11月催し物のご案内
平成28年11月22日（火） 小ホール
かんだ歌宴 vol.22
志田雄啓リサイタル
第1部
かんだ歌宴メンバーによるガラコンサート
第2部
シューベルト作曲 「美しき水車小屋の娘（抜粋）」
プッチーニ作曲 歌劇「蝶々夫人」より第1幕（抜粋）ほか
全員合唱 ベートーベン作曲 交響曲第9番より「歓喜の歌」

開演
19時00分（開場 18時45分）
入場料 カンパ制
問合せ info.kaen.kaen@gmail.com
主催 かんだ歌宴
後援 ACC (公財)荒川区芸術文化振興財団
NPO法人日本声楽家協会

平成28年11月19日（土） 第1集会室
仲村整形外科医院
カラダココロ元気!! 体操教室
巷の流行に流されず、医学的根拠のある体操
をして、自宅で効果的にカラダの調子を整え
ることができるようになるのが目標です。

開催時間 14時30分〜16時00分
（受付 14時15分〜）
料金
2,000円【要・事前申込】
申込
03-3807-1600
（仲村整形外科医院受付）

休館日のお知らせ
電気設備点検日のため11月24日（木）
は
全館休館日とさせていただきます。

区内探訪
都立汐入公園
1年ぶりに帰ってきました、区内探訪のコーナ
ーです。
今回久しぶりのお出かけ先に選んだのは、荒川
区の東の端に位置する汐入公園。南千住駅から歩
いて15分ほどで着きました(写真1)。
周辺に大型のマンションがたくさん立ち並んで
いることもあり、園内では遊んでいる子どもたち
が多く見受けられました。芝生では小学生が野球
をしていたり、親子連れがシートを広げてピクニ
ックをしていたり。
テニスコートやバーベキュー広場などもありま
すが、一番ご紹介したいのが汐入タワー(写真2)。
木製の塔の中はらせん状のスロープになっていて
(写真3)、ぐるぐると登っていくと展望台からは隅
田川のきらきらとした水面と、その奥にそびえ立
つスカイツリーを眺めることができます(写真4)。
からだを動かすのにちょうど良い季節がやって
きました。よく晴れた休日の散歩には、汐入公園
がおすすめです。
所在地：荒川区南千住八丁目
アクセス：JR常磐線・東京メトロ日比谷線「南千住駅」徒歩12分
都バス「汐入公園」下車すぐ
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ARAKAWA1-1-1ギャラリー
「小林十三江 紙人形展」
区内在住の作り手が和紙から生み出した紙人形・色紙など約30点
を展示します。やわらかな人形の表情や温もりは、見る人の心を
きっと和ませてくれます。

11月11日（金）〜27日（日）
午前9時 〜 午後8時
入場無料
催し物のご案内

サンパール荒川情報誌「アイ」

区内探訪「都立汐入公園」

発行：2016年10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
TEL:03-3806-6531 FAX：03-3801-5160
http://www.sunpearl-arakawa.com/

ARAKARA1-1-1ギャラリー
休館日のお知らせ

情報誌アイの催事案内掲載は無料です。
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11月催し物のご案内
荒川区文化祭
平成28年11月 3日（木・祝）
区民囲碁大会
10時30分から17時30分

平成28年11月13日（日）
歌謡大会
9時30分から18時00分

平成28年11月 6日（日）
バレエコンサート
14時00分から18時00分

平成28年11月13日（日）
区民将棋大会
10時30分から17時00分

問合せ 03-3802-3111（内線 3355）
（荒川区 生涯学習課）

平成28年11月19日（土） 大ホール
アレグレット交響楽団 第7回定期演奏会

開場後、開演時間までにミニコンサートを開催する予定です。

開演
入場料
HP
問合せ

14時00分（開場時間 13時15分）
無料【全席自由】
http://www.alsymphony.info/
info@alsymphony.main.jp（西谷）

主催 アレグレット交響楽団

平成28年11月23日（水・祝） 大ホール
K&S Ballet Space 第4回 発表会
第1部 小品集
第2部 シンデレラ（抜粋）
お気軽に会場へ足をお運びください！

開演 17時00分（開場 16時30分）
HP
http://www.kands-ballet.com/
主催 K&S Ballet Space

平成28年11月26日（土）大ホール
劇団飛行船マスクプレイミュージカル
ピーターパン
開演
14時00分（開場 13時30分）
入場料 大人
1,500円
子ども
1,000円
親子ペア 2,000円
（ACC友の会 各200円引き）
問合せ 03-3802-7111（ACC）

主催
共催
後援
企画制作

ACC(公財)荒川区芸術文化振興財団
荒川区・荒川区私立幼稚園等協会
荒川区教育委員会
劇団飛行船
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※主催者の了解を得た催し物についてのみ掲載をしております。
内容が変更となる可能性もございますので、詳細は各主催者にお問い合わせください。

平成28年11月27日（日）大ホール

あらかわ認知症サポーター1万人プロジェクト
講演会

「Together 〜認知症について考えよう、
大切な人のために〜」

開演
出演

13時00分
（開場 12時30分）
トーク：城戸真亜子氏
（洋画家）

講 演：繁田雅弘氏

（首都大学東京 教授）

入場料 無料【全席自由】
問合せ 03-5615-3020

（医療法人社団讃友会あべクリニック
東京都認知症疾患医療センター 事務局）

主催 あべクリニック東京都認知症疾患医療センター
荒川区
後援 東京都

平成28年11月30日（水） 大ホール
ブリッツ フィルハーモニックウィンズ
第28回定期演奏会

巨匠 真島俊夫 ―音楽と煙の向こうに見えるもの

桜散る頃に惜しまれつつ、この世を去った吹奏楽の巨匠真島俊夫。
今回は彼にとって初期の作品から、生前ご本人も実演を聴くことが
叶わなかった作品まで、幅広い楽曲群から、これぞ真島作品という
楽曲のみを選曲致しました。

開演
19時00分（開場 18時15分）
入場料 一般 4,000円
学生 2,500円
【全席自由】
（前売は500円引き）
※未就学児のご入場は
ご遠慮ください。

HP
http://blitz-winds.org/
問合せ 045-222-0214
info@blitz-winds.org
（Blitz Philharmonic winds 事務局）

平成28年11月6日（日） 小ホール
第104回 日本詩吟文化学院
秋の鳳風流吟詠と朗読の集い
書道吟・茶道吟・ものがたり吟詠・吟舞・
朗読等、盛り沢山の企画で皆様の御来場を
お待ちしております。

開演
出演
入場料
問合せ

10時15分（開場 9時30分）
武島鳳珠 他、学院生一同
無料
03-3801-4811
houju0915@gmail.com（武島）

主催 日本詩吟文化学院

平成28年11月17日（木） 小ホール
荒川シルバー大学朗読教室
第5回 朗読発表会
『今を生きて』―金子みすゞと藤沢周平 春夏秋冬―
※春夏秋冬…金子みすゞの詩と藤沢周平の作品を朗読します。

開演
出演

14時00分（開場 13時30分）
荒川シルバー大学朗読教室
平成28年度 学生一同
入場料 無料【全席自由】
問合せ 080-6547-1505（池田）

主催 荒川シルバー大学朗読教室

平成28年11月18日（金） 小ホール
平成28年度荒川区尿失禁予防講演会
開演
出演

14時30分（開場 14時00分）
鈴木康之氏

（東京都リハビリテーション病院
副院長・泌尿器科診療部長）

入場料 無料【全席自由、要・事前申込】

主催 Blitz Philharmonic winds

申込

※未就学児同伴の場合、
予約時にご相談ください。

03-3802-3111（内線 432）

主催 荒川区健康推進課
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