ARAKAWA1-1-1 ギャラリー
1月27日（火）～2月2日(月）

「荒川シルバー大学 写真教室 第３回作品展」

9:00～17:00 入場無料

（初日は12：00から、最終日は15：00まで）

写真の腕は未熟でも、人生経験豊かな写真教室の学生たち。
思いを込めて撮った作品です。
お問合せ：090-7822-9448（戸叶）

2 月 4 日（水）～15日（日）※2月5日（木）・6日（金）は設備点検のため休館

「伝統の左刃技法 象牙彫刻作品展」 根付・置物・装飾品

9:00～17:00 入場無料

硬く美しい象牙を、
「 左刃の彫刻刀」を使った日本の伝統技法で制作した
感性溢れる作品達！
※ここに展示される作品に使用された象牙は、ワシントン条約、及び経済産業省の
認定を受けたものです。

問合せ：日本象牙彫刻会 3827-2464

2月18日（水）～3月2日（月）

「平成26年度 心身障がい者青年教室『さくら教室』作品展」

9:00～17:00 （※最終日は午後１時まで） 入場無料

「さくら教室」とは、軽度の知的障がいのある区内在住・在勤・在学の方が、
年間１７回、日曜日に活動する教室です。６つのクラブ活動のほか、
全員でゲームや話し合いをする学級活動や、校外学習・お楽しみ会などの
レクリエーション活動を行っています。
・2月18日～21日 さくら教室活動中の写真などを展示します。
・2月22日～3月2日 クラブ活動（美術クラブ、パソコンクラブ、生花クラブ）
の作品、個人作品を展示します。
問合せ：荒川区 地域文化スポーツ部 生涯学習課 生涯学習事業係
03-3802-3111（内線3354）

ARAKAWA1-1-1ギャラリーに関するお問い合わせ
03-3806-8668(ACC)

インフォメーション
2月全館休館日及び保守点検日のお知らせ
【全館休館日】
2月5日（木）
※レストラン・モア及び受付窓口も休業となります。

SUNPEARL ARAKAWA INFORMATION

大規模改修工事のお知らせ
日頃よりサンパール荒川をご利用いただき、ありがとうございます。
当館は開館以来39年が経過し、給排水設備や照明設備等、老朽化が進行しております。
荒川区では、サンパール荒川の開館40周年を迎えるにあたり、大規模改修工事を行う
こととなりました。工事は平成27年4月から約1年間を予定しており、ます。

2月6日（金）
上記の日程は、保守点検のため施設はご利用いただけません。
※レストラン・モアも休業となります。
※受付窓口は営業しております。
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また、平成27年2月、3月まで抽選会はございません。皆様にはご不便ご迷惑を
おかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

受付場所変更のご案内

月

平素は格別のご高配を賜りまことにありがとうございます。
平成27年4月6日から平成28年2月まで、受付業務は下記住所にて業務を
行いますのでご案内致します。
平成28年3月からはサンパール荒川1階にて通常通り受付業務を行います。
お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。
仮受付場所： 〒116-0002
東京都荒川区荒川2-1-5 セントラル荒川3階
TEL（03）3806-6531 / FAX（03）3801-5160
期間
： 平成27年4月6日（月）～平成28年2月末（予定）
受付時間 : 9：00～17：00（定休日：日曜日・木曜日・祝日）

区内探訪
富士見坂

(ふじみざか)

2月23日は「ふじさんの日」と、静岡県や山梨県では制定しているそうです。
今月はこれに因んで、日暮里の富士見坂をご紹介します。
都内には富士見と付く場所が多くあります。中でも日暮里の富士見坂は、
江戸時代から平成25年まで富士山を望める観光名所として知られていました。
今はもう富士山は見えませんが、趣のある坂道です。
ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。
参考：荒川区ホームページ
荒川区教育委員会パネル
富士見坂上部から撮影。
坂にある街灯も富士山です。

【全館保守点検】

2015年

大規模改修の主な内容については当館ホームページをご覧ください。

【所在地】
東京都荒川区西日暮里3丁目
【最寄】
・JR、東京メトロ千代田線、日暮里・舎人スカイライナー
「西日暮里駅」 徒歩10分
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Topics
㽈 催し物のご案内（2月・3月）

大規模改修工事のお知らせ
全館保守点検のお 知 ら せ
レストランモアからのお知らせ
区内探訪
サンパール荒川情報誌「アイ」
発行：2015年 2 月 サンパール荒川／ＭＫＴ共同事業体
〒116-0002 東京都荒川区荒川 1－1－1

℡.03-3806-6531

http://www.sunpearl-arakawa.com/

サンパール荒川 催し物のご案内
大ホール

3月1日（日）
第10回荒川区民初春唄祭り

2月1日（日）

開場
問合せ

芸能生活50周年

五木ひろし

2015 年 2 月 / 3 月

記念コンサート

9：15
03-3892-5537 （荒川区歌謡協会理事長 軽込）

主催/（公財）荒川区芸術文化振興財団、荒川区文化団体連盟
共催/荒川区
主管/荒川区歌謡協会

【昼の部】開演/14：00（開場13：30）
【夜の部】開演/18：00（開場17：30）
入場料 【前売り】5,500円
【当日】 6,000円
（ACC友の会会員特別価格4,500円）
問合せ 03-3802-7111（ACC）

2月3日（火）〜4日（水）
税理士による小規模納税者などのための無料申告相談
小規模納税者の所得税及び復興特別所得税・個人消費税、
年金受給者並びに給与所得者の所得税及び復興特別所得税の申告
（土地、建物及び株式などの譲渡所得のある場合を除く。）を対象と
しております。
譲渡所得、贈与税申告及び相談内容の複雑な場合はご遠慮ください。

2月15日（日）
アンサンブル荒川
「ウィンターコンサート」
今回は、
「英雄的音楽特集」と題して、
ヒーロー、ヒロインの音楽を特集します。
荒川区立第5中学校吹奏楽部との共演もあります。

相談時間

9 ：30〜12：00（受付は11：30まで）
13：00〜 16： 00（受付は15：30まで）

開演
入場料
曲目

入場料

無料

問合せ

03-3893-0151 内線413（荒川税務署 個人課税第1部門）

14：00（開場13：30）
無料【全席自由】
交響曲第3番「英雄」（ベートーベン作曲）
歌劇「タンホイザー」序曲（ワーグナー作曲）
歌劇「アイーダ」より凱旋行進曲
歌劇「トスカ」より「歌に生き、恋に生き」ソプラノ独唱 西 友加
「星は光りぬ」
テノール独唱 毛木大介
映画音楽「シェーン」
ルパン三世のテーマ
他

03-3892-2264（鈴木）
johto-suzuki@nifty.com (Eメール)
http://mozart.lomo.jp/ensemble-arakawa（HP）

〜生きづらさを抱えた若者たちへのメッセージ〜
かけがえのない命を自殺でなくさないために

問合せ
―スプリングコンサート―

2015.2.22

午後２時開演

ඁ （午後1時30分開場）
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14：00（開場13：30）
2,800円（ACC友の会会員2,500円）

©Koichi Miura

T k Philha
Tokyo
Philharmo
armonic
nic Orch
Orchestra
ra

プログラム
♪ Ｒ.シュトラウス／交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」
（冒頭・抜粋）
♪ ベートーヴェン／ピアノ協奏曲第5番変ホ長調Op73『皇帝』
♪ ムソルグスキー／ラヴェル編曲 組曲「展覧会の絵」
♪ エルガー／行進曲「威風堂々」第1番 ※曲目は変更になる場合があります。ご了承ください。

全席指定2,800円（ACC友の会会員2,500円）
チケット発売日：2014年11月20日
（木）
ACC友の会会員先行販売 11月13日
（木）
（町屋文化センターのみ取扱い）
窓口販売・電話予約

午前9時〜午後8時

※発売初日に限り、窓口販売は午前10時〜、電話予約は午後3時〜

主

催： ACC 公益財団法人 荒川区芸術文化振興財団
公益財団法人東京都歴史文化財団（東京文化会館）
共
催： 荒川区
企画協力： 東京オーケストラ事業協同組合

※未就学児の入場はご遠慮願います。
※車イスをご利用の方は、事前にご連絡ください。

主 催 /（ 公 財 ） 荒 川 区 芸 術 文 化 振 興 財 団
( 公財 ) 東京都歴史文化財団（東京文化会館）
共催/ 荒川区
企画協力/東京オーケストラ事業協同組合

販売窓口：
町屋文化センター
03-3802-7111
サンパール荒川
03-3806-6531
日暮里サニーホール
03-3807-3211
ムーブ町屋
03-3819-7761
ラ・ボンヌ・オカモト
03-3801-4725
前田園
03-3893-1779
オンラインチケットサービス
http://www.acc-arakawa.jp
東京文化会館チケットサービス 03-5685-0650（オペレータ対応）
営業時間10:00〜19:00（12月3日から発売・休館日休業）
http://www.t-bunka.jp/

女性の起業家
（起業間近の方も）、経営者、管理職の方等を対象とした
女性イベントです。3名の素敵なゲストによるトークセッションと
ゲストも参加する参加者交流会を行います。
ご自身の可能性を高めるネットワークをつくりませんか？
開演
14：00（開場13：30）
出演者
ゲスト講師：横田響子氏 （㈱コラボラボ代表）
宮本直美氏 （Coccoto Group代表）
猪熊真理子氏（㈱OMOYA代表）
入場料
無料
問合せ
03-3802-4807 (荒川区経営支援課 産業活性化係)
03-3803-2333（FAX）
macc@city.arakawa.tokyo.jp (Eメール)

2月4日（水）
司法書士による相続・遺言等無料相談会
開催 前日までの 9 : 30 〜17：0 0（土・日・祝日を除く）に電話で
予約していただけると待ち時間なくご相談を承ることができます。

開催時間
場所
問合せ

18：30〜20：30
第 2 , 3 集 会 室 （両日）
03-3806-3823（近藤）

主催/東京司法書士会北・荒川支部
後援/荒川区

レストラン・モアからのお知らせ
平日限定！ ランチバイキング11:00～15:00（ドリンクバー付き）

大人￥900
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※未就学児の入場はご遠慮願います。
※車イスをご利用の方は、事前にご連絡ください。
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18 : 30（ 開場 18：00）
小島慶子、清水康之、橘ジュン
無料【全席自由】
※未就学児童の入場不可
03-3802-3111 内線2379（与儀）
syouhuku@city.arakawa.tokyo.jp

主催/荒川区障害者福祉課

サンパール荒川（荒川区民会館）大ホール

― スプリングコンサート―

開演
入場料

2月2日（月）
女性フォーラム「WOMEN 'S NETWORK
〜女性のつながりが未来をつくる〜」

主催/荒川区

2月4日（水）
自殺予防講演会「私たちが生き抜くために」

開演
出演者
入場料

主催/音楽ボランティア「アンサンブル荒川」

2月22日（日）
フレッシュ名曲コンサート

集会室

小ホール

主催/（公財）荒川区芸術文化振興財団
共催/荒川区

問合せ

主催者側の了解を得た催し物についてのみ掲載しております。
入場券の購入方法については、各主催者にお問合せ下さい。

2月8日（日）
第7回大同吟詠会初吟会
開演
入場料
問合せ

10：00（開場 9 ：30）
無料【全席自由】
03-3891-5258（大同吟詠会 遠藤）

主催/大同吟詠会

※ランチバイキングの時間帯は喫茶その他の御食事のご提供をしておりません。
平日15：00〜17：00及び土・日・祝は通常メニューとなります。

★ 掲載をご希望のお客様へ ★
情報誌「アイ」への催事案内掲載は無料です。
掲載をご希望のお客様は、受付窓口までご連絡ください。

お問合せ・お申込み
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TEL. 03-3806-6531

