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リバーフェスタ江東2017
が ！！

＊3月19日10時のオープニング後、水上パレードを行います

＊チケットは水彩テラスで販売
スカイダックが水に飛び込む風景は圧巻。今回は川の駅からも発着。
前後左右キビキビ自在のミニダックも参加してスプラッシュ体感。
水の上は、陸とは違った感覚が味わえます。

＊和船、小型ヨット、動力船の受付は船着場横にあります
動力を使わないから環境にやさしい、手こぎの和船と風力で走る小型のヨット。
普段は意識しない自然の力を感じながら、静かに水面を滑ってみませんか。
今年は特別12人乗りの動力船「ガレオン」が旧中川を上流まで運行します。
旧中川の景色を堪能して下さい。

＊受付は船着場横にあります
江東区には3つのクラブ（大島カヌー散歩倶楽部、亀戸カヌー万歩倶楽部、深川カヌー倶楽部）
があります。水の上を滑るように進む、カヌー体験をしてみませんか。今回もクラブの方が丁寧
に教えてくれるので、初心者でも安心。

リバーフェスタ江東実行委員会
江東区カヌー協会、和船友の会、（一社）江東区観光協会、
（公財）江東区文化コミュニティ財団、みどりネットKoto、
中ノ橋商店街、新六の橋町会、江東区大島町会連合会、
大島4丁目町会、大島7丁目町会、大島東町会、
東大島文化センター、中川船番所資料館、
亀戸9丁目町会、大島少年野球連盟、KOKOPELLI+、
芝浦工大志村研究室、ブルージュ東大島、
日の丸サンズ㈱、日の丸自動車興業㈱、深川めし振興協議会、
特定非営利活動法人江東区の水辺に親しむ会
後援：江戸川区　協力：江東区

プレイランドカヌー船着場

中川大橋南船着場からは色々な船が

親子ダックのスプラッシュゲート

川の駅周辺をご案内いたします。（料金無料）
江東区文化観光ガイドによるまちあるきツアー

20 日（月・祝）
受付開始 10：00
第 1 便 12：00
第 2 便 13：00
第 3 便 14：00
第 4 便 15：00

19 日（日）
受付開始 11：00
第 1 便 13：00
第 2 便 14：00
第 3 便 15：00

20 日（月・祝）
受付開始  9：30
受付終了 15：00

19 日（日）
受付開始 10：30
受付終了 15：00

19 日（日）・20 日（月・祝）
①１０:００～１１:３０　②１３:００～１４:３０
※各出発時間の５分前までに「出張まちあるき案内所」へ直接お越しください。

スカイダック

ミニダック

20 日（月・祝）
受付開始 10：00
受付終了 15：00

19 日（日）
受付開始 11：00
受付終了 15：00

20 日（月・祝）
受付開始 10：00
受付終了 15：00

19 日（日）
受付開始 11：00
受付終了 15：00和船

20 日（月・祝）
受付開始  9：30
受付終了 15：00

19 日（日）
受付開始 12：30
受付終了 15：00

カヌー
乗船料
中学生以上 300円
小学４年生以上 ２００円
参加資格：小学４年生以上

乗船料 600円

東大島文化センターリバーツアー特別編
「水彩都市・江東の防災を考える」
＊リバーフェスタ江東2017ここが!!「水辺ゆうえんち」に先駆けて開催！
3 月 12 日（日）　第 1 便 9:15 ～ 12:00　第 2 便 12:15 ～ 15:00
詳しくは https://io-travelers.jp/river0312　＊申し込み〆切：2 月 18 日 17:00 迄

瀬立モニカ選手☆諏訪正晃選手が参加‼

旧中川・川の駅 ［ 大島 9 丁目 10 番地 ］
都営新宿線東大島駅大島口から 徒歩 5 分
※駐車場がありませんので、公共交通にてお越しください

ＮＰＯ法人江東区の水辺に親しむ会
江東区白河 1-3-13-106
Tel. 03-5639-2818　Fax. 03-5639-2822
Ｅ-mail mizube@talo-city.co.jp
URL  https://riverfesta-koto.jimdo.com/

会 場

お問い合わせ

小型ヨット

乗船料 大人４００円
　　　 小人３００円
　　　 身障者２５０円
　　　 付き添い２５０円

乗船料 大人１０００円
　　　 小人  ５００円
　

乗船料 大人500円
　　　 小人250円
　

２０１６世界選手権７位リオ・パラカヌー８位入賞
パラカヌー日本代表

発行：平成29年２月１日

動力船ガレオン

事前予約可 Tel.03-5858-6877 （株）ガレオン
URL http://www.galleon.jp

乗船料
大人 1,600円
子供 900円 幼児無料 

20 日（月・祝）
受付開始   9：30
第 1 便 10：00 川の駅　ロックゲート体験（周遊）
第 2 便 11：00 川の駅　スカイツリー
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スカイダックはスプラッシュゲートから発着！
川床ステージは一日中楽しめます！ 食べ物横丁にはおいしいがたくさん！3月19日（日）・20日（月・祝）

スカイダック、ミニダック、カヌー、和船、だれでも乗れる小型ヨット、動力船と、水辺の乗り物大集合。
コトミちゃん、のらくろ、ふっかちゃんも遊びに来るよ。川床では江東区の伝統芸能、KOTO街かどアーティストのパフォーマンスを披露。
プレイランドでは、木で遊ぶ工作教室、釣りゲーム、プチノルディックウォーキングが。
川辺の食べ物横丁にも売店が並び、この日ばかりは、ここが！！水辺ゆうえんちになります。

3 19㊐20㊊㊗

親子で楽しめるコーナーです！ 
木と水と土に囲まれたプレイランド。草原の真ん中に建ったテントの中では読み聞かせ
やおままごと、周囲に敷かれたシートは実は本なのです。横には木製おもちゃやゲーム
もいろいろ。
緑の広場でのびのび、の～んびり
グリーンマーケットでは、皆で育てた苗を持ち寄って緑の交換会、緑で飾りを作ったり、
プチノルディックウォーキング、ミニゴルフなど水辺スポーツもあります。
フルーツティー、ハーブティーを飲みながら、話に花を咲かせるというのもいいですね。

分からないことが有ったら、声をかけてね！
イベントメニューや案内図も用意してお待ちします。
体験！地域の魅力！
江東区観光協会のコーナーでは、地域を紹介するパンフレットも多数用意、江東区文
化観光ガイドが旧中川周辺まちあるきツアーもご案内。

イベント期間中は特別割引で入場できます！
川の歴史が分かる船番所資料館。江戸の昔からつながる水のネットワークが分かります
よ。そして建物内にはこの場所が重要な役割を果たしていたことも分かるジオラマが再
現されています。3階の丸窓からの景色は、江戸の昔の風景を彷彿とさせます。また、
エントランス付近では川と運河の塗り絵サロン、奥の資料閲覧学習室でもワークショッ
プで水都江東区を体感。料金150円（大人）※小中学生無料

テラスの足湯からの眺めは最高！
ここにはスカイダックのグッズや、記念品も置いています。屋外のデッキでは地元の薄
皮あんぱん、そして肉まんの販売も。

お腹がすいたら食べ物横丁へどうぞ！
深川めし、のり巻、芋煮、ちゃんこ鍋、味噌田楽…、その他いろいろ。もちろんビールや
ソフトドリンクも。川つながりの旧中川上流からの野菜も販売。他にも特製野菜ジュー
スなど、目玉商品がありますよ。

床の舗装をキャンバスに！
チョークでイタズラ描きができちゃうスペース。子どもが楽しそうに絵を描く様子は、
大人も見ていて飽きません。

様々なステージイベントが開催！
水辺に張り出した川床では、JAZZや踊りのパフォーマンス、伝統芸能、クイズなど。
大道芸ならではのマジックや曲芸もあって一日中楽しめます。おめでたい相撲甚句や神
楽など地元のお家芸には、大きな拍手が鳴り響きます。

中 川 大 橋

食べ物横丁

食べ物横丁

子どもの
イタズラ描き
スペース

子どもの
イタズラ描き
スペース

お絵描きはこちらで

川床ステージ 川床ステージ

中川船番所
資料館

中川船番所
資料館

江東区観光協会

総合案内

江東区観光協会
（まちあるき裏ページ）

総合案内

水彩テラス

水彩テラス

プレイランド
＆

グリーンマーケット

プレイランド
＆

グリーンマーケット

プレイランドカヌー船着場
カヌー

中川大橋南船着場
和船、小型ヨット

スプラッシュゲート
スカイダック・ミニダック

受 付スプラッシュゲート
チケット販売
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旧中川・川の駅
（水彩テラス）

中川船番所
資料館

中川大橋

ロータリー
都営新宿線東大島駅

本八幡方面▶

◀新宿方面

水辺のピクニック

水辺スポーツと
ゲーム

動力船（ガレオン）


