10月催し物のご案内
平成28年10月6日
（木）
〜10日
（月・祝）
「平和の文化と希望展」荒川展
開催時間 10時00分〜20時00分
※6日のみ12時00分開場
入場料
無料
問合せ
03-3809-2141
（創価学会 荒川文化会館）

５階集会室

インフォメーション
大規模改修工事後
変更点のご案内
『大ホール編』

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

2016 .10

芸術の秋を迎え、これから催し物の予定も
たくさん。新しくなった大ホールで、楽しい
時間をお過ごしください。

11月催し物のご案内

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）

最後にご紹介するのは975名の収容人数を
誇る大ホール。今回の工事で、座席を全て新
しいものに交換しました。
シート幅がこれまでの475mmから540mm
へと広くなり、ゆったりとお座りいただけま
す。また、中央列の座席を千鳥配列、つまり
前後の列で互い違いの配置にすることで、前
の人の頭で視界が遮られなくなりました。

主催 創価学会「平和の文化と希望展」荒川展実行委員会

大ホール
平成28年11月26日（土）
劇団飛行船マスクプレイミュージカル
ピーターパン

約半年間に渡り大規模改修工事での変更点
をお伝えしてきたこのコーナーも、今月が最
終回となります。

ARAKAWA1-1-1ギャラリー
「都電のある風景
切り絵作家・稲葉祐吉 作品展」
移り変わる街の風物を残そうと、切り絵作品を制作した稲葉祐
吉氏（1936〜2006）。代表作でもある「都電荒川線シリーズ」
の一部を展示いたします。

懐かしい風景に出会いに、ぜひご来場ください。

平成28年11月27日（日）

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、
出演
トーク：城戸真亜子 大切な人のために〜」
（洋画家）

講 演：繁田 雅弘
開演

10月18日（火）〜 11月7日（月）
午前9時 〜 午後8時
入場無料

（首都大学東京教授）

13時00分
（開場 12時30分）
入場料 無料【全席自由】
問合せ 03-5615-3020（近藤）
HP
http://www.abeclinic-ninchi.com/
主催 荒川区
あべクリニック東京都認知症疾患医療センター
後援 東京都
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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。

サンパール荒川情報誌「アイ」

発行：2016年9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/

催し物のご案内
大規模改修工事後 変更点のご案内『大ホール編』
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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10月催し物のご案内
荒川区文化祭
平成28年10月9日（日）
大ホール
詩吟と剣舞の大会
9時45分から18時00分
平成28年10月23日（日）
区民音楽会
12時00分から17時00分
平成28年10月 30日（日）
民謡大会
10時00分から19時00分
問合せ 03-3802-3111（内線 3355）
（荒川区 生涯学習課 生涯学習事業係）

平成28年10月15日（土）
Orchestra Est 第1回 記念演奏会
Orchestra Estは東京大学音楽部管弦
楽団の団員を中心に結成されたオー
ケストラです。東京大学音楽部管弦
楽団についてはHP
（http://www.ut-orch.com/）をご覧
ください。

開演

19時30分
（開場 19時00分）
指揮
松元宏康
入場料 1,000円【全席自由】
問合せ OrchestraEst@gmail.com
HP
http://www.orchestra-est.jp/
主催 Orchestra Est

平成28年10月16日（日）
和太鼓集団 山城組【空】公演
山口県の小さな町、田布施町からやって来
た和太鼓集団！「美動＆鼓舞」をテーマに
オリジナル曲を演奏します。彼等の力強く
靭やかなバチ捌きに勇気と元気を！
パフォーマンスで笑顔に！

開演

14時00分
（開場 13時30分）
入場料 1,000円
※小学生以下無料
問合せ 080-5072-4443（大林）
後援 田布施町
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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10月19日（水）
特殊詐欺根絶キャラバン隊2016
熱血！石原良純のサギ警報

大ホール

みんなで協力してオレオレ詐欺を根絶しましょう！

開演
13時30分（開場 13時00分）
出演
石原良純 ほか
入場料 無料【全席自由】
※電話・FAX・メールにて
事前の申し込みが必要
申込
電話・FAX：03-5571-5701
mamahelp@tbs-v.co.jp
（特殊詐欺根絶キャラバン隊事務局）
主催 警視庁

平成28年10月1日（土）
・2日（日）
かっぱ橋歌劇団第5回公演
小ホール
歌劇「ジューリオ・チェーザレ」
G.F.ヘンデル作曲 全3幕（原語上映・字幕）
華麗なバロック・オペラ＝恋とたくらみ、
美女と悪人、歌と踊りと活劇満載の壮大な
スペース・オペラ化!? ドリンク片手に
（場内販売予定）お楽しみを!!

開演

10月1日 16時30分
（開場 16時00分）
10月2日 12時00分
（開場 11時30分）
入場料 3,000円【全席自由】
問合せ 03-3843-5626（いつき）
mikikoi@s2.dion.ne.jp
主催 かっぱ橋歌劇団
後援 公益財団法人 日本骨髄バンク

平成28年10月25日（火）
よしもとお笑いまつり in 荒川
よしもとお笑いまつり荒川初開催！！

開演

19時00分
（開場 18時30分）
出演
レイザーラモン
くまだまさし
ハイキングウォーキング
ウーマンラッシュアワー
しずる
パンサー
ピスタチオ
入場料 前売/3,500円 当日/4,000円
【全席指定】
※5歳以上有料、4歳以下は膝上なら無料
（お席が必要な場合は有料）
問合せ 0570-550-100
（チケットよしもと 10時00分〜19時00分）

主催 吉本興業株式会社
後援 ACC (公財) 荒川区芸術文化振興財団
企画・制作 よしもとクリエイティブ・エージェンシー
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平成28年10月10日（日）
第6回 荒川歌謡クラブ カラオケ発表会

歌は会員相互のふれあいの楽しみと生きる喜びを大いに引き立てます。

開演
10時00分（開場 9時30分）
入場料 無料
問合せ 03-3807-5974（宇塚）
主催 荒川歌謡クラブ
共催 NPO法人 荒川区高年者クラブ連合会

平成28年10月14日（金）
・15日（土）
モラロジー生涯学習セミナー
荒川モラロジー事務所 第19回開催
会場テーマ「仕事と生きがい」

開会 10月14日 18時30分
（受付開始 18時00分）
10月15日 13時30分
（受付開始 13時00分）
問合せ 03-3892-8411（荒川モラロジー事務所）
主催 公益財団法人 モラロジー研究所
運営 荒川モラロジー事務所
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