
※ ゆいの森あらかわは、通常通り開館
午前９時30分～午後５時８月26日月

夏休み臨時開館

☎（３８０７）９２２１☎（３８０７）９２２１南千住図書館
科学あそび「わごむのふしぎ～ころころコップカーをつくろう｣

工作会「とび出す花火をつくろう」

尾久図書館 ☎（３８００）５８２１☎（３８００）５８２１

工作会「万華鏡をつくろう」

科学あそび「ペットボトルの空気砲」

工作会「くうきであそぼう」

ちょうちょに変身～はらぺこあおむしおはなし会

ゆいの森あらかわ ☎（３８９１）４３４９☎（３８９１）４３４９

日　時 ７月31日㈬午前11時～正午 対　象 ４歳以上の未就学児と
保護者

場　所 ２階ワークショップルーム 定　員 15組（申込順）

手作り絵本のワークショップ

時　間 ▶３日…午前10時～正午
▶４日…午後２時～４時

場　所 ２階ワークショップルーム
対　象 小学４～６年生

期　日 ８月３日㈯・４日㈰（全２回）

定　員 20人（申込順） 講　師 児童文学作家・川北亮司氏
持ち物 絵の具・色えんぴつ・マーカーペン等

　ゆいの森あらかわ・各図書館では、夏休みにさまざまな
イベントを行います。ぜひ、お越しください。ゆいの森あらかわ・各図書館

町屋図書館 ☎（３８９２）９８２１☎（３８９２）９８２１

こわ～いおはなし会

みんなあつまれ  えほんおたのしみ会

ゆいの森あらかわ…７月21日㈰から１階総合カウンター・下記ホームページで
　　　　　　　　　ほhttps://www.yuinomori.city.arakawa.tokyo.jp/
各図書館…７月21日㈰からカウンター・電話で

申込み

熊野前商店街振興組合（はっぴいもーる熊野前）

熊 野 前 カ ー ニ バ ル
日　時 ７月27日㈯午後４時～８時30分

問合せ 熊野前商店街振興組合☎（３８９３）０７２９
南千住仲通り商店会
仲通り納涼祭・ゲーム・
コ ン サ ー ト 大 会

日　時 ８月３日㈯午後６時～９時

問合せ 石橋☎０９０（５７５８）３３２７

べるぽうと汐入商店街振興組合
納涼祭（盆踊り大会） ８月３日㈯・４日㈰午後７時～９時日　時

どじょう・金魚つかみ大会 ８月18日㈰午前11時～午後１時日　時
問合せ ふとんの店おかもと８９　☎（３８０１）４７２５
コツ通り商店会
納 涼 盆 踊 り 大 会 日　時 ８月24日㈯・25日㈰午後６時～９時30分

問合せ 杉山　☎０９０（４２０３）６５６６

三の輪銀座商店街振興組合（ジョイフル三の輪）

縁 日 大 会
日　時 ９月７日㈯午後３時～７時

問合せ 三の輪銀座商店街振興組合
☎（３８０１）１６３３

商店街
　区内商店街で開催されます。
ぜひ、お越しください。
※ 天候等により、日時等が変更に
なる場合があります

　絵本の読み聞かせ、紙芝居、パネル　絵本の読み聞かせ、紙芝居、パネル
シアター、手遊びやふれあい遊び等、シアター、手遊びやふれあい遊び等、
お子さんと一緒にお話の世界を楽しんお子さんと一緒にお話の世界を楽しん
でみませんか。でみませんか。
　詳細は、ゆいの森あらかわ・各図書　詳細は、ゆいの森あらかわ・各図書
館にお問い合わせください。館にお問い合わせください。

親子で楽しむ「０～３歳のためのおはなし会」親子で楽しむ「０～３歳のためのおはなし会」

南千住地域
ラジオ体操　　　　　　　　　　  
日７月21日㈰～８月４日㈰
時午前６時20分～６時50分　※最
終日に参加賞配付、15日間連続参
加の子どもは表彰状贈呈　所第二瑞
光小学校校庭　 南千住協和会
盆踊り大会
日７月28日㈰　時午後７時～９時
所第六瑞光小学校校庭
南千住・東日暮里一丁目南町会
盆踊り大会
日８月２日㈮・３日㈯　時午後６時
～９時　所東日暮里一丁目公園
東日暮里一丁目アパート自治会
納涼子ども会
日８月18日㈰　時午後４時～７時
所南千住二丁目町会会館前（南千住
２-21）　内盆踊り・ゲーム・軽食
を通じた子どもと高齢者の交流
南千住二丁目町会
盆踊り・汐入まつり
▶盆踊り
日８月３日㈯・４日㈰　時午後６時
30分～９時　所都立汐入公園ふれ
あい広場
▶汐入まつり
日８月25日㈰　時午前10時30分～
午後３時　所都立汐入公園ふれあい
広場ほか　内式典、ステージ、模擬
店、遊具、社会を明るくする運動、
献血活動ほか
…………………………………………
リバーパーク汐入町会
子ども会ミニ縁日
日９月８日㈰　時午後６時～７時
30分　所瑞光公園　内模擬店ほか
南千住一丁目東町会

荒川地域
盆踊り大会・子どもミニ縁日
▶盆踊り大会
日８月３日㈯・４日㈰
時午後７時～９時
▶子どもミニ縁日
日８月４日㈰
時午後５時30分～景品がなくなり
しだい終了
内かき氷、輪投げ、ヨーヨーほか
…………………………………………
所二之坪通り中央（東日暮里２-19
～22）　 二之坪町会
仲道納涼盆踊り大会
日８月３日㈯・４日㈰
時午後７時～９時（ミニ縁日は午後
５時から）※踊り参加者にうちわ・
ジュースを配付　所仲道中庭まんま
る広場（荒川７-８-１）
仲道会
下町絆親子まつり盆踊り大会
日８月17日㈯・18日㈰
時午後６時～８時30分　所峡田小
学校校庭　内盆踊り、模擬店
大西町会、子の神町会
夏休み子ども大会
日８月18日㈰　時午前10時～正午
所花の木児童遊園
内バケツリレー、金魚すくい、スイ
カ割りほか　 荒川親交会

納涼盆踊り大会
日８月24日㈯・25日㈰　時午後６
時～９時　所かんかん森通り（東日
暮里１-21・22）　内金魚すくい、
射的、輪投げ、ヨーヨー釣り
東日暮里一丁目正庭町会
夏休み子ども祭り
日８月25日㈰　時午前10時～正午
所荒川中央町会会館前広場（荒川
４-25-２）　内輪投げ、射的、ビン
ゴ、かき氷、菓子の配布
荒川中央町会
夏休み親子ふれあい大会
日８月25日㈰　時午前10時～午後
１時　所生涯学習センター
内模擬店、ゲーム、和太鼓実演
荒川三丁目中央会

町屋地域
ラジオ体操・ドジョウつかみ大会  
▶ラジオ体操
日７月22日㈪～31日㈬　時午前６
時15分～７時
所第四峡田小学校校庭
▶ドジョウつかみ大会
日８月４日㈰　時正午～午後３時
所原稲荷神社（町屋２-８-７）
内ドジョウつかみ、模擬店ほか
…………………………………………
町屋一・二丁目仲町会
ミニ縁日
日８月４日㈰　時午後４時～７時
所町屋八丁目防災広場　内焼きそ
ば、かき氷ほか
町屋八丁目中央会
夕涼み会
日８月４日㈰　時午後４時～７時
30分　所藍染公園　内盆踊り、ゲ
ーム、模擬店ほか
町屋一丁目南町会
納涼大会
日８月17日㈯　時午後４時～５時
所大森畳店前（町屋４-21-４）
内模擬店、ゲーム　 町屋江川町会
納涼子ども祭り
日８月18日㈰　時午後４時～７時
（販売品がなくなりしだい終了）
所町屋一丁目東町会会館・防災広場
（町屋１-12）　内模擬店、ゲーム
町屋一丁目東町会
夏のレクリエーション
日８月18日㈰　時午前11時～午後
１時　所町屋四丁目グリーンスポッ
ト　内模擬店、ゲーム
町屋東栄町会
納涼会
日８月18日㈰　時正午～午後２時
所町屋二丁目児童遊園　内模擬店、
ゲーム　 町屋二丁目仲町会
ミニ縁日
日８月25日㈰　時正午～午後３時
所江川堀児童遊園
内模擬店、ゲーム、スイカ割り
町屋六丁目南町会
納涼盆踊り
日８月26日㈪・27日㈫　時午後６
時30分～９時10分　所町屋三丁目
児童遊園　 町屋三丁目仲町会
納涼文化祭
日８月31日㈯　時午後５時～８時

所町屋八丁目アパート集会所前広場
（町屋８-17-３）　内模擬店、ゲー
ム　 町屋八丁目東文化会

尾久地域
夜店大会　　　　　　　　　　　   
日８月２日㈮　時午後５時30分～
７時30分　所尾久小公園
内焼きそば、かき氷、ゲームほか
東尾久六丁目旭町会
夏休み子どもまつり　　　　　　    
▶水遊び
日８月３日㈯　時正午～午後２時　
所原中学校校庭　内子どもプール、
ドジョウつかみ、放水シャワー
▶納涼踊り
日８月３日㈯・４日㈰　時午後７時
～９時　所町屋五丁目南公園
▶大人・子ども神

み こ し

輿と山
だ

車
し

日８月４日㈰　時午前８時30分～
正午　所原町会会館集合・出発
…………………………………………
原町会
夏休み焼きそば・かき氷大会
日８月３日㈯　時午前11時～午後
２時　所西尾久四丁目南児童遊園
内焼きそば、かき氷等の配布
西尾久四丁目町会
夏休み子どもまつり
日８月４日㈰　時午前10時～午後
１時30分　所尾久銀座商店街会館
集合・解散　内子ども神輿・山車を
中心に、アイス・スイカ・かき氷・
パン・牛乳・お菓子セットを解散時
に配付
東尾久四丁目中央町会
四町会連合盆踊り大会
日８月17日㈯・18日㈰　時午後６
時30分～９時　所第九中学校校庭
東尾久一丁目町会、東尾久赤土町
会、東尾久二丁目東町会、東尾久本
町町会
三町会合同盆踊り大会
日８月17日㈯・18日㈰　時午後７
時～９時　所東尾久六丁目防災広場
東尾久六丁目仲町会、東尾久六丁
目旭町会、荒川区大門町会
西尾久十町会連合納涼盆踊り大会
日８月23日㈮～25日㈰　時午後６
時30分～９時　所あらかわ遊園運
動場
西尾久三丁目宮元町会、西尾久四
丁目町会、西尾久五丁目町会、西尾
久中町会、西尾久六丁目町会、西尾
久七丁目本町会、西尾久七丁目南町
会、西尾久八丁目町会、西尾久八丁
目自治会
田端スカイハイツ納涼祭り
日８月24日㈯　時午後６時～８時
所田端スカイハイツ構内（西尾久４
-12-11）　内子ども手持ち・仕掛け
花火、模擬店ほか
田端スカイハイツ自治会
夏祭り盆踊り大会
日８月24日㈯・25日㈰　時午後６
時～９時（25日㈰は、午後８時30
分まで）　所尾久小学校校庭
尾久橋町会、東尾久三丁目東町

会、東尾久五丁目熊野前町会、東尾
久五丁目仲町会、東尾久八丁目町会

五町会連合盆踊り大会
日８月24日㈯・25日㈰　時午後７
時～９時（25日㈰は、午後６時30
分から）
所尾久宮前小学校校庭
西尾久一丁目南町会、西尾久東町
会、西尾久西町会、西尾久二丁目北
町会、東尾久四丁目西町会

日暮里地域
ラジオ体操（緑陰子ども会）　　     
・納涼踊り大会
▶ラジオ体操（緑陰子ども会）
日７月21日㈰～30日㈫
時午前６時15分～７時
▶納涼踊り大会
日８月23日㈮～25日㈰
時午後６時30分～９時
…………………………………………
所日暮里駅前イベント広場
日暮里中央町会
ラジオ体操（スイカ割り大会）
日７月21日㈰～30日㈫
時午前６時30分～６時40分（スイカ
割り大会は、29日㈪午前６時40分～
７時30分）
所日暮里幼稚園園庭
日暮里共成町会
三日小ラジオ体操・親と子の盆踊り大会
▶ラジオ体操
日８月２日㈮まで
時午前６時30分～７時
▶親と子の盆踊り大会
日８月２日㈮～４日㈰
時午後７時～９時
…………………………………………
所第三日暮里小学校校庭
東日暮里１・２丁目町会、東日暮
里三丁目本町会、東日暮里三丁目南
町会、東日暮里四丁目町会、東日暮
里三丁目三河島町会
ラジオ体操
日７月21日㈰～30日㈫
時午前６時15分～６時45分
所ひぐらし小学校校庭
西日暮里二丁目町会
ラジオ体操
日７月21日㈰～31日㈬
時午前６時15分～６時45分
所西日暮里一丁目広場
東日暮里六丁目町会
ラジオ体操
日７月21日㈰～31日㈬
時午前６時20分～６時40分
所道灌

か ん

山幼稚園園庭（西日暮里４-
７-15）　 ひぐらし文化会
スイカ割り大会・ドジョウつかみ大会
▶スイカ割り大会
日７月28日㈰
時午前６時45分～７時30分　
▶ドジョウつかみ大会
日7月28日㈰　時午前11時～正午
…………………………………………
所諏訪台中学校第二校庭
東日暮里六丁目本町会
納涼盆踊り大会
日８月17日㈯・18日㈰
時午後７時～９時
所日暮里南公園
東日暮里五丁目町会

お住まいの地域の催し
日＝期日（期間）
時＝時間　所＝会場
内＝内容　 ＝主催

　天候等により日時等が変更になる場合があります。
あらかじめご了承のうえ、参加してください。　
※各地域は、町会連合会の区割りで作成しています

こわ～いおはなし会
８月17日㈯午後３時30分
～４時10分日　時

１階おはなしの部屋場　所 15人（申込順）定　員

小学生対　象

７月24日㈬午後３時～４時日　時

２階おはなしの部屋場　所 小学生対　象

15人（当日の先着順）定　員

８月21日㈬午後３時～４時日　時
地下１階視聴覚室場　所
４歳以上の未就学児（保護者同伴可）対　象
20人（申込順）定　員

８月７日㈬午後３時～３時30分日　時
２階おはなしの部屋場　所
４歳以上の未就学児～小学生
（未就学児は保護者同伴で）対　象

日暮里図書館 ☎（３８０３）１６４５☎（３８０３）１６４５

８月10日㈯午後３時
15分～３時45分日　時

２階おはなしの部屋場　所

小学生以下のお子さん
（未就学児は保護者同伴で）対　象

30人（当日の先着順）定　員

　おすすめの絵本に投票して、読む絵本を決定します。

８月14日㈬午後３時15分～３時45分日　時

８月７日㈬まで投票期間

２階おはなしの部屋場　所
３歳以上の未就学児（保護者同伴可）対　象
30人（当日の先着順）定　員

８月28日㈬午後３時30分～４時日　時

地下１階おはなしの部屋場　所

３歳以上の未就学児と保護者対　象

12組（申込順）定　員

８月７日㈬午後３時30分～４時日　時

地下１階おはなしの部屋場　所

小学生対　象

12人（申込順）定　員

の イ ベ ン ト 特 集思いっきり
楽しもう 夏

15人（申込順）定　員
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