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ARAKAWA CITY 2022 EVENT CALENDAR

あらかわ遊
園

都電
荒川線と
バラ

令和4年度

宮前公園

各イベントの開催日や内容は、令和4年2月時点の予定を掲載したものです。
お出かけの際は問合せ先にご確認ください。
また、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。

注意

開催日 イベント名称 開催場所・連絡先・概要

3月15日（火）
〜

4月10日（日）

シダレザクラ
お花見会2022

（オンライン）

荒川区特設ホームページ上
尾久の原公園シダレザクラの会
（荒川区土木管理課）
☎03-3802-4483
動画配信によるオンラインお花見会のほか区内の
桜の開花状況報告、スタンプラリー、さくら投句会

15日（金）〜
6月8日（水）

はばたけ！
若手職人展

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

24日（日） 下町のオアシス
藤まつり（藤の大滝）

東日暮里三丁目本町会事務所（東日暮里3-37-6）
東日暮里三丁目本町会　町会長
☎03-3891-5504
建物の3階の階段に沿って縦に藤棚があ
るように咲いています

29日（祝）
第36回
川の手荒川まつり
第43回商業祭

南千住野球場（南千住6-45-6）
川の手荒川まつり実行委員会
（荒川区観光振興課）
☎03-3802-4689
荒川区商店街連合会（商業祭問合せ先）
☎03-3803-3003
ステージショー、交流都市特産品販売、
商店街による模擬店、バザール等

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3年度の区登録・指定文化財や、新
たに収集した資料を紹介

未定 あらかわ遊園
オープニングイベント

あらかわ遊園（西尾久6-35-11）
あらかわ遊園
☎03-3893-6003

April44月月

開催日 イベント名称 開催場所・連絡先・概要

1日（水）
4日（土）
5日（日）

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、4日は宵宮、5日は神幸祭

3日（金）
4日（土） あらかわ手づくり市

ふらっとにっぽり
（東日暮里6-17-6）
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

3日（金）
4日（土）
5日（日）

素
す さ の お

盞雄神社天王祭・
御神幸祭（本まつり）

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、4日は宮出し、5日は宮入り
荒川区登録無形民俗文化財

上旬〜
7月中旬

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

June66月月

開催日 イベント名称 開催場所・連絡先・概要

6日（土）
7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
6日は大祭式

26日（金）
27日（土）
28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
26日は大祭式のみ、27日・28日は氏子
まつり

27日（土）
28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

未定 あらかわ遊園
謎解きイベント

あらかわ遊園（西尾久6-35-11）
荒川区観光振興課
☎03-3802-4689

August88月月

開催日 イベント名称 開催場所・連絡先・概要

1日（金）
2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
☎03-5647-9068
※はがきで申込の上、抽選

上旬 第42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

30日（土） 第45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
（墨田区地域力支援部文化芸術振興課）
☎03-5608-1111
区内では都立汐入公園から見られます

July77月月

イベントカレンダーイベントカレンダー
2022 EVENT CALENDAR月別

月別イベントカレンダーの
最新情報はこちらから
※�携帯電話、スマートフォンの機種によりご覧になれない場合がございます。�
ご了承ください。

開催日 イベント名称 開催場所・連絡先・概要

11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

December1212月月

開催日 イベント名称 開催場所・連絡先・概要

上旬
日暮里ファッション
デザインコンテスト
2022

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

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35回都電荒川線
写真コンテスト入賞
作品展

町屋文化センター（荒川7-20-1）
ACC（公財）荒川区芸術文化振興財団
☎03-3802-7111
令和4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

November1111月月

開催日 イベント名称 開催場所・連絡先・概要

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

15日（土） JAZZ　in　
ARAKAWA Vol.14

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

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）

開催場所未定
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、文化等の魅力を紹介

未定
荒川ふるさと文化館企画展

「 目で見るあらかわのあゆみ〜 
古写真&絵葉書展〜」（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

未定 あらかわモノスポ
2022

開催場所未定
荒川区観光振興課
☎03-3802-4689
展示、販売、製作体験により荒川区のモノづくりを紹介

未定 あらかわ遊園
謎解きイベント

あらかわ遊園（西尾久6-35-11）
荒川区観光振興課
☎03-3802-4689

未定
荒川区観光アプリ

「あらかわさんぽ」
デジタルスタンプラリー

開催場所未定
荒川区観光振興課
☎03-3802-4689
区内の観光スポットを周遊してスマートフォンア
プリでスタンプを集めるデジタルスタンプラリー

October1010月月

開催日 イベント名称 開催場所・連絡先・概要

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

未定 荒川ブランドPR

開催場所未定
荒川区観光振興課
☎03-3802-4689
荒川区の伝統工芸職人や荒川マイスター
の匠の技を紹介

January11月月
開催日 イベント名称 開催場所・連絡先・概要

3日（土） 荒川区文化祭
大太鼓盆踊り大会

あらかわ遊園運動場（西尾久8-1-2）
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2022

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

September99月月

開催日 イベント名称 開催場所・連絡先・概要

6日（金）〜
28日（土）

あらかわ
Rose Weeks 2022

都電沿線バラ花壇周辺ほか
荒川区土木管理課
☎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

14日（土） 第12回
あらかわバラの市

あらかわ遊園スポーツハウス入口前
イベント広場（西尾久8-3-1）
荒川区土木管理課
☎03-3802-4483
バラの花鉢の販売、バラの育て方講習会等
※荒天の場合は中止

14日（土）
15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
14日は大祭式

21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
☎090-4945-6364

27日（金）
28日（土）
29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
27日は宵宮、28日は大祭式、29日は神
幸祭

May55月月

おいでよ！！ あらかわ

開催日 イベント名称 開催場所・連絡先・概要

21日（祝） 吹奏楽のつどい
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
区内の吹奏楽団体等による合同演奏会

March33月月

開催日 イベント名称 開催場所・連絡先・概要

3日（金） 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 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 パラスポーツ
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
パラスポーツ体験等

中旬〜
下旬

ディスカバーあらかわ
「区内の風景・風物展」

町屋文化センター（荒川7-20-1）
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

下旬〜
4月上旬 素

す さ の お
盞雄神社桃まつり

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

February22月月



荒川区は、俳句の魅力を次代につなぐ架け橋として、子どもから大人まで俳
句文化のすそ野をひろげ、豊かな俳句の心を未来に伝えることを誓い、平成
27年3月14日に「俳句のまち　あらかわ」を宣言しました。さまざまなイベ
ントを実施いたしますので、是非ご参加ください。
また、図書館や文化施設など区内19か所に投句箱を設置し、一年を通じて、
俳句を募集しています。

荒川区の観光アプリ「あらかわさんぽ」はこちらから
ダウンロードしてご覧ください。

モノづくり見学・体験スポット　荒川区公式ホームページ▶

荒川区には、モノづくりの見学や
体験ができる工場や工房等があります。
魅力あるモノづくりの現場にお越しください。

荒川区観光ボランティアガイドの会事務局
（荒川区観光振興課内） ☎03-3802-4689

主なお花見スポット

お問い合わせ

荒川区観光ボランティアガイドの会

モノづくり見学・体験スポット

※当冊子は、令和4年2月時点の予定を掲載したものです。
お出かけの際は問合せ先にご確認ください。
また、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。

お問い合わせ　荒川区観光振興課　☎03-3802-4689

登録（03）0073令和４年3月発行

京成日暮里駅北口改札前に日暮里観光案内所を開設しています。
12月29日～１月３日を除く10時～16時に営業しています。

日暮里観光案内所

荒川区には50軒程のもんじゃ焼き屋があり、様々な種類の
もんじゃが食べられます。
バリエーションに富んだもんじゃの美味しさをお楽しみく
ださい。

あらかわ もんじゃ

区内の観光スポットや史跡などを
無料で観光ボランティアガイドが
ご案内します。

あらかわ遊園とその周辺
西尾久6-35付近

都電「荒川遊園地前」7

西尾久4丁目さくら通りとその周辺
西尾久4-30付近

都バス「西尾久四丁目」8

日暮里南公園・都立竹台高等学校周辺
東日暮里5-19付近

都バス「東日暮里四丁目」
または「東日暮里五丁目」9

日暮里駅前・日暮里中央通り
東日暮里5-51付近

JR・京成・日舎ライナー「日暮里」
都バス「日暮里駅前」10

西日暮里4丁目・開成学園周辺
西日暮里4-2付近

JR・東京メトロ・日舎ライナー「西日暮里」
都バス「西日暮里駅前」11

西日暮里６丁目・冠新道
西日暮里6-48付近　

都バス「西日暮里六丁目」12

都電沿線都電とバラ
マップ上に　　 で表示

都立尾久の原公園とその周辺
東尾久7-1

日舎ライナー・都電「熊野前」
または都電「東尾久三丁目」6

南千住３丁目・東京ガス周辺
南千住3-28付近

都バス「清川」

荒川総合スポーツセンター周辺
南千住6-45付近

コミュニティバス（さくら）「南千住野球場」
都電「荒川区役所前」

三河島水再生センター周辺
荒川8-25付近

都電「荒川二丁目」

所在地 最寄駅

1

都立汐入公園
南千住8丁目地内

コミュニティバス（汐入さくら）「汐入公園」
都バス「汐入公園前」2

3

荒川公園（荒川区役所前）
荒川2-2-3

コミュニティバス（さくら）「荒川区役所」
都電・都バス「荒川区役所前」4

5
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三ノ輪橋おもいで館

胡録神社

荒川区シンボルキャラクター
「あら坊＆あらみぃ」
荒川区シンボルキャラクター
「あら坊＆あらみぃ」

都電おもいで広場

観光スポット

4

都立汐入公園
都立産業技術高等専門学校  荒川キャンパス
ドナウ通り
松尾芭蕉像
金子兜太句碑
荒川ふるさと文化館
ゆいの森あらかわ（吉村昭記念文学館併設）
荒川自然公園
三河島水再生センター
ぬりえ美術館　※令和4年10月末に閉館予定
都電荒川線
（都電おもいで広場、三ノ輪橋おもいで館）
都立尾久の原公園
宮前公園　※令和4年春頃全エリアオープン予定
あらかわ遊園　※令和4年4月リニューアルオープン予定
韓国・朝鮮料理の店（　　　エリア中心）
ふらっとにっぽり
日暮里繊維街
太田道灌像「回天一枝」・「山吹の花一枝」像
下御隠殿橋（トレインミュージアム）
富士見坂
夕やけだんだん バラの見どころ

お花見スポット1
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荒川区コミュニティバス ルート

（
さくら（左回り）
さくら（右回り）
9：00～17：00
（土日祝のみ）
一便おきに運行
汐入さくら

）
停留所
片側のみの停留所

◀

荒川区コミュニティバスの
詳細はこちらから

しも ご いんでん ばし

かいてん いっ し

隅田川のスーパー堤防と一体化して、テニス
コート等のスポーツ施設、展望広場（東京ス
カイツリー®も眺望）やバーベキュー広場等
が整備された、区内最大の公園です。

都立汐入公園
南千住8-7・13～16
☎03-3807-5181

開催日 イベント名
11月中旬 みんなの防災まつり
３月中旬 隅田川フェスタ

科学技術展示館では飛行機、ヘリコプター、エンジンな
どの実物を始め、NHKロボコン出場ロボットなど、教育的・
歴史的に価値がある各種工学機器類を展示しています。
一般公開日については、ホームページで御確認ください。

都立産業技術高等専門学校 荒川キャンパス
南千住8-17-1�☎03-3801-0145
https://www.metro-cit.ac.jp/

荒川区の国際交流都市であるオーストリア共和国ウィー
ン市ドナウシュタット区の名称にちなみ、平成14年に完
成し、命名されました。春はツツジの開花、秋はモミジ
バフウの紅葉が美しく、来街者の目を楽しませています。

ドナウ通り
南千住4丁目（南千住駅東口付近）
☎03-3802-4296

一風変わった名称の階段で、一般公募して命名
されました。この階段の上からは、美しい夕焼
けを眺めることができます。

夕やけだんだん
西日暮里3-13付近

都心にいくつかある富士見坂のうち、地上から
富士山が見える唯一の坂でした。この坂は、平
成16年に「関東の富士見百景」に選ばれました。

中央図書館、吉村昭記念文学館、ゆいの森子どもひ
ろばが一体となった施設です。おはなし会や講演会、
ワークショップなども実施しています。
●開館時間：9：30～20：30
●休館日：第3木曜日、特別整理期間、年末年始�他

ゆいの森あらかわ （吉村昭記念文学館併設）
荒川2-50-1�☎03-3891-4349
https://www.yuinomori.city.arakawa.tokyo.jp

「荒川千住芭蕉主従に花の春」この句は、俳人�金子兜
太氏から俳句のまちである荒川区にお寄せ頂いた作品
です。このことを記念し、平成29年3月に奥の細道矢
立初めの地である南千住にこの句碑を建立しました。

金子兜太句碑
南千住6-63-1（荒川ふるさと文化館正面）
☎03-3802-4689

日本で最初の近代下水処理場です。また、国の重要文化財に
指定された旧三河島汚水処分場喞筒（ポンプ）場施設は、大正
11（1922）年に運用を開始し、平成11（1999）年まで稼働し
ていました。下水処理過程や重要文化財を見学できます。
●処理施設見学予約（平日のみ）：☎03-3241-0944
●重要文化財見学予約（火・金を除く）：☎03-6458-3940

三河島水再生センター
荒川8-25-1�☎03-3802-7991
https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/

荒川ふるさと文化館
南千住6-63-1（南千住図書館併設）�☎03-3807-9234
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a016/bunkageijutsu/furusato/furusato-main.html

荒川区の歴史・文化に関する情報の宝庫です。縄文・弥生
時代の遺跡からの出土品、近世の古文書・浮世絵、昭和
41年頃の家屋を復元展示しているほか、企画展や館蔵資
料展を開いています。常設展示室内に「奥の細道と千住」
コーナー、正面玄関前に奥の細道へ旅立つ様子の３Dペイ
ント画を設置しました。あらかわ伝統工芸ギャラリー（年4
回展示替予定）で、伝統工芸の魅力を伝える展示（無料）、「あ
らわ座」（体験・実演）を開催します。
●休館日：毎週月曜日（祝日、振替休日の場合はその翌日）、毎月第２木曜日、年末年始　他
●入館料：100円（ただし、中学生以下・65歳以上の荒川区民・障がい者及びその介助者は無料）

富士見坂
西日暮里3-7付近　

観光スポット観光スポット
Tourist attractions

開催日 イベント名
3月～5月 ありがとう　きいち　春�～きいちの春は花のいろ～
8月～10月 ありがとう　きいち　秋�～永遠のきいち～　

日本で唯一のぬりえ専門の美術館です。「きいちのぬり
え」を中心に、日本と海外のぬりえを収集・展示してい
ます。館長はぬりえ作家、蔦谷喜一（つたやきいち）氏の
姪の金子マサさん。
●開館日：土曜日、日曜日�12：00～18：00（3月～10月）�11：00～17：00（11月～2月）
●入館料：大人（中学生以上）500円　小人（小学生）100円　※未就学児は無料

ぬりえ美術館
町屋4-11-8�☎03-3892-5391
http://www.nurie.jp/�※令和4年10月末に閉館予定

開催日 イベント名
6月上旬 「路面電車の日」記念イベント
10月上旬 「荒川線の日」記念イベント ※左記イベントは開催されない場合もございます。

都電で唯一残る荒川線は、三ノ輪橋～早稲田間を運行
しています（区内13停留場）。荒川区では、沿線の約４
キロにバラを植栽しており、色鮮やかなバラが春と秋
に咲き誇ります。周辺には「荒川バラの会」が管理する５つのバラ花壇があり、バラ
をゆっくりと観賞することが出来ます。荒川車庫に隣接する都電おもいで広場には、
かつて活躍した「PCCカー」こと5500形と「学園号」の愛称で親しまれた旧7500形
が展示されています（年末年始を除く土・日・祝日のみ開場）。また、営業所の窓口
や三ノ輪橋おもいで館では、様々な都電グッズ等を販売しています。

開催日 イベント名
4月下旬 つつじ観賞会
10月下旬 キャンドルナイトin三河島
3月下旬 さくら観賞会

都電荒川線
都営交通お客様センター�☎03-3816-5700
https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/

区内には、在日の韓国・朝鮮の人々が多く暮らしています。なかでも、JR常磐線三河
島駅周辺には、TVなどで紹介された焼肉・物産など特色あるお店がたくさんあります。

韓国・朝鮮料理の店 JR 三河島駅周辺　

野鳥や約10種のトンボやザリガニ・カエルが生息し、
アシなどの湿生植物が生い茂り、自然がそのまま残され
ています。また、隅田川を見渡すことができるスーパー
堤防に接し、シダレザクラの名所にもなっています。毎
年4月初旬には、「シダレザクラ祭り」が開催されます。

都立尾久の原公園
東尾久7-1�☎03-3819-8838

新幹線や特急列車を始め、山手線・京成線など、一日
に約20種類、約2,500本の列車を見ることができます。
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 （トレインミュージアム）
西日暮里2-58

開催日 イベント名
不定期 おぐのはら森のマルシェ
10月下旬 動物愛護フェスタ

隅田川沿いのスーパー堤防・保育園・図書館など、様々な機能
を兼ね備えた新しい公園です。園内には、大人気の長いローラーすべり台や芝生が
一面にひろがる多目的広場、バラを中心に植栽したローズガーデンエリアがあります。

「山吹の里伝説」にちなんで鷹狩り姿をした室町時代の武
将・太田道灌の銅像と、伝説に登場する山吹の花を差し
出す娘を描いた像です。日暮里には道灌の砦があったと
される道灌山など、ゆかりの史跡・伝承があります。本
行寺の道灌丘碑、青雲寺の日暮里舟繋松の碑（かつて西日
暮里公園の位置にあった）は区の文化財となっています。

太田道灌像「回
かい

天
てん

一
いっ

枝
し

」
「山吹の花一枝」像
西日暮里2-19（日暮里駅前）

宮前公園
荒川区東尾久8丁目及び西尾久3丁目地内�
☎03-3802-4482

昭和25年に開園した都内唯一の区立遊園地です。子どもからお年寄りま
で楽しめるアットホームな遊園地として親しまれてきました。現在、
2022年4月のリニューアルオープンに向けた改修工事のため休園中で
す。観覧車やメリーゴーランドなど、大型遊戯施設を一新し、天候に関
係なく遊べる室内遊び場も新たに整備します。各建物にはベビールームを設け、小さいお子様連
れでも安心して利用できます。魅力的なあらかわ遊園へと生まれ変わりますのでご期待ください。

元禄2（1689）年3月27日（新暦5月16日）、松尾芭蕉は千住
の地から奥の細道の旅へと出立しました。荒川区では、奥
の細道千住あらかわサミット開催を記念し、平成27年3月
に松尾芭蕉のブロンズ像（平野千里氏制作）を建立しました。

松尾芭蕉像
南千住4-5（JR南千住駅西口ロータリー）
☎03-3802-4689

JR日暮里駅南口から歩いて約3分のところに、両側約1キロ
にわたって約90店の生地・服飾関連の店が並んでいます。
11月には、ファッションデザインコンテストが開催されます。

開催日 イベント名
春・夏・秋・冬、開催予定
（詳細はHPをご覧ください） 日暮里繊維街セール

11月上旬 お楽しみイベント

日暮里繊維街
東日暮里3～6丁目付近�☎090-2192-6684
https://www.nippori-senigai.com/

あらかわ遊園
西尾久6-35-11�☎03-3893-6003�https://www.city.arakawa.tokyo.jp/yuuen/

令和4年4月リニューアルオープン予定

東京都の「新東京百景」に選ばれた公園です。区の地形
をかたどった白鳥の池や、楽しく交通ルールが学べる
交通園などがあります。●休園日�:�第１･第３木曜日
（祝日の場合はその日以降で土・日及び休日でない日）

荒川自然公園
荒川8-25-3�☎03-3803-4042

ふらっとにっぽり
東日暮里6-17-6�☎03-3801-7301

施設内には、総合案内（コンシェルジュ）、おもてなしスペー
ス（休憩所）、創作スペース・工房（ベビーロックスタジオ日
暮里）、多目的スペース、創業支援施設（イデタチ東京）等が
あります。日暮里区民事務所を併設しています。

令和４年春頃全エリアオープン予定
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