
川あるきの日川あるきの日

10:00-12:00　　20 人（先着）

どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴）

当日 9:50 から集合場所で受付

10:00-12:00　　20 人（先着）

どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴）

当日 9:50 から集合場所で受付参

１０月　２日 
       

１０月１６日

１０月　２日 
       

１０月１６日

日

日

わんど広場

荒川ビジターセンター

わんど広場

荒川ビジターセンター

扇大橋～西新井橋左岸（本木側）

扇大橋下左岸（本木側）

扇大橋～西新井橋左岸（本木側）

扇大橋下左岸（本木側）

13:30-15:00 　 ２0 人（抽選）

どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴）

「学びピア 21」講堂、荒川河川敷

窓口か往復はがきで事前申し込み

13:30-15:00 　 ２0 人（抽選）

どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴）

「学びピア 21」講堂、荒川河川敷

窓口か往復はがきで事前申し込み

場
参

事前申し込み方法は

ウラ面を見てね！
事前申し込み方法は

ウラ面を見てね！

荒川をちょっと冒険して生きもの探しや草花遊びを

してみよう！荒川が初めてでも大丈夫♪みんなで楽

しく遊ぼう！

荒川をちょっと冒険して生きもの探しや草花遊びを

してみよう！荒川が初めてでも大丈夫♪みんなで楽

しく遊ぼう！

１０月２３日１０月２３日 日

荒川の自然を観察しながら

のんびり歩きます。

荒川の自然を観察しながら

のんびり歩きます。

川のようちえん

　　ちょっとぼうけん
川のようちえん

　　ちょっとぼうけん
川のようちえん

　　ちょっとぼうけん

10:00-11:30　　20 人（抽選）

就学前の子どもと保護者（ご兄弟も一緒にどうぞ）

荒川ビジターセンター、荒川河川敷

窓口か往復はがきで事前申し込み

10:00-11:30　　20 人（抽選）

就学前の子どもと保護者（ご兄弟も一緒にどうぞ）

荒川ビジターセンター、荒川河川敷

窓口か往復はがきで事前申し込み参

場

就学前の子どもとご家族　

１０月２９日１０月２９日 土

10:00-1６:00

どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴）

「学びピア２１」４階講堂、荒川河川敷

当日直接会場へおこしください

10:00-1６:00

どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴）

「学びピア２１」４階講堂、荒川河川敷

当日直接会場へおこしください参

場

歌をまじえた荒川のガイドウォークで自然を

感じよう。みんなもいっしょに演奏しよう！

歌をまじえた荒川のガイドウォークで自然を

感じよう。みんなもいっしょに演奏しよう！

　　あらかわで

　　　　　
    に

なろう。　　あらかわで

　　　　　
    に

なろう。

今年の荒川文化祭は「アート」がテーマ！クラフトや

演奏など楽しいプログラム盛りだくさん！

今年の荒川文化祭は「アート」がテーマ！クラフトや

演奏など楽しいプログラム盛りだくさん！

ゲスト：森のシンガーソングライター証 さん
あかし

（少雨決行、荒天時は室内で別プログラム実施）

アーティ
スト

アーティ
スト

事前申込

事前申込

～きょうはいちにち荒川アートフェス！～～きょうはいちにち荒川アートフェス！～

ねね

あらかわ秋の音ライブ！
　～森のミュージシャンがやってくる～

あらかわ秋の音ライブ！
　～森のミュージシャンがやってくる～

（くわしくは今後発行のチラシでお知らせします♪）（くわしくは今後発行のチラシでお知らせします♪）

いずれも

■参加費：無料■小雨決行■持ち物：汚れてもよい服装（長そで、長ズボン着用。サンダル不可）、水筒、　
タオル、雨具（雨天時）、帽子■注釈：　= 実施時間    = 対象    = 定員 　= 実施場所　 = 参加方法　= 参加費場 参 ￥
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交通案内

入 館 料

休 館 日 駐 車 場 あり（56台）

無 料

毎月第２月曜日年末年始

（12:00～13:00まではお昼休み）
施設の開館時間は9:00～21:30

〒120-0034 足立区千住5-13-5 
足立区生涯学習総合施設「学びピア21」４階

電　話 03-5813-3753
FAX        03-3870-8544
ホームページ http://ces-net.jp/ara-vc/
E-mail ara-vc@ces-net.jp

徒歩で・・・約 15 分
右地図内緑ルートでお越し下さい。

バスで・・・約 15 分
　都営バス「足立清掃工場・竹の塚駅」行き
　東武バス「花畑車庫」行き
　いずれも「千住四丁目」下車、徒歩 5分。

足立区荒川ビジターセンター
お問い合わせ先

◀ご利用には通信料が
　かかります。機種に　
　よってはご覧いただけ
　ない場合があります。

国道4号線側道沿いの学びピア21駐車場をご利用下さい。
入庫後 100円 /30 分
右地図中赤線のルートでご入場ください。

北千住駅西口から

9:00～17:00解説員常駐時間

12月28日～翌1月4日祝日の場合は第３月曜日

ご利用案内ご利用案内

今月のつぶやき　  夏が終わって秋がやってきました！美味しい木の実がたくさん実る季節ですね。まっちゃんは荒川のクルミがお気にいりです。（編集　まっちゃん）

2016年9月15日発行

(

宿
場
町
通
り)

北千住駅前通り

「学びピア21」4階

荒川

国
道
４
号
線

旧
日
光
街
道

10 月～ 11 月にかけて赤い実をつける。

山や野原に咲く「野」と、くきにとげが

ある「茨」から「野茨（ノイバラ）」と

名付けられた。花は白く、５月ごろに咲

く。 （解説員　まっちゃん）

荒川のきのみを使って楽器をつくろう！荒川のきのみを使って楽器をつくろう！

場
参

10:00-12:00※各回 30 分、４回実施

各回 1５人（先着順）

どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴）

「学びピア 21」4 階講堂ロビー

当日 9:30 から会場で参加証配布

10:00-12:00※各回 30 分、４回実施

各回 1５人（先着順）

どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴）

「学びピア 21」4 階講堂ロビー

当日 9:30 から会場で参加証配布

きのみで楽器作り！きのみで楽器作り！

荒川にすむ生きものにさわってみよう。

外来種も紹介するよ。

荒川にすむ生きものにさわってみよう。

外来種も紹介するよ。

10:00-15:00　　定員なし

どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴）

荒川ビジターセンター、

「学びピア２１」 4 階エントランス

当日直接会場までおこしください。

10:00-15:00　　定員なし

どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴）

荒川ビジターセンター、

「学びピア２１」 4 階エントランス

当日直接会場までおこしください。

場

参

さわって学ぼう！生きものふれあい体験さわって学ぼう！生きものふれあい体験

１０月８日１０月８日 ９日９日 日土

（解説員　もよちゃん）

白くてかわいい花
白くてかわいい花

ノイバラノイバラ
バラ科バラ科

１０月１５日１０月１５日 土

締め切り…10 月 11 日（火）

締め切り…10 月 4日（火）

サークルフェアも同時開催！

たくさんのご応募お待ちしています！

さがしてみよう！「あらかわのいま」 あらかわしょくぶつずかん　 No.5

川のようちえん ・ あらかわ秋の音ライブ 申込方法

荒川ビジターセンター窓口、または往復はが

きで、参加者全員分の①住所　②氏名（ふりが

な）　③年齢（学年）　④電話番号　⑤イベン

ト名を書いて、申し込んで下さい（往復はがき

は返信面も記入）。

※1 組につき 5 人まで、１通のみ有効。

※応募者多数の場合、抽選になります。

１０月２３日 （日）

「川のようちえんちょっとぼうけん」

１０月 29日 （土）

「あらかわ秋の音ライブ」

イベントの申し込みについて

「川のようちえん　ちょっとぼうけん」

「あらかわ秋の音ライブ」

あれっいつのまに！

くっつくたねくっつくたね
荒川の

オオオナモミオオオナモミ

アレチヌスビトハギアレチヌスビトハギ

かぎ状のとげとげ

で、動物の毛や

ふくにひっかかるよ！

荒川を歩いていると、ふくにたねが

くっついていた！でも、どうして？
チカラシバチカラシバ

ほかのたねのヒミツは、ビジ
ターセンターに見に来てね。

さかさに生えた毛で

ひっかかるよ！

くつに入るとちょっといたい…

…

…
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