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夕暮れになるのも早くなりましたね。冬の気配が近づいてきます。電子
モジュールをマグネットでつないで、オリジナルの電子回路をつくりましょ
う。全身をつかってパントマイムに挑戦！寒い冬こそ、からだがあたたまり
ますよ。サイレント映画ってしってますか？セリフや音楽がついていない、
昔の映画のことですが、これに自分なりの声や音楽をつけてみませんか？
小さな子どもも一緒に楽しめるまどろみの音楽会もおすすめです。

何でもつくれる！だれでもカンタン電子工作！

littleBits ワークショップ
11 月 ８日（土）13:00〜15:30
申込締切 ......10 月 29 日（水）
開催日時 ......

「l ittl eBits ( リトルビッツ ) 」で電子工作を体験で
き るワークショップです。電子モジュールという
パーツをマグネットで自由につなげるだけで、モー
ターが回ったり、LED が光ったり 、楽器の演奏が
できたりと、いろんな物に変化します。電子回路
の知 識 はなくても大丈夫 。いろんな組み合わせに
チャレンジして、好きなものをつくってみましょう！
※ワークショップで使用する littleBits は持ち帰ることはでき
ません。

対象 ............... 小学１年生〜中学生
定員 ............... 15 名

参加費 .......... １,000 円

講師 ............... 坂巻匡彦（株式会社コルグ）

1978 年愛知県生まれ。" 楽しい " を追求する楽器
メーカー『株式会社コルグ』の商品企画室 室長。
千葉大学工学部デザイン学科非常勤講師。株式会
社コルグにプロダクト・デザイナーとして入社。2
年目より商品企画室へ異動、新規性の高い製品を
中心に商品企画を担当する。

五感とからだ、つかって表現

ものまね全身パフォーマンス
11 月 22 日（土）13:00〜15:00
申込締切 ...... 11 月 12 日（水）
開催日時 ......

世界で活躍する「to R mansion」
（トゥー アール マ
ンション）をお招きして 、動物などの動きを真似て
遊びながら、様々な「動き」表現します。最後には自
分と他の人の間にある感覚のズレを共有しながら 、参
加者同士で即興パフォーマンスをつくり上げましょう。
対象 ............... 小学 1 年生〜中学生
定員 ............... 20 名

参加費 .......... 1,000 円

講師 ............... to R mansion （パフォーマンスユニット）
とあるマンションという意味の、コメディパフォーマ
ンスユニット。想像的で独創的なポエジーに満ちた
世界観は、老若男女を笑いと驚き、感動の渦に巻
き込む。海外での人気も高く、アジア、ヨーロッパ、
南米を飛び回る。大道芸グランプリ受賞歴多数。

〜光る話芸！〜

音のない映画に声をつけよう
11 月 30 日（日）10:00〜15:00

開催日時 ......

※途中昼休憩があります。

11 月 20 日（木）

申込締切 ......

活弁ってなんでしょう？映画に声や音楽をつけ 、お客
さんの前でストーリーをその場で伝える話芸です。活
弁士の山崎バニラさんを講師に、実演を交えながら、
活弁のポイントを練習して、弁士デビューしてみま
しょう！
協力：玩具映画プロジェクト

●

子どもを連れて音楽を楽しもう ●

まどろみの音楽会

赤ちゃんや小さな子ども連れの大人たちが楽しめる演奏

会をひらきます。やさしく奏でられるふたつのギターと
フルート、味わいのある歌声が印象的な＜惑星のかぞ
えかた＞が出演。家とは少しちがった環境でじっくりと
音楽を聴いてみませんか。大人の楽しめる曲が中心で
すが、子どもたちと一緒にぜひどうぞ。
※1 時間以内の演奏会です。お気軽にお越しください。

場所 ............... プレゼンテーションスタジオ
定員 ............... 30 名程度

参加費 .......... 大人1,000 円
（ 一人につき / 未就学児無料）
※同伴の方

対象 ............... 小学 3 年生〜中学生

大人 1,000 円・小学生以上 500 円

対象 ............... 小さな子どもを連れた方
先着順／要事前申込 ※空きがある場合には当日受付での入場可

定員 ............... 10 名

参加費 .......... 1,000 円

講師 ............... 山崎バニラ （活動写真弁士）
“ ヘリウムボイス ” と呼ぶ 独特の声と、大正琴とピア
ノを弾き語る独自の芸風を確立。アニメ『ドラえもん』
ジャイ子役や『妖怪ウォッチ』キン役など声優として
も出演作多数。http://vanillaquest.com/

開催日時・出演

11 月 2 日（日）14:00 開演（演奏時間 40 分程度）
※13:30 開場

出演：惑星のかぞえかた

石坂智子と宮里啓吾で 2010 年に活動開始。都内を中心に活動。
2011 年に 1stEP を自主で発表。宮里の関西移住に伴い、今回は
サポートメンバーとして松
本頼 人 (vapour trail)、山
本紗織が参加する 。2014
年2 月には待望のファース
トアルバム「 朝を待つ 」を
リリースした。
http://howtocountplan
ets.tumblr.com

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。定員を超えた場合は抽選になります。

来館
② メール............................................... event@mediaseven.jp までメールを送信

①

.......................................................

メディアセブンのカウンターにて申し込み

※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
〒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

