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●冬休み特別上映会●

こどもアニメシアター

11:00〜
12 月 26 日（木）10:00〜、15:00〜 （上映時間 60 分）

『バッグス・バニー イタズラなウサギ』
場所：プレゼンテーションスタジオ

定員：各50名／参加費：無料／対象：どなたでも
申し込み不要、開場は上映 30 分前

主催：川口市立中央図書館

メディアセブン歌会
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一期一会のうた
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12 月 8 日（日） 14:00〜16:30
申込締切 ...... 11 月 28 日（木）
開催日時 ......

百人一首でおなじみの、和歌。日本人は古くから、5・
7・5・7・7 のリズムを愛でてきました。和歌を長句
（5・7・5）と短句（7・7）に分け、多くの人で交互につくっ
れん が
てつなげる、
連歌という遊びがあります。A さんのつくっ
た「5・7・5」に、B さんが「7・7」をつけ、さらに
C さんが「５・７・５」をつけて…というように、歌は
変化しながらつづきます。その場にいる人たちでしかつ
くれない歌。最後には、いったいどんな歌ができあが
るでしょうか。
対象 ............... 小学 3 年生〜大人

定員 ............... 12 名

参加費 .......... 800 円

講師 ............... 雪舟えま （歌 人、小説 家、占い師）

1974 年生まれ。著書に歌集『たんぽるぽる』（短歌
研究社）
、小説『タラチネ・ドリーム・マイン』（パル
コ出版）
、
『バージンパンケーキ国分寺』（早川書房）
など。ジュテーム★マミィ名義で占い師活動や、バン
ド「スリリングサーティー」のボーカルもつとめる。

クールで冷静だけど大胆不敵、頭の回転が速く、
明るく陽気な野ウサギのバッグス・バニー。短
編 8 本を大きなスクリーンでお楽しみください。

運営：NPO Community Design Council

灯りがゆらぐ不思議なオリジナル照明をつくろう！

ぷち電子工作クラブ
〜 LED キャンドル編〜
12 月 15 日（日）

開催日時 ......

第 １回 10:30〜12:30

第 2 回 15:00〜17:00

12 月 5 日（木）

申込締切 ......

※第１回と第２回は同じ内容です。どちらかをお選びくだ
さい。

今回の電子工作クラブは、LED ランプを使ったオリジナ
ル照明づくり。LED ランプが、まるで本物のろうそくの
ようゆらぎます。影絵の仕組みで、筒状のランプシェー
ドを自分の好きなかたちや模様でデザインしましょう。
LED 照明なので省エネで安全！あたたかくてやさしい灯
りで部屋を演出しませんか。
※つかいなれたハサミがあればお持ちください。
対象 ............... 小学 1 年生〜大人

定員 ............... 各回 16 名

参加費 .......... 各回 1,000 円（材料費含む）

講師 ............... 宮岡和寛（メディアセブンスタッフ）

しらない川口を発見しよう

かわぐち社会科見学部 vol.11
〜富和鋳造株式会社〜
12 月 21 日（土）13:00〜15:30

開催日時 ......

※雨天でも実施します。

12 月 11日（水）

プログラミングを楽しもう

こどもプログラミングサークル
ビスケット
12 月 27 日（金）

開催日時 ......

午前の部 10:30〜12:30

申込締切 ......

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
「どんなものでも破壊する鉄球」の製造工場としてテ
レビ番組でも紹介された川口市本町の富和鋳造株式会
社の鋳物製造の工程を見学し、その周辺を散策します。
対象 ............... 小学 3 年生〜大人
定員 ............... 20 名

参加費 .......... 500 円

午後の部 14:00〜16:30

12 月 17日（火）

申込締切 ......

コンピュータを動かすしくみ、プログラミングの楽し
さに触れてみませんか？ビスケットなら、絵を描いて
動きを決めるだけでコンピューターのなかで絵が動き
だします。自分だけのキャラクターをつくって、大き
な画面で動かして遊びながら、プログラミングを楽し
みましょう。
対象 ............... 午前の部

午後の部

小学 1 年生〜小学 4 年生
小学 3 年生〜中学 3 年生

※ビスケットがはじめての小学３年生・4 年生は午前の
部にご参加ください。

定員 ............... 各部 20 名

参加費 .......... 各部 800 円

講師 ............... NPO 法人デジタルポケット
2011 年設立。NTT で開発されたビジュアルプログラ
ミング言語 Viscuit を用いたワークショップを中心
に、あらゆる世代を対象として、情報社会に生きる人々
の情報リテラシーの向上に寄与することを目的に活動
している。http://www.digitalpocket.org/

申し込み方法

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

