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さわやかな光あふれる季節には、みどりしたたる植物や風をかんじてみ
ませんか。お土産の鉢植えをどう育てるかはあなた次第。職人さんから盆
栽の魅力とつくりかたを伺います。お気に入りの本の交換会もありますよ。
ゆれる色とりどりの渡り鳥のモビールは、初夏にぴったり！ 町歩きの社会科
見学部では、古い町並みが風情を残す川口市金山町、本町かいわいに
飛び出します！当日は川口神社で古本市も開催中！

盆栽をはじめてみませんか？

植物との対話
開催日時 ......

申込締切 ......

5 月 11 日（土）12:00〜16:00

※集合はメディアセブン、解散は東浦和駅とします。
※昼食を済ませてからお越しください。

5 月 1日（水）

川口市赤山地区で江戸時代から盆栽をあつかってきた
喜楽園。その 4 代目園主・飯村靖史さんから盆栽につ
いて学びます。植物の育つ力にしたがって枝を落として
いく作業の連続のなかで、かたちをつくりあげる盆栽の
魅力を感じてみませんか？お土産に鉢植えをお持ち帰り
いただけますので、ぜひ育ててみてください。
※屋外を歩きますので歩きやすい服装でお越しください。
対象 ............... 高校生〜大人

定員 ............... 12 名

参加費 .......... 2,500円（鉢植え代含む）※別途往復の交通費が
650 円かかります。

講師 ............... 飯村靖史（盆栽師、喜楽園）

19 歳で植木屋に入り 29 歳で盆栽へ転向。幹などに
枝を接合させる接ぎ木を得意とし、花梨・楓・五葉松・
赤松など約 3000 もの盆栽を1 代でつくりあげる。樹
木の特性を活かした大物は、
流麗で躍動感にあふれる。
日本盆栽協同組合員。

お気に入りの本を紹介して、交換しよう

ブクブク交換
＠川口メディアセブン vol.3
5 月 23 日（木）19:00〜20:30
申込締切 ...... 5 月 13 日（月）
開催日時 ......

参加者それぞれが持ち寄った本を紹介、交換しあうイベ
ント『ブクブク交換』。その楽しさを体験していただき
ます。持ってきた本の「ここが好き！、こんな本がある
んですよ！ 」と気軽に話してもらうだけで結構です。
本の紹介が終わった後は他の参加者の本と自分の本を
交換しあいましょう。今回はゲストにイラストレーター
の浅生ハルミンさんをお招きします。
※交換する本のテーマは「見る、歩く、つくる」のなかからお選
びください。
対象 ............... どなたでも

定員 ............... 20 名

参加費 .......... 500 円 ※交換するおすすめ本を 2 冊以上ご持参
ください 。なければテーマに沿わないものでもかまい
ません。
ゲスト ........... 浅生ハルミン（イラストレーター）

イラストやエッセイなど多方面で活躍中。著書・絵本
に『ハルミンの読書クラブ』
（彷徨舎）、
『三時のわたし』
（本の雑誌社 ）、
『キッキとトーちゃん ふねをつくる』
（芸術新聞社）などがある。また初の著書『私は猫
ストーカー』（中央公論新社）は 2009年 7 月に映画
化され話題に。趣味は古本とこけしと猫。

撮影 / ただ（ゆかい）

みんなでつくろう！

夏をよぶ、鳥さんモビール
5 月 25 日（土）11:00〜12:30
申込締切 ...... 5 月 15 日（水）
開催日時 ......

初夏にやってくる渡り鳥をイメージして 、明るい鳥たち
が頭の上をゆらゆらとただようモビールをつくります。
かわいらしいインテリアにもなるモビールの仕組みを
しったり、親子で鳥づくりに没頭したりしてみません
か。家に帰ってからも楽しめることまちがいなしです。
※できあがった作品は、6 月 1 日（土）まで館内に展示します。
対象 ............... はさみがつかえる方（未就学児童は保護者同伴）
定員 ............... 20 組

参加費 .......... 800 円（1 組あたり） ※つかいなれているハサミ 、
クレヨンなどあればお持ちください。

講師 ............... 石山暁子（イラストレーター / グラフィックデザイナー）

井口優子（造形作家）

埼玉県立大宮光陵高校美術科を卒業した 2 人。その
後、石山は東京造形大学でデザインを学び、現在は
グラフィックデザインを仕事としている。井口は東京
藝術大学で彫刻を学び、造形作家となる。ずっと造
形に関わってきた 2 人が、家庭や子育てに取り入れ
られる物づくりを提案する。

申し込み方法

しらない川口を発見しよう

かわぐち社会科見学部 vol.10
〜金山町、本町一丁目編
開催日時 ......

5 月 25 日（土）10:00〜12:00

※雨天でも実施します。
申込締切 ......

5 月 15 日（水）

意外としらない川口の施設やものづくりの現場を 、み
なさんと一緒に見学してみませんか？ 住みなれた土地
の散策で、新しい発見があるかもしれません 。今月は
ゲストをお迎えして、母子福祉センター（旧鍋平邸）を
見学し、金山町、本町通り商店街を散策します。
※屋外を歩きますので歩きやすい服装でお越しください。
対象 ............... 小学 3 年生〜大人
定員 ............... 20 名

参加費 .......... 500 円

ゲスト ........... 五十嵐貞雄（元本町一丁目町会長）
同日 11:00 〜 17:00 『川口一箱古本市』開催！！（入場無料）

川口市金山町にある川口神社で一箱古本市が開催されます。
一箱古本市とは、段ボール箱ひとつ程度の箱に自分の売り
たい本を入れて気軽に店主になれるもの。出店にご興味の
ある方は次のアドレスまでお問い合わせください。
khitohako@gmail.com

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
④

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。

ホームページ................... http://www.mediaseven.jp/eventreserve.html から申し込み
〒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

