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2015 August

夏の特別企画

協賛：株式会社コルグ
木風堂
富和鋳造株式会社
（五十音順、敬称略）

メディアセブン音楽準備室
ドドン！とたたこう

指ではじこう！

身近な素材でつくる太鼓。ピン
と強く張られたファイルは伸び
のある本格的な太鼓の音がしま
す。専用のバチや手で色々なリ
ズムをたたいてみましょう。

古くからある民族楽器の一つ、
カリンバ。ヘアピンをつかって
つくります。好きな音程に調節
して、オリジナルの音色を楽し
みませんか。

A. 太鼓づくり
開催日時 ...... 8 月 16 日（日）13:00〜14:30

C. カリンバづくり
開催日時 ...... 8 月 22 日（土）13:00〜14:30

参加費 .......... 800 円 ※要事前申込

参加費 .......... 600 円 ※要事前申込

木の手ざわりを楽しもう！

ストローで管楽器！？

さまざまな種類の木材の端材か
ら、自分の好きな音を組み合わ
せてつくります。オリジナルの
音程で、不思議なメロディーを
奏でましょう。

パイプオルガンやハーモニカの
原型とも考えられている、とて
も古くから親しまれてきた楽器。
極太のストローをつかって、再
現してみましょう。

B. 木琴づくり
開催日時 ...... 8 月 20 日（木）13:00〜14:30

D. パンフルートづくり
開催日時 ...... 8 月 23 日（日）13:00〜14:30

参加費 .......... 1,200 円 ※要事前申込

参加費 .......... 600 円 ※要事前申込

＜A、B 共通＞

＜C、D 共通＞

申込締切 ......

申込締切 ......

8 月 6 日（木）

対象 ............... どなたでも
（未就学児〜小学 3 年生までは保護者同伴）

定員 ............... 各回 12 組

講師 ............... メディアセブンスタッフ

申し込み方法

8 月 6 日（木）

対象 ............... どなたでも
（未就学児〜小学 3 年生までは保護者同伴）

定員 ............... 各回 12 組

講師 ............... メディアセブンスタッフ

以下のいずれかの方法でお申し込みください。定員を超えた場合は抽選になります。

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

※キャンセルされる場合は事前にご連絡ください。

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生年月日 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生年月日
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

奏でられるのを今か今かと待つ楽器がた
くさん！そんなスペースがメディアセブンに
出現します。展示期間中は自由に遊びに
来てください。お気に入りの楽器は、自分
でつくるチャンスがあるかも！楽器をつくる
ワークショップも開催します。録音体験も
できるかも。

＜申込不要・当日先着順＞
ふしぎな声になる！

カズー

＜楽器展示＞

展示期間：8 月 15 日（土）〜28 日（金）
平日 10:00〜18:00 ／ 土日 9:00〜17:00
展示場所：ワークスタジオ B
※ワークショップ中は入れない場合があります。
※ワークショップによって申込方法が異なります。

音楽準備室開催スケジュール
8 月 15 日（土）

口にくわえて声だすと、自分の
声が振動して楽器の様な音に変
わります。

14:00〜16:00

カズー、シェイカー

13:00〜14:30

A. 太鼓づくり

16 日（日）

参加費 .......... 100 円 ※申込不要

リズムをきざむ！

15:00〜17:00

チャイム、バードコール

14:00〜16:00

カズー、シェイカー

14:00〜16:00

チャイム、バードコール

14:00〜16:00

カズー、シェイカー

13:00〜14:30

B. 木琴づくり

17 日（月）

シェイカー

野 菜やくだもの のおもちゃに
ビーズを入れてつくる楽器。振っ
てリズムを楽しみましょう。

18 日（火）

参加費 .......... 300 円 ※申込不要

19 日（水）

涼しい音がひびく

チャイム

20 日（木）

川口にゆかりのある鋳物でつく
るチャイム。いろいろな音色を
奏でてみましょう。

15:00〜17:00

参加費 .......... 300 円 ※申込不要

22 日（土）

小鳥になろう！

チャイム、バードコール

13:00〜14:30 C. カリンバづくり

バードコール

木とネジで鳥のさえずりを真似
する楽器。森の中で鳥を呼び集
めたり、効果音もつくれます。

15:00〜17:00

チャイム、バードコール

13:00〜14:30

D. パンフルートづくり

23 日（日）

参加費 .......... 300 円 ※申込不要

15:00〜17:00

カズー、シェイカー

※A〜D は事前申込が必要です。
＜共通＞

KORG の CLIPHIT が登場！

申込不要・当日先着順

※開催日ごとに個数に限りがあります（材料がなくなり次第終了）
。

（未就学児〜小学 3 年生までは保護者同伴）
対象 ............... どなたでも
講師 ............... メディアセブンスタッフ

簡単に日用雑貨でドラムセットを組むこと
ができる、新発想のクリップ・ドラム・キッ
トで遊んでみませんか。

〒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）
、
12 月29日 -1月 4 日
◎お問い合わせ Tel. 048-227-7622 Fax.048-226-7724
◎URL
http://www.mediaseven.jp

