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おおたの　めぐりウオーク桜

▽申込方法
往復はがきか FAX かメールにて必要事項をご記入の上、下記までお
申し込みください。
①コース名　②参加者全員の方　氏名、年齢　③郵便番号、住所
④電話番号　⑤FAX 番号　⑥メールアドレス

▽問合先
一般社団法人大田観光協会
〒144-0035　大田区南蒲田 1-20-20 
大田観光協会｢おおたの桜ウォーク｣係
TEL:03-3734-0202　FAX：03-3734-0203　　
メール：info@o-2.jp

申込締切：３月 16日（月）

申込締切：３月 16日（月）

申込締切：３月 16日（月）
申込締切：３月 23日（月）

申込締切：３月 16日（月）

2015 年 3月 21 日 ( 土・祝 ) ～ 4月 12 日 ( 日 )
期間中桜スポットをめぐる各種イベントを開催します。
＊桜の名所 4カ所をめぐる「おおたの桜スタンプラリー」
＊みんなでつくるおおたの桜フォトギャラリー
＊おおたの桜めぐりウォーク　全 5コース
詳しくは、大田観光協会までお問合せ下さい　

約 3.5km

◆集　合◆東急多摩川線　多摩川駅改札口前
◆解　散◆二十一世紀桜まつり会場　　
     ※希望者の方には東急多摩川線下丸子駅までご案内

多摩川駅～多摩川台公園～浅間神社～桜坂（福山
雅治氏の曲で有名）～六郷用水復元水路～
多摩川土手～二十一世紀桜～下丸子駅

約５km

◆集　合◆東急池上線　洗足池駅改札口前
◆解　散◆東急池上線　石川台駅

洗足池公園～東京工業大学～呑川～石川台
希望ヶ丘商店街～石川台駅

◆集　合◆東急池上線 石川台駅前
◆解　散◆東急目黒線・大井町線 大岡山駅

石川台駅～石川台希望ヶ丘商店街～呑川～
東京工業大学～大岡山駅

約４km

約 4.5km

◆集　合◆池上本門寺 仁王門前

日蓮宗の大本山である池上本門寺。桜を見ながら
国指定重要文化財である五重塔や多宝塔など境内
をご案内します。

約 1.5km

※年に１度の五重塔御開帳法要のため、五重塔内部が
ご覧いただけます

(東急池上駅 徒歩10分 都営地下鉄西馬込駅　徒歩15分 )

いずれも雨天決行　荒天中止
参加費 500 円（保険込み）
　定員 30名（抽選）

馬込文士村＆
　　　ミュージアムコース
3月 28 日（土）12：45 ～ 16：00
◆集　合◆JR京浜東北線  大森駅　西口
◆解　散◆大田区立郷土博物館
大森駅～文士村レリーフ～桜のトンネル～
山王花清水公園～川端龍子記念館 (見学 )～
馬込桜並木～大田区立郷土博物館 (見学 )

ガイド：馬込文士村ガイドの会

呑川コース
3月 29日（日）13：30～ 16：00

ガイド：呑川の会

洗足池コース
3月 29 日（日）9：30 ～ 12：30

ガイド：大田・品川まちめぐりガイドの会

多摩川＆六郷用水コース
3月 29 日（日）9：45 ～ 13：00

ガイド：六郷用水の会

池上本門寺春まつりコース
4月 4日（土）12：30 ～ 15：00

ガイド：池上本門寺・池上市民大学

おおたの桜うぃーく 主催：大田観光協会



❖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

１

３

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
歴史が見えるまち歩き
２

要 申 込
 500 円

● ４月１８日（土）10：00～12：00
『JR大森駅から海苔の博物館へ』
集合場所：JR大森駅中央改札口前
かつて京急電車が大森駅まで来ていた時代
がありました。そして大森駅の海側は一面
たんぼだった時代も・・・そして旧東海道
等、時代をあれこれ巡りませんか。

● ６月７日（日） 10:00～12:30
『水質検査＆丸子川ウオーク』
集合場所：東急多摩川駅改札口前
丸子川河口で水質検査見学、そして丸子川、田園調布を
探索してみましょう。

❖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）

主なコース
JR 大森駅中央改札口前＿加納子爵顕彰
碑＿旧京急大森線跡＿大森海岸駅前＿
磐井神社＿旧堤防跡＿旧東海道（美原
通り）＿内川橋＿大森海苔のふるさと館

A「羽田空港国際線ターミナル見学」ツアー
拡張した江戸小路やはねだ日本橋・展望デッキ等、見どころ
が増え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　3月 28 日（土）4月 25 日（土）
　　　　    5 月 30 日（土）
　　　　　第 1回目 11：00 ～ 12：00
　　　　　第 2回目 14：00 ～ 15：00　
参  加  費　無 料
お申込み　当日の各回出発 30分前より受付開始
定　　員　３０名
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」前

B「春を探しに 田園調布を歩く」 参加費500円

多摩川と富士山を眺めるパワースポット、武蔵野の面影残る小道、開
放感いっぱいの川原を建物や草花のガイド付きで歩きます。

集合場所　東急東横線 田園調布駅改札口前
定　　員　35 名（先着順・事前申込制）
田園調布駅－田園調布三丁目－桜並木－多摩川台公園－古墳展示
室－亀甲山古墳－水生植物園－浅間神社－多摩川緑地－沼部駅

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/

３月２８日（土） 
「西郷・勝の対談／
　　　本門寺春まつり情報」

池上宗仲館跡 大坊本行寺を訪ね、日蓮
聖人のご臨終にまつわる「ひきずり豆
腐」「お寄りかかりの柱」
「お会式桜」などのエピ
ソードをご紹介します

４月１８日（土）「仁王門／本門寺千部会情報」

東急多摩川駅改札口前＿浅間神社下＿
多摩川台公園＿丸子川＿お鷹の圦＿親
水水路＿ぽかぽか広場＿秋葉の黒松＿
宝来公園＿田園調布駅

毎月最終土曜日

５月２３日（土） 「大坊本行寺」

新政府軍の西郷隆盛が本門寺に本陣を設
けた１８６３年３月の話の他、お釈迦さまの誕生をお祝いする
降誕会と五重塔のお開帳が行なわれる４月４日～５日の「本門
寺春まつり」の先取り情報をお伝えします

圓鍔勝三作の本殿の仁王様と、原田佳美作の仁王門の仁王様の
ご案内。日蓮聖人が初めてお題目をお唱えした
立教開宗を期して４月２７日～２９日に行なわ
れる千部会法要の先取り情報をお伝えします

４月４日（土）9：30～12：０0

C「羽田まちめぐり・橋めぐりツアー」 参加費500円
４月11日（土）・５月9日（土）9：45～12：30　
羽田の渡し、七曲りを歩き、海老取川にかかる４つの橋をめぐります。

集合場所　京浜急行空港線　大鳥居駅西口改札口前
定　　員　30 名 ( 先着順・事前申込制）
大鳥居駅－赤レンガの堤防－羽田の渡し跡－七曲り－弁天橋－天
空橋－稲荷橋－穴守橋－穴守稲荷神社－京急穴守稲荷駅

Aコース：事前申込不要　　　B、Cコース：要申込　参加費500円



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　PiO２階
   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 ３ のコースは予約不要です

4

3

http://www.o-2.jp/machiaruki/index.html

　ふれよう
5

❖担当：多摩川とびはぜ倶楽部（羽田水辺の楽校・事務局）
090－2666－7924（事務局携帯）

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。小
学生以下の参加は保護者同伴で
お願いします。

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    

月に一度町工場で働く方などをゲストに招いて、
参加者と距離の近い形でお話を聞く「町工 BAR」。
3月は今までのゲストとはちょっと違う新人職人
さんです。入社して 1年の現在の心境や将来につ
いてお話を聞いてみませんか。雰囲気のある夜の
くりらぼで参加者同士の交流も育みながら、学び
の機会を楽しみましょう。
また 4月以降は週に一回程度くりらぼ多摩川見学デーも開催され
ます。ご興味のある方はぜひお気軽にいらしてください。詳細は
決まり次第HPに掲載します。

http://www.geocities.jp/magomemura/mail    
magomemura@yahoo.co.jp

♦５月２４日（日）13：00 ～ 16：00（集合　12：45）
ーカタルパの花咲く徳富蘇峰邸を辿り馬込文士村へー
近代日本のジャーナリスト徳富蘇峰の住居だった山王草堂。庭には
生涯の師である新島譲がアメリカから持ち帰ったカタルパの花が５
月中旬に開花します。記念館と庭園を見学し蘇峰（猪一郎）の足跡
を辿りながら風薫る馬込文士村を一緒に散策しましょう。

主なコース
JR 大森駅北口～児島惟謙～大森貝
塚遺跡庭園（散策）～和辻哲郎～
子母沢寛～日夏耿之介～尾﨑士郎
記念館（見学）～山王草堂記念館・
公園（見学）～山本周五郎～万福
寺～室生犀星～小林古径～大田区
立郷土博物館（解散　館内は自由
見学）

要 申 込

定　　員：     ３０名（先着順）
参   加  費：     ５００円（保険料含む）
集合場所：　JR京浜東北線　大森駅北口改札前
解散場所：　大田区立郷土博物館
（都営地下鉄浅草線　西馬込駅より徒歩 10分）

干潟の自然に

申込不要
無　　料

※本羽田公園展望デッキの隣「羽田水辺の楽校」前
※京急大鳥居駅西口改札口から徒歩 15 分

日　  程  ：4 月 19 日（日）・5月 17 日（日）・31日（日）、
                     6 月 14 日（日）・28 日（日）

※必ず事前にボランティア保険に加入のうえ、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、筆記用具、あれば双眼鏡など。

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：直接会場へ　　
参  加  費：無料

５A羽田空港

❖担当：馬込文士村ガイドの会

■日　時　3月 18 日 ( 水 )19：00 ～ 20：30
■ゲスト　増田　翔平氏（株式会社アイエヌジー）
■参加費    1,500 円（ワンドリンク付）
■定　員　15 名（応募者多数の場合抽選）
■会　場　くりらぼ多摩川
　　            （大田区矢口 1-21-6 丸子幼稚園裏）
    ※東急多摩川線武蔵新田駅より徒歩約 5分
■締切日　3月 12 日（木）必着
■申込方法　大田観光協会宛

＜町工 BAR　vol.11　大田の新人職人奮闘記＞

FAX もしくはメールにて以下の内容をご記入の上、ご応募ください。
①実施日、タイトル名　②参加者全員のお名前　③年齢　④〒、住所
⑤電話番号　⑥差支えなければご職業
FAX： 03-3734-0203　メール： info@o-2.jp

B/C



まちなかイベントカレンダー　3-5 月
まち歩き＆イベント おすすめ情報 

大田区でできる水辺スポーツ　
『カヌー＆シーカヤック』情報

今年で 4回目を迎える「大森アートフェスタ 
2015」は、「machi,march,march( マチ・マチ･
マーチ ) ～ようこそアートがすむまち～」を
キャッチフレーズに大森ゆかりのアーティス
ト、ギャラリー、アトリエ、ショップによる
展示、パフォーマンス、ライブ、大森アート
まちあるきなどが大森の各所で行われます！
詳細はホームページをご覧下さい　
http://www.oomori-oavp.net/

お問合せ　　NPO法人大森まちづくりカフェ
大森アート・ヴィレッジ　プロジェクト事務局
TEL03-5935-7881（平日 13-17 時）　art@oomori-cafe.com

【３月】

７日 ( 土 ) ～２９日 ( 日 ) 大森アートフェスタ２０１５

                                               ＠大田文化の森　他

１５日（日）　     池上本門寺朝市＠池上本門寺総門内

２８日（土）         大森海苔のりウォーク＠大森海岸・平和島周辺

２８日 ( 土 )、２９日 ( 日 )　2015 第８回大岡山さくらまつり

　　　　　　　　　　　　　＠大岡山４商店街

２９日（日）　    二十一世紀桜まつり

                                ＠ガス橋緑地堤防二十一世紀桜並木

【4月】

４日（土）、５日（日）    春まつり＆花まつり＠池上本門寺

５日（日）           馬込文士村大桜まつり＠馬込桜並木

１１日（土）、１２日（日） 蒲田行進曲フェスタ絆　JR 蒲田駅開業

　　　　　　　111 周年記念＠蒲田駅東口、西口駅前広場

１９日 ( 日 )　   池上本門寺朝市＠池上本門寺総門内

２１日（火）       禰宜の舞＠天祖神社

【5月】

１１日（月）      水神祭＠羽田沖

１７日（日）      池上本門寺朝市＠池上本門寺総門内

おすすめ情報

大田観光協会ホームページ http://www.o-2.jp/

大田区まちあるきイベント情報  http://www.o-2.jp/machiaruki/

　　　　

3 月 15 日（日）シーカヤックツーリング＠東京湾・京浜運河
3月 28 日（土）、29日（日）お花見シーカヤックツーリング＠多摩川
5月 23 日（土）、24日（日）TOKYO CANOE FESTIVAL in OTA 
                                                                                  @ 大森ふるさとの浜辺公園

お問合せ　大田区カヌー協会  http://www.o-2.jp/oca/
TEL  03-3734-0202（大田観光協会内）
Mail　 oca2010@o-2.jp
大田区カヌー協会は、競技カヌーとレクリエーショナルカヌーの普及発展を
はかることを目的に 2010 年 11 月設立され、カヌーを身近に感じてもらお
うと体験教室やカヌーツーリングを実施しています

ガイド活動レポート　開運祈願！地元ガイドとめぐる『池上七福神ツアー』
 まち歩きニュース 12号にて募集記事を掲載
し、大田観光協会さんとのタイアップでおこ
なった池上七福神ツアー。定員 30 名に対し
て 101 名のご応募をいただきました。あり
がとうございました。大田区の方はもちろん、
横浜・調布・世田谷・品川などからもご参加
いただき、ガイド７名でご案内させていただ
きました。
　テーマは「年明けにふさわしい開運祈願と
ともに、池上七福神を巡りながら、池上の町
の魅力をお伝えする」という企画。　池上の駅を中心に点在する七福神と池上本門寺をお参りしながら、地域に残る町屋や古道、商店街
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　などをご案内する企画で、商店街の方や、伝統文化保存会の方のご協力で実現しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池上駅に集合して、一緒に歩くうちに、参加者の皆さんとガイドの会話も弾み、最後の養
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　源寺に到着。養源寺さんでは、畳のお部屋で「池上囃子保存会」による獅子舞の他、大黒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様と恵比寿様がお囃子に合わせて開運祈願をしてくださいました。参加者の方の笑顔が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いっぱいでした。参加者のみなさんの笑顔や「江戸や明治、昭和の池上の歴史など解説が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面白かったわ」「お座敷で見た池上囃子は、舞台より身近に感じて楽しかった！」などの感
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　想をいただき、とても励みになりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関係者の皆さま、ありがとうございました。今後も地域の方々のご理解とご協力を賜り、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　私達のガイドの会らしい企画を考えて、皆様をご案内できたらと願っております。

大田・品川まちめぐりガイドの会　桜井美保


