区内探訪

催し物のご案内

SUNPEARL ARAKAWA INFORMATION

☆三河島水再生センター

集会室
11月6日（木）
司法書士による相続・遺言等無料相談会
今お困りの事、将来の不安など、お気軽にご相談いただけます。

開催時間
場所

18：30〜20：30
第2,3集会室

問合せ

03-6806-5930（相澤）

今回は荒川区環境清掃部環境課主催
「環境区民のつどい 三河島水再生センター見学」
に参加させていただきました。（2014年10月4日開催）
私たちの生活に必要不可欠な水再生の世界を探っていきましょう！
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①たまご型下水管
こちらは実際に使用されていた下水管。
深さがあることにより水がよく流れるため、
この形をしているのだとか。
しかしこの形、歪んでしまうと水が上手く
流れないそうです。
また、製造するのにも手間がかかるため、
最近は塩化ビニール素材の丸い形のものが
一般的だそうです。

主催/東京司法書士会北・荒川支部
後援/荒川区

インフォメーション

月

②沈澱池

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。

これは第一沈澱池です。
2～3時間をかけて下水をゆっくりと流し、
汚れを沈殿させます。この次の段階では
微生物の入った活性汚泥という泥を加え、
細かい汚れを分解します。
6～8時間もの時間をかけ、
水を綺麗にしていきます。
この後も処理を重ねて綺麗な水に
戻していきます。

工事は平成 27 年 4 月から約 1 年間を予定しており、工事期間中は
施設をご利用いただくことができません。休館中の受付方法について

③微生物により分解された下水

は現在検討中ですので、決定次第、受付窓口ならびに区報、ホームペー
ジなどでお知らせいたします。
また、平成 26 年 4 月より施設予約抽選会については、集会室のみと
させていただいております。
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。

11月保守点検日のお知らせ
【全館保守点検】
11月12日（水）
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・モアも休業致します。
※受付窓口は営業しております。
★ 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

この段階の下水は、目に見えるゴミはなく、
においも無臭でした。
ここから更に殺菌処理を行い、隅田川に放流します。
こうして海や川の水質保全の役割も担っています。

①のたまご型下水管、実は神田駅の近くは今もあの形のものが
現役だそうです。その歴史は約130年。私たちが普段生活する街の
地中には思いがけない歴史が埋まっているかもしれません。
しかし、下水道普及率がほぼ100％となったのは1995年のことでした。
ここに至るまでに日本は、様々な水処理の歴史を歩むことになります。
そして、日本初の水再生センターが誕生しました。
12月号ではこの、旧三河島汚水処分場ポンプ場施設とその歴史を
ご紹介します！

【所在地】〒116-0002 東京都荒川区荒川8-25-1
【最寄】 ・東京メトロ、京成線「町屋」駅から徒歩13分
・都電荒川線「荒川二丁目」から徒歩3分
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Topics
㽈 催し物のご案内（11月）
大規模改修工事のお知らせ
全館保守点検のお知らせ
区内探訪
サンパール荒川情報誌「アイ」
発行：2014 年 1 1 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
サ
ン
荒川 催し物のご案内

平成二十六年度荒川区文化祭
入場料無料
11月2日（日）民謡大会
時間
場所

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。

2014 年 1 1 月

11月30日（日）
岩倉高等学校吹奏楽部
第1回定期演奏会〜Start of new age〜
新たなる時代の幕開け

大ホール
11月22（土）23日（日）
オペラ劇場 あらかわバイロイト
リヒャルト・シュトラウス作曲

10：00〜19:00
大ホール

開演
入場料
問合せ

「ナクソス島のアリアドネ」
[全曲舞台上演・ドイツ語上演・日本語字幕付き]

11月3日（月・祝）民踊大会
時間
場所

■開演
22日（土）

10:30〜16:00
大ホール

11月3日（月・祝）囲碁大会
時間
場所

主催/岩倉高等学校吹奏楽部

A公演
B公演

12：30（開場12：00）
17：00（開場16：30）

C公演

16：30（開場16：00）

23日（日）

10：30〜17：30
小ホール(大会の部)
第4集会室（棋聖戦の部）

■入場料

14：00〜17：00
大ホール

10月22日（水）～11月2日（日）

美火土陶碗 藍澤彰 「茶ノ湯の器」展
午前9時～午後5時 入場無料

各公演、先着20名様限定)

11月16日（日）歌謡
時間
場所

ARAKAWA1-1-1 ギャラリー

SS席 12,000円
S席
9,000円
A席
6,000円
B席
3,000円
(※ACC友の会会員各2割引)
(※荒川区民特別割引 SS席6,000円

11月9日（日）バレエコンサート
時間
場所

13：30（開場13：00）
無料【全席自由】
03-3841-3086（岩倉高等学校吹奏楽部 山田）

問合せ

9：30〜18：00
大ホール

問合せ/3802-3111 内線3355（生涯学習課 加藤）
主催/荒川区・荒川区文化団体連盟

03-3809-9712(東京国際芸術協会)

主催/TIAA一般社団法人 東京国際芸術協会
(公財)荒川区芸術文化振興財団
共催/荒川区
協賛/木村屋本店
協力/株式会社ハセベ、東京音楽学院

萩茶碗を中心に茶入・織部の香合・唐津の向付など、展示棚にてお気軽に御覧いた
だけます。東京アートアンティークフェアに出品した作品と新作の茶ノ湯の器です。

問合せ：美火土陶碗（みかどとうわん）西日暮里工房 090-2906-0891
11月5日（水）～11月16日（日)

「日暮里コレクションのあゆみ」展
午前9時～午後5時 入場無料

小ホール

劇団飛行船マスクプレイミュージカル

劇団飛行船マスクプレイミュージカル

みん
な！！

「桃太郎」
11月9日（日）
第100回秋の鳳風流吟詠と朗読の集い
日本詩吟文化学院秋の大会も第100回。
併せて創立35周年になりました。
特別番組（14時30分頃～）では書道吟、ものがたり吟詠
「 義 経 物 語 」 吟 舞 等 、朗 読 盛 り 沢 山 の 出 し 物 を
準備しています。是非お越し下さい！

開演
出演
入場料
問合せ

10：00（開場9：30）
武島鳳珠・永田咏滉・岡村心蒼
無料【全席自由】
03-3801-4811（武島）

主催/日本詩吟文化学院

他学院生一同

■開演
■入場料

いく
よ

11月29日（土）

14：00（開場13：30）

日本昔
日本昔話
日
昔話より
2 幕15
2幕15場
脚本／いさとやすのり
再演演出／童野 権
演出助手／石川 信

大人
1,500円
ṛṛ ಆ Ṝṣ  ếۚỀ
子ども
1,000円
親子ペア
2,000円
ACC友の会会員200円割引
※3歳未満で親と同席の場合無料
03-3802-7111（ACC）
όᾷᾕ̵ᾯᖭࣴݸᾟ̵ᾯ

֙Ỗషᫌཨ ếṝṚ ԋԪᫌܣỀ ỏҹऔᔬᄉỐ
入場料 : 大人 1,500 円 子ども 1,000 円 親子ペア 2,000 円
ACC 友の会会員 200 円引き ※3 歳未満で親と同席の場合無料

˾ˮ̀̅ᆃݢ Ắ ṣ ಆ ṛṝ  Ṓ ۚ ṓ ֙Ԫ ṛṚ షἜ
ᡡݢ
ᄎ࢈ցᾷᾃ̵ɰ☎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
Web 予約・ｈttp://www.acc-arakawa.jp/

※車イスご利用の方は町屋文化センタ―にお問合せください。

主催：ACC( 公財 ) 荒川区芸術文化振興財団 共催 : 荒川区 後援：荒川区教育委員会 企画制作：劇団飛行船

問合せ

主催/（公財）荒川区芸術文化振興財団
共催/荒川区
後援/荒川区教育委員会
企画制作/劇団飛行船

日暮里サニーホールにて、
「日暮里コレクション2014 TheFashionShow」が
今年も11/13(木）に開催されます。
それに合わせて、これまでのショー開催の様子や、作品の写真を展示します。
ショーと合わせて、ご覧ください。
(協力：日暮里繊維街活性化ファッションショー実行委員会)

11月19日（水）～11月30日（日）

「家族日和・カメラびより」展
午前9時～午後5時 入場無料
11月30日は、「カメラの日」です。携帯電話やスマートフォンなどで、
誰でも手軽に写真が撮れる時代になりましたが、
きちんとカメラで写すことも
忘れないでいたいですね。特に家族の写真は、節目ごとに残していきたいもの。
区内の写真館のご紹介と写真、古いカメラを展示します。

お問合せ 03-3806-8668(ACC)
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