
あだち区民まつり

03-3880-0039詳しくは
あだち観光ネット 検 索 （受付時間：午前8時から午後8時まで）

（一財）足立区観光交流協会・足立区主 催

会 場

国土交通省・千住警察署・千住消防署協 力
午前10時40分 ～
午後4時
午前10時40分 ～
午後4時

荒川河川敷［虹の広場］
.10 7 8（土） （日）

午前10時 ～
午後4時
午前10時 ～
午後4時

○荒天の場合は、イベントを中止します。
また、雨天時は内容を変更することがあります。
○会場に駐車場はありません。
車での来場はご遠慮ください。

○自転車は会場内駐輪場をご利用ください。
詳しくは、中面の会場案内をご覧ください。

○ごみの減量・分別収集にご協力ください。

ご来場の皆さんへ

学習センターで活動する団体による舞台発表や
展示・販売など

7日（土）・8日（日）
午前10時～午後5時
足立区生涯学習センター
学びピア21（1・４・５階）

新しいファッションスタイルの提案！

区内学生と街が創るショー&コンテスト！

特別審査員
スタイリスト・
小山田早織さん

7 日（土）
正午～午後 1時 30分
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同日開催同日開催

東武スカイツリーライン・JR・東京メトロ・
つくばエクスプレス　北千住駅から徒歩10分

… 交通案内 …

日 時

会 場

Tokyo Suburban Style
in Adachi

トーキョー サバーバン スタイル

あだちサークルフェア

　駅周辺から会場までの商店街（下記地図　　）
では、学生と千住の街のコラボイベント「あだち超
学園祭」を開催します。
　お休み処「千住街の駅」とホテルココ・グラン
北千住前では、皆さんの１円玉を集めて、１枚の絵
を作る「１円玉アート」を実施。ぜひ皆さんご参加
ください ！

　そのほかにも２日間限定
の催しを開催。A-Festaの
行きと帰りは千住の街をお
楽しみください ！
◀「1円玉アート」の目印
お休み処「千住街の駅」

A-Festa の行きと帰りには…
あだち超学園祭

●協力商店街
千住本町商店街／北千住サンロード商店街（北千住宿場町商店街）／
北千住駅西口美観商店街（きたろーど１０１０） 《順不同》
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8日（日） 午前11時～午後4時

チャンバラ合戦－戦IKUSA－ 
 in A-Festa 2017～千住の戦い～
チャンバラ合戦－戦IKUSA－ 
 in A-Festa 2017～千住の戦い～

トラックタイヤ引きレーストラックタイヤ引きレース

　部門ごとに大きさの違うトラックタイヤを引いて
30m（15m折り返し）のタイムを競います。

　今年もA-Festaに登場！スポンジ製の刀で、腕につけたカラー
ボール（命）をたたき落とすチャンバラ合戦で盛り上がろう！ 

費　　用  無料
受付時間  午前１１時～午後0時15分

流し踊り流し踊り
A

一般 （中学生以上、男女の2部門）
小学生 （低・中・高学年の3部門）
未就学児  （保護者同伴で出場）
※野球・サッカーなどのスパイク着用は禁止。

上位者に賞品、参加者全員に参加賞もあります。

7日（土）
　午前11時～午後4時
8日（日）
　午前10時～午後4時
　商店街の皆さんや地域で活動して
いる団体の皆さんが、焼きそば・串焼
きなどのおいしい食べ物や、雑貨を用意
してお待ちしています。

7日（土）
　午前11時～午後4時
8日（日）
　午前10時～午後4時
　友好自治体（魚沼市・山ノ内町・鹿沼市）
の特産品をはじめ、全国各地のおいしい
ものや珍しいものがぎゅっとつまった
コーナーです。

7日（土）
　午前11時～午後4時
8日（日）
　午前10時～午後4時
　さまざまな花木・野菜をお手ごろ価格
で販売します。
※当日分がなくなり次第、終了します。

7日（土） 
　午前11時～午後3時
8日（日）
　午前10時～午後3時
　子どもたちによるフリーマーケット。 
大人の方も気軽にのぞいてみてください。
※商品がなくなり次第、終了します。
※一般のフリーマーケットは開催してい
　ません。

リバーサイドバザーリバーサイドバザーふるさと物産展ふるさと物産展

こども
フリーマーケット
こども
フリーマーケット花の頒布コーナー花の頒布コーナー
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　足立区女性団体連合会による被災地支援として、手作り品の展示や物品販売を行うほか、
区内で活動しているさまざまな団体が楽しい企画を用意して、皆さんをお待ちしています。

7日（土） 午前11時～午後4時
8日（日） 午前10時～午後4時

8日（日） 
　正午～午後0時30分

　会場内に１０か所あるチャップンファミ
リーのテントを探し、「あそび」にチャレンジ
してスタンプを集めよう！ 全てのスタンプを
集めたら、本部テント横のチャップン王国へ。
完歩賞のほか、抽選で賞品が当たります。

7日（土） 午前11時30分～午後4時
8日（日） 午前10時～午後3時

※スタンプカードの配布はなくなり次第、終了します。
　8日（日）のスタンプカードの配布は、午後2時50分
　までです。
※完歩賞・抽選の賞品がなくなり次第、終了します。

の
3か所で配布しています！

チャップンの大冒険
スタンプカードは
チャップンの大冒険
スタンプカードは

受付開始  午前 10時 40分
開戦時間  午前 11時、午後1時、 2時、 3時　※各回４５分程度
対象年齢  ４歳以上
費　　用  500 円 /1 回

出場部門

賞　　品

●運営団体　東京都トラック協会足立支部 

●運営団体　東京都オリンピック・パラリンピック準備局
URL：http://no-limits.tokyo/

●運営団体　NPO法人ゼロワン

●運営団体　足立区消費者友の会

●運営団体
足立区青年団体連絡協議会／足立ジュニアリーダースクラブ／東京都トラック協会足立支部／
足立区少年団体連合協議会／足立区青少年委員会／足立区社会福祉協議会／東京消防庁千住消防署／
足立成和信用金庫／日本郵便株式会社／ドコモショップ北千住店／福島県 《順不同》

●運営団体 足立区商店街振興組合連合会

●運営団体
足立生花商組合／NPO足立花と緑の会 ●運営団体 あだち再生館

わくわく体験
ゾーン

わくわく体験
ゾーン

エキサイティング ゾーンエキサイティング ゾーン

7日（土） 午前10時40分～午後4時
　ゲストアスリートを迎えてのボッ
チャ体験会やパラリンピック競技
の写真パネル展示などを実施し
ます。アーチェリー体験会も同時
実施。

参加資格  どなたでも（当日会場へお越しください）
費　　用  無料

ステージ ゾーンステージ ゾーン わんぱく ゾーンわんぱく ゾーン

スタンプラリー
チャップンの大冒険

スタンプラリー
チャップンの大冒険

スタンプラリー
チャップンの大冒険

スタンプラリー
チャップンの大冒険　区内中学校の茶道部員が抹茶をた

てて、皆さんをお待ちしています！
　作法は気にせず、気軽に楽しめます。

伊興中学校・入谷南中学校茶道部

第十四中学校・千寿桜堤中学校茶道部

7日（土）
　午前11時～午後4時
8日（日）
　午前10時～午後3時30分

野　点野　点B

お楽しみ・
幼児コーナー
お楽しみ・
幼児コーナー

　子どもたちの遊びと休憩のスペースで
す。遊具やふわふわトランポリンで小さ
なお子さんも楽しく遊べます。

7日（土） 午前11時～午後3時

8日（日） 午前10時～午後3時

●運営団体　東京青年会議所足立区委員会

7日（土）
　午前10時40分～
　 午後3時55分

8日（日）
　午前10時～午後4時
　区内で活躍するアマチュア団体などに
よる演奏やダンスで、A-Festa を盛り
上げます。7日（土）には、区内学生と
商店街が創るファッションショー＆コンテ
ストも開催。詳しくは裏面へ！
※その他ステージスケジュールの詳細は、
ホームページ（あだち観光ネット）に掲載
するほか、本部テントでも配布します。

7日（土）
　午前11時～午後4時
8日（日）
　午前10時～午後3時30分

こども広場こども広場

　縁日コーナーや駄菓子屋、人気のミニ
SＬなど、家族みんなで楽しめる企画が
たくさんあります。

D

●運営団体
足立区青少年委員会／足立区少年団体連合
協議会／足立シニアクラブ／足立区ボーイス
カウト・ガールスカウト協議会 《順不同》

ショッピング ゾーンショッピング ゾーン

あだちの魅力発見 ゾーン (PR展)あだちの魅力発見 ゾーン (PR展)
チャップン チャッピー 吉右衛門

両日開催  午前11時～午後3時45分

チャップン王国チャップン王国

●運営団体　足立区女性団体連合会

C

費　　用  400円（和菓子付き）

（スタンプラリーゴール）
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