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お坊さんとめぐる
池上本門寺
お会式参拝ツアー

日蓮宗大本山である池上本門寺は、日蓮宗
の開祖である日蓮聖人が御入滅された10月
13 日の前々日の 11 日からの 3日間、日蓮
聖人の徳を偲び、各種法要が執り行われ
ています。この度、大田観光協会では池
上本門寺、永寿院の御協力を得て、「お会
式」について深く知ることのできるツアー
を開催いたします。

日　時 　 10 月 12 日（日）　17:00-20:30
参加費　  2,000 円

）付品念記定限式会お・当弁お（  　　　　
定　員　 30 名（応募者多数の場合は、抽選）
内　容　 永寿院住職 吉田尚英氏による特別
　　　　 講義「お会式について」、日蓮聖人の
　　　　 御一代記を描いた灯明を捧げる献灯法
                   要、光るお会式桜を手に境内をお参りし、
                   山鳴りのような大堂の唱題行や日蓮聖人ゆ
                  かりの場所を参拝いたします。

コース：

お会式桜　　
締切 9月 30 日（火）必着　

   10 月 3 日までにご案内。

観光協会まで。
※いずれの場合も 1
　いただけます。
お問合わせ・お申込み

   ＜同時開催＞　
　まちあるきツアー
　『赤毛のアン・
    スイーツめぐり』
　 参加費 1,000 円

）付げやみお、込申前事要（    
　 13 時～16時
　 主催・問合せ
　 NPO法人大森まちづくりカフェ
　 03-5935-7881

Tourism PEI/Barrett&Mackay



❖担当：池上市民大学
http://honmonji.jp/05topic/06info/daigaku/
　　　 shimindaigaku_01.html

♥池上本門寺公式ガイドと行く
　「池上の歩き方」

池上本門寺
　　　 めぐり

　　 大田区いろいろ
　     まちあるき
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内　　容：池上本門寺の見どころをエリア別に詳しく解説
参加方法：当日会場受付にて先着３０名
集合場所：池上本門寺「朗子会館」２階大田区池上1-32-12
集合時間：１０：４５（解散１２時頃）
参  加  費：無料　　予約不要

申込不要
無　　料

お問合わせ：池上本門寺朗子会館   03-5700-3151

六郷用水を中心に
　あれこれ歴史探索
２

要 申 込
 500 円

● ９月２３日（火、祝）
「蒲田の近代化」10：00～12：00
蒲田地区で、六郷用水の痕跡と映画が華やかだったゆか
りの地を巡ります

● １０月２６日（日） 10:00～12:30
「下丸子から南堀へ」
六郷用水主要支流の南堀跡を辿り、かつての流れを体感
しましょう。

❖担当：六郷用水の会
http://home.k04.itscom.net/mia/65/
http://www.facebook.com/rokugouyousui
mail    65400@m01.itscom.net

各回限定２５名先着順
参加費：５００円（資料代、保険含む）

● １１月１６日（日）10：00～12：30
「丸子の渡し復活イベント」

主なコース
大田区役所̶常設館跡 「̶早春」ロケ地̶御園
堀跡ー六郷用水跡ー松竹キネマ蒲田撮影所跡ー
さかさがわ通りー蒲田橋ー映画街ミスタウン跡

南北引分から上流部へと進み、丸子
の渡し復活イベントを見学します。

要 申 込
 500 円

お待たせしました！　10 月から再開します。

◆「羽田空港国際線ターミナル見学」ツアー
拡張に伴い大幅にリニューアルされてさらに施設が充実。
一味違った国際線ターミナルビルをガイドがご案内します。

実施日　10 月 25 日（土）、11月 29 日（土）
　　　　　　第 1回目 11：00 ～ 12：00
　　　　　　第 2回目 14：00 ～ 15：00　
参  加  費　無料
各回定員　30名（当日申込受付・予約不要）
受付時間　各回出発の 30分前より
受付場所　羽田空港国際線ターミナルビル２階
　　　　　到着フロアー「観光情報センター」

◆羽田まちめぐり・橋めぐりツアー
今は昔の猟師町の面影をさがして、赤レンガの堤防、羽田
の渡し、七曲りを歩き、羽田の町に想いを馳せて、弁天橋、
天空橋、稲荷橋、穴守橋を巡るツアーです。

実  施  日　10 月 11 日（土）、11月 8日（土）
　　　　　スタート 10：00 ～ 12：30（解散予定）　
集合時間　午前 9時 45 分
集合場所　京浜急行空港線 大鳥居駅西口改札外
　　　　　（蒲田寄り改札口）　
募集人員　20 名（先着順）
コ  ー  ス　大鳥居駅－羽田神社－赤レンガの堤防－羽田の渡し－羽
　　　　　田本通り－七曲り－五十間鼻－弁天橋－天空橋－稲荷橋
　　　　　－穴守橋－穴守稲荷神社－京急空港線穴守稲荷駅
参  加  費　500 円　※小雨決行・荒天中止

申込不要

❖担当：大田・品川まちめぐりガイドの会
http://machiguide.web.fc2.com/

９月２７日（土）　
『お会式・万灯行列』
日蓮聖人のご命、夜１０月１２日には、日蓮聖人の遺徳を偲び

お会式・万灯行列が行われ３０万人の参詣者で賑わいます。お

会式に先立ち、そのご霊蹟にご案内いたします。

１１月２２日（土）　
『プロレスラー「力道山」の墓』

闘魂、根性、努力のプロレスラー力道山は本門寺に

眠っています。アントニオ猪木がモデルとなった仁

王像は本殿に安置されています。本門寺とプロレス

に関係のあるスポットをご案内をいたします。

１０月２５日（土）　『宝塔』
宝塔は、胴身は赤漆塗り、屋根相輪は金箔で

輝いています。江戸時代の人々の篤き信仰心

で建てられた荘厳な重要文化財のご案内をい

たします。

主なコース
下丸子駅ー光明寺池ー南北引分ー南堀跡
環八との交差ー本門寺道駅跡ー蛸の手ー
電車区を超して蒲田新宿へー大田区役所

主なコース
下丸子駅ー光明寺池ー南北引分ー六郷
用水本流跡ー嶺の切通しー高砂橋ー復元水路ー多摩川河川敷
丸子の渡し復活イベント会場



のコースお申込案内

馬込文士村を
　　たずねよう

※＜申込方法＞往復ハガキ、ファックス、webより
　以下の内容をご記入の上、大田観光協会へお申込下さい。
　電話でのお申込はお受けしていません。
　※記入事項
①コース名　開催日　
②参加者全員の氏名、年齢、〒番号、住所、電話番号

◇返信用ファックス番号も
ご記入ください。

　郵便の場合
　〒144-0035　東京都大田区南蒲田１－２０－２０
   大田観光協会「まち歩きネットワーク」係宛

　Fax の場合
　03-3734-0203 へ

※お申込は先着順、定員に達し次第締切とさせていただきます。

お問い合わせ

大田観光協会　03-3734-0202
（平日 10時～17時）

2 ４
1 ５・ のコースは予約不要です
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http://www.o-2.jp/machiaruki/index.html

　ふれよう
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❖担当：多摩川とびはぜ倶楽部
０３－５４８２－５１８４（C&P内）

Webの場合 大田区まち歩きネットワーク

多摩川河口にある干潟での自然体験教室や地域の人たちとの交
流を通じて河口干潟の魅力を多くの人たちに知ってもらうため
の活動です。大人から子どもまでどなたでも参加
できます。

集合場所：大田区立本羽田公園　大田区本羽田３丁目２９番地
　　　　　※多摩川河川敷となり
　　　　    ※京急大鳥居駅西口改札口徒歩１５分
集合時間：９：５０     活動時間：１０：００～１２：００
活動場所：多摩川大師橋干潟     申込方法：直接会場へ    

日程：     9 月    7 日（日）

※必ず事前にボランティア保険にご自身で加入の上、ご参加ください。
服装・持ち物：汚れていい長袖、長ズボン、軍手、ゴム長靴（サンダル不可）、
タオル、水筒、双眼鏡・虫めがねなどの観察道具、など

モノづくり×まちづくりの地域交流拠点  くりらぼ多摩川
工場長屋の一角を改装し、

モノづくりワークショップ

や体験イベント、ツアーの

窓口など “ 集い ” の拠点と

して活用します。

❖担当：馬込文士村ガイドの会
http://www.geocities.jp/magomemura/mail    
magomemura@yahoo.co.jp

♦１０月５日（日）13:00 ～ 16:30　 （集合　12:45）
特別展「馬込文士村」と片山廣子のゆかりの地を訪ねて
馬込文士村の中心人物であった宇野千代・尾﨑士郎をはじめ主要な文
士約４０名を紹介する特別展「馬込文士村」を見学、村岡花子が影響
を受けた片山廣子に関する講演会にも出席します。終了後は片山廣子
が住んでいた場所を訪ねて馬込文士村を散策します。
主なコース   都営浅草線西馬込駅～大田区立郷土博物館（全体説明、
特別展見学・講演会出席）・佐藤朝山～尾﨑士郎・宇野千代～衣巻省
三・稲垣足穂～川端康成・石坂洋次郎～倉田百三～片山廣子邸跡～
大田文化の森 (解散 )　※最寄駅 JR大森駅
＊大田区立郷土博物館では特別展「馬込文士村―あの頃、
馬込は笑いに充ちていたー」を見学し、講演会「歌人片山
廣子と翻訳家松村みね子」に出席します。
　(講演会講師：　与那覇恵子氏 　東洋英和女学院大学教授 )

♦１１月１５日（土）13:00～ 16:30　 （集合　12:45）
晩秋の馬込文士村　ミュージアム散策とお茶会へのお誘い
晩秋の午後のひと時、ミュージアム見学と馬込文士村の中心人物
が住んでいた地を散策します。散策の後はお茶会で寛ぎませんか？

主なコース　都営浅草線西馬込駅～大田区立郷
土博物館（全体説明、展示見学）・佐藤朝山～
室生犀星～小林古径～大田区立熊谷恒子記念館
（展示見学）～尾﨑士郎・宇野千代～衣巻省三・
稲垣足穂～お茶室「潮鼓庵」～西馬込駅

要 申 込

＊お茶室「潮鼓庵」ではお点前を拝見しながら
　お抹茶、お菓子を頂きます。

定員 30名
参加費：500円
（保険料含む）
申込先着順

定員 30 名
参加費：1,000 円
　　　　（入館料、保険料、お茶会費用含む）
申込先着順

◆ 町工場の出張モノづくり教室の第３弾です！
くりらぼワークショップ 3rd class 特別編
10月 19日（日）　13:00～15:00 頃終了予定
申込方法・詳細はくりらぼ多摩川HP
http://www.o-2.jp/lab/index.html

干潟の自然に

下丸子・武蔵新田駅周辺の町工場を年に１回一斉
公開するイベント。
今年は羽田エリアも加わり参加工場も増え、普段
見られない町工場の内部、熟練の職人さんの技を
見る絶好の機会です。工場見学ツアーや製品の展
示等を実施。くりらぼ多摩川も会場の一つに。

おおたオープンファクトリー 4th

日　時：11月 29 日（土）10:00-16:00
会　場：東急多摩川線「下丸子・武蔵新田」駅周辺、
　　　　羽田エリア　
主　催：おおたオープンファクトリー実行委員会
問合せ：大田観光協会 03-3734-0202
詳しくは　www.o-2.jp/oof/

申込不要
無　　料



まちなかイベントカレンダー　9-11 月
　【9月】
　   4（木）～ 10（水）　松濤園一般公開〈池上本門寺・松濤園〉
　   6（土）～ 10/19（日）　特別展　馬込文士村〈郷土博物館〉
　13（土）        シンポジウム～村岡花子が暮らしたまち大森～〈池上会館〉
                            英語で話そう！ in OTA〈池上会館〉
                            村岡花子と赤毛のアンフェスタ〈大田文化の森〉
    16 ～ 11 月 30 日　大田・川崎ちょい呑みキャンペーン
　21（日）        池上本門寺 朝市〈池上本門寺階段下〉
　27（土）　    国際都市おおたフェスティバル in「空の日」羽田
                                                                                        〈羽田空港 1丁目〉
　                        「花子とアン」最終回を見る会〈新井宿会館〉
    ～ 27（土）    村岡花子が暮らしたまち大森展（第 3期）
　　　　　　   「赤毛のアン」の舞台　プリンスエドワード島　
                                                                                    〈大田文化の森〉
    ～ 30（火）   花子の時代の大森・新井宿展　
                            〈ギャラリークラシック 山王 3-30-5〉
     【10 月】
　10（金 )　   新田神社例大祭　〈新田神社〉
　10（金 ) ～ 19( 日 )　シネパラ蒲田（第 2回蒲田映画祭）
　11（土 ) ～ 13( 月）　池上本門寺・お会式〈池上本門寺〉
　18（土 )　  大田・川崎　旧東海道ウォーク
　18（土 ) ～ 19( 日 )　おおた商い観光展〈大田区産業プラザ〉
　　　　　　さかさ川 “おいしい収穫祭”〈さかさ川通り）
　19（日）　  第４回旧東海道大森汐風まつり〈美原通り＆するがや通り〉
　　　　　　池上本門寺　朝市〈池上本門寺階段下〉
    25（土）      多摩川ウォーキングフェスタ〈多摩川ガス橋緑地〉

　【11 月】
　   2（日 ) ～ 3( 月・祝）OTAふれあいフェスタ　
                          〈大森ふるさとの浜辺公園、平和島競艇場、平和島公園、
                          平和の森公園、ボートレース平和島〉
　   3（月・祝 )   穴守稲荷神社例大祭〈穴守稲荷神社〉
     16（日 )　　   池上本門寺　朝市〈池上本門寺階段下〉
　 29（土 )　　  おおたオープンファクトリー 4th 
　　　　　　　 〈下丸子・武蔵新田エリア〉

まち歩き＆イベント おすすめ情報 
おおた商い（AKINAI）・観光展２０１４

来て見て“おおた”
笑顔がいっぱい！

                                                 産業の街、観光の街、空の玄関の
                                                 ある街、美味しいものがたくさん
                                                 の街、暮らしやすい街・・・。テ
                                                 レビのロケ地としても登場するこ
                                                 との多い大田区の魅力が集結。
大田観光協会プロデュースによる大田区の魅力あるスポットも紹介！
また、交通事業社とのコラボレーションで、また新しいおおたの魅
力を再発見できるかも！？

羽田空港がある羽田地区は日本の玄関口として発展を続けている一方、
猟師町としての歴史と景観を残しています。羽田地区を代表する二つ
の神社、穴守稲荷神社と羽田神社のお話を聞き、多摩川沿いの散策、
猟師町の景観を残す赤レンガ堤防等を地元ガイドと歩きましょう。

日　時　　10月 18日（土）　9:45 ～ 12:30　　　　　
集　合　　京急空港線穴守稲荷駅　改札口前
解　散　　おおた商い観光展会場　（大田区産業プラザPiO）
内　容　　穴守稲荷神社 -稲荷橋 -五十間鼻 -多摩川 -赤レンガ堤
　　　　　防 -大師橋 -大谷政吉商店（老舗有名佃煮店）-羽田神
　　　　　社 -京急大鳥居駅（乗車）-京急蒲田駅（下車）ー大田
　　　　　区産業プラザPiO
集　合　　9:45　
参加費　　1,000 円（保険料、ガイド料、おみやげ付）
定　員　　30名（応募者多数の場合は抽選）
締　切　　10月 7日（火）
ガイド　　大田・品川まちめぐりガイドの会

【申込方法】
３面をご参照ごください。

■申込・問合せ先
大田観光協会　「コース名」係
〒144-0035　大田区南蒲田1-20-20　大田区産業プラザ2階
TEL:03-3734-0202　FAX:03-3734-0203　メール：info@o-2.jp

会　場：大田区産業プラザPio　大田区南蒲田1-20-20　
※京浜急行「京急蒲田駅」より徒歩3分

第２回蒲田映画祭
オープニング作品は
小津安二郎監督作品
「大人の見る繪本　生れて
はみたけれど」
弁士：澤登　翠
ピアノ伴奏：新垣　隆
２日目は
深作欣二監督作品
「蒲田行進曲」
その他まちなかでも各種
上映会が盛り沢山。
最終日は加藤武さんの
トークショーもあります。
くわしくはチラシ、HPを
ご確認ください。

海外から招く 3名の
アーティストと、
大田区が誇る様々な
地域資源や伝統文化
を継承する人々、
そしてあなたがコラ
ボレーションします。

主催　NPO法人大森まちづくりカフェ
問合　03-5935-7881（平日 13 時 -17 時）
詳細　www.ota-air.net

おおた
アーティスト・
イン・
レジデンス 

アートがすむまち

問合せ　大田観光協会

特別講演＆境内参拝
池上本門寺・お会式　教養講座
「お会式を楽しむために知っておきたいこと」
秋の風物詩として地元の人も観光客としても関心の高い「池上本
門寺のお会式」について本番（10 月 11 日～ 13 日）を前に、お寺関係者
による特別講演と境内めぐりを行います。お会式が３倍楽しくなる特別
な講座です。 
日　時　　　10 月 5日（日）13:00-15:30
                         ※受付時間 12:30 ～ 13:55
参加費　　　500 円
場　所　　　池上本門寺 朗子会館 2 階 202 号室
                         （東京都大田区池上 1-32-12）
定　員　　　４0名 ※定員になり次第締切　
参加方法　　当日直接会場へ（予約不要）　　
問合せ　　　大田観光協会 03-3734-0202

10月18日（土）19日（日）
10 時～17 時（最終日は 16 時まで）

問合せ：大田区産業振興協会03-3733-6477
詳しくは　www.pio-ota.jp/a-fair/2014/

「歴史探訪＆魅力発見！　羽田さんぽ」
　羽田の歴史と景観に触れよう、歩こう地元ガイドの話とまち歩き


