
荒川区イベントカレンダー　
令和３年度版

イ ベ ン ト 名 称 開 催 場 所 実 施 主 体 ・ 問 合 せ 先 ℡ 等 概  要  等

開催中～
5月23日
(日)

企画展「吉村昭 医学小説
―伝染病予防に奔走した
人々―」

ゆいの森あらかわ
（荒川2-50-1）

ゆいの森あらかわ
☎03-3891-4349

吉村昭が書いた医学小説から、コロナ禍に
おいても注目を集めた天然痘に関する作
品、関連資料を紹介します

29日（祝） 第４２回商業祭 各地区一部の商店街
荒川区商店街連合会
☎03-3803-3003

川の手スプリングセール景品交換、商店街
PR動画の放映等

29日（祝）～
5月9日（日）

第３５回川の手荒川まつり 特設サイト上にて実施
川の手荒川まつり実行委員会
（荒川区観光振興課）
☎03-3802-4689

ステージ動画、交流都市特産品の紹介、
川の手荒川まつりオリジナルゲーム

下旬～
6月上旬

速報！あらかわの文化財展
荒川ふるさと文化館
（南千住6-63-1）

荒川ふるさと文化館
☎03-3807-9234

令和２年度の区登録・指定文化財や、新た
に収集した資料を紹介

6日（木）～
15日（土）

あらかわＲｏｓｅ　ｗｅｅｋｓ！
都電沿線バラ花壇周辺
ほか

荒川区道路公園課
☎03-3802-4483

区内バラ花壇をめぐりスタンプを集めるス
タンプラリーを実施。区内生花店の一部で
「あらかわバラの市」のバラを販売。「あら
かわバラの市盛り上げ隊」による都電のバ
ラＰＲ。

8日（土）
9日（日）

元三島神社例大祭
元三島神社
（台東区根岸1-7-11）

元三島神社
☎03-3873-4976

8日は大祭式、9日は連合渡御

15日（土）
第４４回わんぱく相撲
荒川区大会

荒川総合スポーツセンター
（南千住6-45-5）

わんぱく相撲荒川区大会実行委員会
☎090‐7637‐7228

29日（土）
30日（日）

石浜神社例大祭
石浜神社
（南千住3-28-58）

石浜神社
☎03-3801-6425

29日は大祭式

1日（火） 胡録神社例大祭
胡録神社
（南千住8-5-6）

胡録神社社務所
☎03-3806-1673

1日は大祭式

3日（木）
5日（土）
6日（日）

素盞雄
    す さ の お

神社天王祭
素盞雄神社
（南千住6-60-1）

素盞雄神社
☎03-3891-8281

3日は大祭式、5日・6日は氏子まつり
荒川区登録無形民俗文化財

5日（土） あらかわ手づくり市 未定
ACC（公財）荒川区芸術文化振興財団
☎03-3802-7111

モノづくり作家の個性的な手づくり作品の
展示販売

5日（土）～
7月11日
(日）

国蝶オオムラサキ観察園
の開園

荒川自然公園
（荒川8-25-3）

荒川自然公園
☎03-3803-4042

※土・日のみ開園

2日（金）
3日（土）

第２１回ホタル観賞の夕べ
荒川自然公園
（荒川8-25-3）

荒川区ホタルを育てる会
☎03-6755-7639

※はがきで申込の上、抽選

中旬
第４1回
あらかわの伝統技術展

荒川総合スポーツセンター
（南千住6-45-5）

荒川ふるさと文化館
☎03-3807-9234

区内外の伝統工芸職人等の展示・実演・
販売

7日（土）
8日（日）

八幡神社例大祭
八幡神社
（西尾久3-7-3）

八幡神社
☎03-3893-1535

7日は大祭式

27日（金）
28日（土）
29日（日）

諏方神社例大祭
諏方神社
（西日暮里3-4-8）

諏方神社
☎03-3821-4275

27日は大祭式のみ、28日・29日は氏子ま
つり

28日（土）
29日（日）

松本社中
江戸の里神楽奉納

諏方神社
（西日暮里3-4-8）

松本社中
☎03-3894-6923

諏方神社例大祭開催時に江戸の里神楽奉納
国重要無形民俗文化財

未定
都電荒川線沿線
スタンプラリー

都電荒川線沿線
荒川区観光振興課
☎03-3802-4689

都電沿線4区をまわってスタンプを集める
スタンプラリーを実施

4日（土）
荒川区文化祭
大太鼓盆踊り大会

南千住野球場
（南千住6-45-6）

荒川区生涯学習課
☎03-3802-4575

※雨天の場合は翌日に順延

下旬
ＪＲ貨物グループ隅田川駅
貨物フェスティバル2021

ＪＲ貨物隅田川駅
（南千住4-1-1）

ＪＲ貨物関東支社総務部
☎03-5793-9071

４月

９月

開 催 日

５月

６月

７月

８月

※ 各イベントの開催日や内容は、令和３年２月１日時点の予定を掲載したもので
す。今後の新型コロナウィルス感染拡大状況により、開催日の変更、中止や内容
変更となる場合があります。お出かけの際は、問合せ先にご確認ください。



イ ベ ン ト 名 称 開 催 場 所 実 施 主 体 ・ 問 合 せ 先 ℡ 等 概  要  等開 催 日

上旬～
11月下旬

荒川区文化祭
サンパール荒川
（荒川1-1-1）他

荒川区生涯学習課
☎03-3802-4575

16日（土）
ＪＡＺＺ　ｉｎ　ＡＲＡＫＡＷＡ
Vol.13

サンパール荒川
（荒川1-1-1）

ACC（公財）荒川区芸術文化振興財団
☎03-3802-7111

公募により結成したビッグバンドのコン
サート

23日（土） 第４４回隅田川花火大会

開催場所：隅田川
　第一会場　　桜橋下流
から言問橋上流
　第二会場　　駒形橋下
流から厩橋上流

隅田川花火大会実行委員会
（台東区文化産業観光部観光課）
☎03-5246-1111

区内では都立汐入公園から見られます

下旬 秋を体験！荒川自然公園
荒川自然公園
（荒川8-25-3）

荒川自然公園
☎03-3803-4042

秋の工作、球根や花の植付体験等

未定
北海道くしろ地域・交流
フェア（仮称）

日暮里駅前イベント広場
釧路町村会（荒川区総務企画課）
☎03‐3802‐3285

北海道くしろ地域の特産品の販売、雄大な
自然等の魅力を紹介

上旬
日暮里ファッションデザイン
コンテスト2021

ふらっとにっぽり
（東日暮里6-17-6）

日暮里繊維街活性化ファッションショー
実行委員会
（荒川区産業振興課）
☎03-3802-4674

上旬～
12月上旬

荒川ふるさと文化館企画展
「文字を描く江戸・東京のデ
ザイン文字」（仮称）

荒川ふるさと文化館
（南千住6-63-1）

荒川ふるさと文化館
☎03-3807-9234

中旬
荒川区交流都市フェアin
秋まつり

開催場所未定
荒川区文化交流推進課
☎03-3802-3798

交流都市との交流経過や特産品等の紹介

下旬
第３４回都電荒川線
写真コンテスト入賞作品展

ゆいの森あらかわ
（荒川2-50-1）

ACC（公財）荒川区芸術文化振興財団
☎03-3802-7111

令和3年8月作品募集開始予定

未定 日暮里道灌まつり 日暮里駅前イベント広場
荒川区観光振興課
☎03-3802-4689

太田道灌ゆかりの自治体・店舗による物
販・観光PRやステージショーの実施等

１２
月

12日（日） 荒川第九演奏会
サンパール荒川
（荒川1-1-1）

ACC（公財）荒川区芸術文化振興財団
☎03-3802-7111

公募で集まった「荒川第九を歌う会」の半
年間の練習の成果を披露

上旬 諏方神社どんど焼
諏方神社
（西日暮里3-4-8）

諏方神社
☎03-3821-4275

古神札焚き上げ神事と餅を焼いて食し、無
病息災を願う

中旬～
3月上旬

館蔵資料展
荒川ふるさと文化館
（南千住6-63-1）

荒川ふるさと文化館
☎03-3807-9234

文化館で収蔵している館蔵資料から区の
文化・歴史を紹介する

3日（木）
松本社中
江戸の里神楽奉納

諏方神社
（西日暮里3-4-8）

松本社中
☎03-3894-6923

節分祭開催時に江戸の里神楽奉納
国重要無形民俗文化財

中旬
ディスカバーあらかわ
「区内の風景・風物展」

ムーブ町屋
（荒川7-50-9）

荒川区文化交流推進課
☎03-3802-3461

荒川区の風景・風物をテーマとする絵画、
版画、彫刻、染織等の展覧会

中旬
荒川区交流都市フェアin
春まつり

開催場所未定
荒川区文化交流推進課
☎03-3802-3798

交流都市との交流経過や特産品等の紹介

中旬
障がい者スポーツフェス
ティバル

荒川総合スポーツセンター
（南千住6-45-5）

荒川区スポーツ振興課
☎03-3802-4589

障がい者スポーツ体験等

下旬～
4月上旬 素盞雄

　 す さ の お

神社桃まつり
素盞雄神社
（南千住6-60-1）

素盞雄神社
☎03-3891-8281

境内に咲き誇る桃の花をお供えとして、
2,000体を超えるお雛様が飾られる

中旬 吹奏楽のつどい
サンパール荒川
（荒川1-1-1）

荒川区生涯学習課
☎03-3802-4575

区内の吹奏楽団体等による合同演奏会

未定
奥の細道矢立初めの地
子ども俳句相撲大会

荒川総合スポーツセンター
（南千住6-45-5）

荒川ふるさと文化館
☎03-3807-9234

子ども達が２人一組で土俵の上で俳句を
披露し、俳句「横綱」の座を競う大会

１１
月

１０
月

１月

3月

２月

※ 各イベントの開催日や内容は、令和３年２月１日時点の予定を掲載したもの
です。今後の新型コロナウィルス感染拡大状況により、開催日の変更、中止や内
容変更となる場合があります。お出かけの際は、問合せ先にご確認ください。

荒川区産業経済部観光振興課
電話：０３－３８０２－４６８９
荒川区観光情報トップページ

月別イベントカレンダーは

こちらから

令和３年３月発行


