............... 高校生〜大人

定員 ............... 20 名

参加費 .......... 800 円

講師 ............... 毛原大樹（ラジオアートディレクター）
微弱な電波を使ったスーパーローカルなラジオ局や
テレビ局をあちらこちらに展開する。主な活動に「コ
ジマラジオ」や「最後のテレビ」などのプロジェク
トがある。

●

身近で演芸を楽しもう ●

第４回 メディアセブン寄席
メディアセブン寄席では毎回４組の芸人さんたちをお招

きして、
演芸を披露していただきます。ご案内はご存知、
市内在住の講談師、田辺一邑さん。毎月第２水曜日の
夜に開催いたします。ぜひお越しください。
場所 ............... プレゼンテーションスタジオ

●

赤ちゃんを連れて映画を楽しもう ●

ママシネマ

小さなお子さん連れで映画を鑑賞しませんか。会場で

はベビーカーと一緒に座ることができ、オムツ替えや授
乳のための小さなスペースもあります。また、上映中は
照明を明るめに、音量を小さめにするなど、赤ちゃん
を連れて安心してご参加いただけます。

定員 ............... 80 名

主催：川口市立中央図書館
運営：NPO Community Design Council

対象 ............... どなたでも

場所 ............... プレゼンテーションスタジオ

参加費 .......... 1,500 円

要事前申し込み、開場は開演 30 分前

参加費 .......... 無料

対象 ............... 小さなお子さま連れの方

開催日時・出演者

11 月 14 日（水）19:00〜21:00

開催日時 ......

※途中休憩をはさみます。

11 月 8 日（木）

申込締切 ......

※ただしお席に余裕がございましたら、当日のご入場
も可能です。
た からい う め ゆ

出演者........... 宝井 梅湯（講談師）
さん ゆ うて い

こしょう

み ま す

もん

三遊亭 小笑（落語家）
三増 れ紋（曲独楽師）

た な べ いちゆう

田辺 一邑（講談師）

申し込み方法

定員 ............... 30 名

申し込み不要、開場は上映 30 分前
開催日時・上映作品

11 月 21 日（水）14:00〜
『若草物語』

（上映時間 122 分）

四姉妹のメグ、ジョー、ベス、エイミーがいるマーチ家。
父親が南北戦争に出征しているあいだ、仲良く慎ましや
かに暮らしながら、多くの体験を通じてそれぞれ成長し
ていく。永遠に語り継がれる家族の深い絆を描いた物語。
監督：マービン・ルロイ／出演：ジューン・アリスン、
エリザベ ス・テ ーラー ほ か／ 19 4 9 年／アメリカ／
VHS ／字幕

以下のいずれかの方法でお申し込みください。 ※キャンセルされる場合は事前にご連絡ください。

来館.......................................................メディアセブンのカウンターにて申し込み
② メール............................................... event@mediaseven.jp までメールを送信

①

メール本文に❶参加希望イベント名 ❷日時 ❸郵便番号 ❹住所 ❺参加者氏名
❻ふりがな ❼年齢 ❽電話番号 を明記ください

③

往復はがき............................〒332-0015 埼玉県川口市川口 1-1-1 キュポ・ラ 7 階 メディアセブン宛に郵送
往信欄に❶参加希望イベント名 ❷日時 ❸郵便番号 ❹住所 ❺参加者氏名 ❻ふりがな ❼年齢
❽電話番号を明記し、返信欄の宛名面にご自身の❶郵便番号 ❷住所 ❸氏名をご記入ください。

〒332-0015
埼玉県川口市川口 1-1-1 キュポ・ラ 7F
◎開館時間
月 - 金 10:00-21:00 ／ 土日祝日 9:00-18:00
◎休館日
毎月 第 3 金曜日（機器調整日）、1 月 1 日 - 4 日
◎お問い合わせ Tel. 048-227-7622 Fax.048-226-7724
◎URL
http://www.mediaseven.jp

