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 日が徐々に短くなってくると、イル
ミネーションのあかりが恋しくなって
くる季節です。錦糸町では、今年も11
月22日夕方に、駅周辺の商業施設が
クリスマスイルミネーションを一斉点
灯します。
点灯式が行われる錦糸町駅北口で
は、アルカタワーズによる「和風イル
ミネーション」が今年初の試みとして
注目です。江戸切子風の紋様を使用し
た大型クリスマスツリーに、錦糸町に
ちなんだ「錦（にしき）」をイメージさ
せるLEDアート、両国方面に延びて
いる約500メートルの歩道には、路面
に江戸切子紋様のプロジェクション
アートも照射されます。アルカキット
前のステージでは、午後３時30分か
ら「点灯前ライブ」も開かれ、午後４
時50分頃の点灯カウントダウンに向
けて気分を盛り上げます。
錦糸町駅南口では、テルミナ、楽天

 12月６日に錦糸町駅開業
120周年記念イベント
JR錦糸町駅は、今年で開業120周

年を迎えます。1894年12月に総武
鉄道本所駅として開業し、佐倉駅発電
車の終着駅として、1904年に両国駅
が出来るまでの10年間、千葉方面か
らの電車を迎えていました。1915年
に錦糸町駅に改称しました。
120周年の節目を記念して12月６
日に錦糸町駅周辺でイベントが開催さ
れます。鉄道グッズの体験や、Nゲージ
のジオラマ展示など盛りだくさんです。

会場ごとのイベント詳細
◎錦糸町南口駅前広場
【時間】午前11時から午後３時
【実施内容】自動起床装置体験、マジッ
クハンド体験、駅長犬記念撮影（特
急「あずさ」の椅子使用）、プラレー
ル・ペーパークラフトコーナー

※問い合わせはJR錦糸町駅へ
◎錦糸町駅北口改札（外）
【実施内容】錦糸町の歴史写真展（１日
から14日まで）

◎アルカキットステージ
【時間】午前10時から11時
【実施内容】「トレインジャー」ショー

◎楽天地ビル
【時間】午前11時から午後４時
【実施内容】HOゲージの巨大ジオラマ、
運転シミュレーションほか

☆６日にはこんなイベントも！
◎会場付近数箇所でゴスペル演奏
◎客引き防止条例施行のPR寸劇

すみだ３Ｍ運動30周年祭
墨田区で1985年から始まった「３
Ｍ運動」。「Museum（小さな博物館）」
「Meister（ す み だ マ イ ス タ ー）」
「Manufacturing shop（すみだ工
房ショップ）」の３つの「Ｍ」に表され

知ってもらう取り組みを続けてきまし
た。イベントには約60事業者が参加
し、本物の職人技を間近にできる貴重
な機会となります（入場無料）。
【開催日時】11月15日・16日
　　午前10時～午後４時
【会場】すみだ産業会館サンライズホー
ル（丸井錦糸町店８階）

【内容】３Ｍ運動の作品展示、職人の実
演、制作体験ワークショップ

【問い合わせ】墨田区産業経済課
　　電話5608・6186

地ビル、駅周辺一帯をぐるりと囲むよ
うにイルミネーションが灯ります。楽
天地ビルでは、点灯式イベントとして
お笑いライブを開催（午後３時40分
開始）。オジンオズボーンなど３組の芸
人たちが出演し、寒さも吹き飛ばす笑
いを届けます。（22日ではありません
が、オリナスでは11月９日に「ダメ
よ～ダメダメ」でブレイク中の日本エ
レキテル連合が登場！）。テルミナでは
５階のガーデンテラスで午後４時50
分に点灯式を行い、点灯式の前後には

４つの様々なイベントが行われます。
クリスマスシーズンの始まりを告げ

る点灯式イベントで楽しい冬を先取り
するのはいかがでしょうか。
【クリスマスイルミネーション点灯箇所】
アルカタワーズ錦糸町エリア、楽天
地ビル、テルミナ、オリナス

【点灯期間】11月22日―2015年１月
12日（予定）

　※22日の点灯開始時間は午後４時50
分頃ですが、天候により多少前後す
る場合があります。

【問い合わせ】
　　アルカタワーズ　電話5608・3511
　　東京楽天地　　電話3631・3124
　　テルミナ　　　電話3633・1111
　　オリナス　　　電話3625・3085

 イベントの詳細については、各団体にお問い合わせ下さい。

1960年の錦糸町駅周辺
（写真提供・株式会社東京楽天地）

一斉点灯で始まる錦糸町の
 クリスマスイルミネーション！

江戸切子ツリー プロジェクションアート LEDアート

2014.11
第７号
●お問合せ●

錦糸町を元気にする会 事務局
Mail: kgk.jimukyoku@gmail.com
TEL: 090
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錦糸町わくわく通信

フウガドールすみだ試合日程
第18節　11月１日（土）午後２：00～
フウガドールすみだ vs シュライカー大阪

第24節　12月７日（日）午後２：00～
フウガドールすみだ vsエスポラーダ北海道

第27節　１月11日（日）午後２：00～
フウガドールすみだ vs 湘南ベルマーレ

第33節（最終節）
２月14日（土）午後４：30～
フウガドールすみだ vsヴォスクオーレ仙台

リーグも中盤に差し掛かり７勝９敗で現在７位（10/22現在）
負け越してはいますが残りの試合をしっかり勝ち越せば上位を狙える位置にいますので引き続
き応援宜しくお願いします。

会場：墨田区総合体育館

「フウガドールすみだ、背番
号６番の宮崎です。
今回、日本代表の一員として

インターコンチネンタルカップ
という大会に参加させてもらい
ました。
現在チームはFリーグという

舞台で試合をしています。
チームが一つになって全力で

戦いますので、ぜひ会場に足を
運んで、フットサルの面白さを
体感して下さい」 
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