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まち歩きのおすすめマップ &パンフレット

大田観光協会では、まち歩きに便利な地図やパンフレットなどをお配りしています。
博物館や資料館などのパンフレット、まち歩きツアー、ボランティアガイドの依頼
に関するお問合せも受け付けています。どうぞお気軽にお立ち寄り下さい♪
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大田区イラストマップ
大田区のみどころをイラストで紹介。

品川区・大田区のミュージアム
両区にある魅力あふれる多彩な
ミュージアム３５カ所を紹介。

一般社団法人 大田観光協会
営 業 日    月～金　9時～ 17 時　／　土　10 時～ 17 時（※休館日あり）
場　  所   京急蒲田駅から徒歩 5分　大田区産業プラザ２階
　　　　 東京都大田区南蒲田 1-20-20
電　  話   03-3734-0202　　FAX 03-3734-0203
メ ー ル   info@o-2.jp             http://www.o-2.jp/index.html
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おおた銭湯マップ
大田区は都内最大の銭湯エリ
ア。黒湯温泉などの特徴ある
区内 46 件の銭湯を紹介。

大田区ガイド区内のホテル、銭湯、レストラン
などの情報が 1冊にまとまってい
る冊子。

※このほか、約 15種以上のマップ・冊子等がございます。



❖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
歴史が見えるまち歩き
２

 500 円
● ７月４日（土）10:00～12:00
「六郷用水本流を遡る」
集合場所：東急多摩川線下丸子駅前
大田区の平野部分に網の目のように広がっていた「六郷
用水」の、本流部分を辿ります。難工事だった嶺の切り
通し、湧水との合流地点等、400年前に思いを馳せなが
ら散策いたしましょう。

● ８月２９日（土） 10:00～12:30
「丸子川から都会のオアシス等々力渓谷へ」
集合場所：東急多摩川駅改札口前
丸子川沿いを進み、巨木に覆われた等々力渓谷へ。むき
出しの地層から数億年前の箱根噴火や富士山噴火の様子
　　　　　　　　　　　　　　を知る事ができます。

❖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
東急多摩川線下丸子駅前＿
光明寺池＿南北引分＿嶺の
切り通し＿復元水路＿高砂
橋跡＿密蔵院前＿東光院横
＿緑の遊歩道＿多摩川駅

B「池上本門寺の紫陽花と徳川の夫人たち」 

德川 260 年の歴史を支えた武家社会に生きた夫人たちの息づかいに想い
を馳せて！

集　　合　13：00 東急池上線池上駅改札前
募集人員　30 名（事前申込制、先着順）
参  加  費　500 円（保険料含む）
池上駅－総門－妙見坂－妙見堂－鳥取池田家芳心院墓所－五重塔
－深徳院墓所－細川家墓所－多宝塔－紀州徳川家墓所

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

６月２０日（土）「加藤清正の熱心な信仰」

江戸幕府二代将軍徳川
秀忠の乳母「岡部の局」の発願により慶長13
年（1608）に建立された関東最古の五重の塔
にご案内します。その他女優栗島すみ子、小
説家幸田文の墓所もご案内します。

７月１８日（土）「万両塚・弥生住居跡」

主なコース
東急多摩川駅改札口前＿浅間
神社下＿多摩川台公園＿丸子
川＿親水水路＿等々力渓谷＿
東急大井町線等々力駅前

８月２２日（土）「五重の塔」

戦国時代に活躍した武将加藤清正が寄進
した大堂や此経難持坂をめぐります。そ
の他に清正供養塔、正応院層塔、音楽家
中村八大の墓所などにもご案内します。

徳川家康の孫「芳心院」の墓所万両塚と弥生時代住居跡や古墳
時代の遺構をめぐります。その他に加藤清正正室の瑤林院が寄
進した学門の神様として祀られている妙
見堂にもご案内します。

6月14日（日）13：00～15：30

C「羽田まちめぐり・橋めぐりツアー」 
6月13日（土)・7月11日（土）10：00～12：30　
昭和の風情を残すまち羽田、氏神様、古刹、老舗のつくだ煮等、地元ガ
イドがご案内いたします。

集合場所　京急空港線　大鳥居駅西口改札前
募集人員　30 名（事前申込制、先着順）
参  加  費　500 円（保険料含む）
大鳥居駅－羽田神社－赤レンガの堤防－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

                        ※７，８月は親子連れ大歓迎です。
                           一緒に学びましょう。
             ※持ち物：帽子、飲み物、蚊よけスプレー

要 申 込

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。 毎月最終土曜日
実  施  日　6月 27 日（土）7月 25 日（土）
　　　　    8 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
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

Aコース：事前申込不要　　　B、Cコース：要申込　参加費500円



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）
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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    

モノづくりのまち東京都大田区。なかでも東急多摩川線の下丸子・武蔵新田駅
周辺エリアは町工場が集積し、住宅も混在する地域です。年に一度「おおたオ
ープンファクトリー」という町工場一斉公開イベントが開催されるこの場所で、
まち歩きを通じて地域の魅力をご案内する「おおたモノづくり・まちめぐり」。
活気ある地元商店街、町工場見学、意外と知らない地域の史跡などを地元のガ
イドが皆さんをお連れします。第二弾の訪問企業は「光写真印刷株式会社」さ
んです。
今回は夏休みということもあり、親子向けの体験をメインとしたまち歩きとな
っています。印刷の仕組みや色の不思議なども教えてくれるので自由研究にも
ピッタリですよ♪ワークショップでは一人ずつ自分でポストカードのイラスト
を描いて、それを大きな機械で印刷します。ポストカードは記念のお土産に。

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

赤毛のアンの翻訳者　
村岡花子が暮らしたまち「大森」を歩こう

ドラマ「花子とアン」のモデルになった村岡花子。
今回のまち歩きでは、花子が生涯の約 50年間を過ごした大森の
散策を行います。
また、花子との交流が深かった歌人・翻訳家の片山廣子とのエ
ピソードもご紹介。どうぞお楽しみ下さい。

要 申 込

JR 大森駅西口～馬込文士村レリーフ～天祖神社～
大森・望翠楼ホテル跡～山王会館（展示見学　
村岡花子等）～片山廣子邸跡～赤毛のアン記
念館・村岡花子文庫（外観のみ）～新井宿
特別出張所（ミニ講演会＆懇親会※）
＊ミニ講演会ではお茶とおやつをご用意
して、交流を育みたいと思っています。

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  ：6 月 14 日（日）・28日（日）、7月 5 日（日）・
                    19 日（日）、8月 2日（日）・16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

❖担当：馬込文士村ガイドの会

■実  施  日　2015 年 7月 30日（木）
■集合時間　13：30（解散 16：00）
■集合場所　東急多摩川線武蔵新田駅
■参  加  費　2名 1組　1,500 円
                         （保険代、資料代含む）
■対　　象　小学 3～ 6年生のお子様と保護者
■定　　員　5組 10名（多数の場合抽選）
■締  切  日　7月 22日（水）

6 月 27 日（土）13：00 ～ 16：00　 （集合 12：45）
定　　員　３０名（要申込・先着順）
参  加  費　１０００円（保険料、お茶・おやつ代含む）
集合場所　京浜東北線　大森駅西口　馬込文士村案内版前
解散場所　新井宿特別出張所　（「大田文化の森」の前）

「おおたモノづくり・まちめぐり」ツアー　参加親子　募集

のコースお申込案内　2 ４
1 ３ のコースは予約不要です

3
５A羽田空港

B/C

■主なコース
　東急多摩川線武蔵新田駅～光写真印刷 ( 株 ) ～新田神社～くりらぼ多摩川
■お申込方法　必要事項をご記入の上、大田観光協会へ往復はがきか FAX、
　　　　　　　もしくはまち歩きネットワークホームページからもお申込い
　　　　　　　ただけます。
①実施日、ツアー名　②参加者全員のお名前、ご年齢（学年）　③〒、ご住所
④電話番号　⑤FAX応募の方は FAX番号

写真提供：
赤毛のアン記念館・村岡花子文庫



まちなかイベントカレンダー　6~8 月
まち歩き＆イベント おすすめ情報 

【6月】
　７日（日）　多摩川七福神  縁日  ＠新田神社  武蔵新田商店会  他
１３日（土）　１００万人のキャンドルナイト ＠池上本門寺
１３日（土）～２７日（土）第１２回 東京・音楽の祭日　
                            　　　　　　  ＠蒲田・大森・池上　他
２１日（日）　池上本門寺朝市  ＠池上本門寺総門内　
２７日（土）～７月１９日（日）５００個の風鈴の音を聴く
　　　　　　　　　　　　　　　＠池上本門寺
【7月】
　５日（日）多摩川七福神  縁日  ＠新田神社  武蔵新田商店会  他
１４日（火）水止舞　＠厳正寺
１６日（木）  灯ろう流し　＠洗足池妙福寺　
２５日（土）全国鵜の木まつり　＠鵜の木商店連合会
２５日（土）２６日（日）羽田神社夏季例大祭　＠羽田神社
２５日（土）２６日（日）アプリコみんなの音楽祭２０１５　
                         　　　　　　＠大田区民ホール・アプリコ
【8月】
　２日（日）多摩川七福神  縁日  ＠新田神社  武蔵新田商店会  他
　７日（金）～　９日（日）大蒲田祭  ＠蒲田八幡神社、 
                          　　　　　　　蒲田東口商店街　
２１日（金）～２３日（日）献灯祭　穴守稲荷神社　※予定
３０日（日）池上祭　＠池上会館他
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/
　　　　

日  に  ち：8 月 22 日（土）※雨天の場合 23 日 ( 日 ) に順延
集合時間：15：30（出港 16：00、帰港 19：00）
集合場所：京急線、東京モノレール線　天空橋駅前
対　　象：写真撮影に関心のある方（小学 5年生以上）
参  加  費：大人 2000 円　小中学生 1000 円
                     （乗船代、保険代、資料代含む）
定　　員：20 名   （希望者多数の場合、抽選）
締  切  日：8月 13 日（木）
釣船を貸し切って羽田空港周辺や東京ゲートブリッジなどの
撮影スポットにご案内します！船から見る景色はワクワク、
ドキドキの連続！

【てくてくふぉと散歩】　
★羽田空港沖クルージング＆写真撮影ツアー 日  に  ち：9 月 13 日（日）※雨天中止

時　　間：9：00 ～ 12：30
集合場所：京急線大鳥居駅前
対　　象：写真撮影に関心のある方　
　　　　　（小学 5年生以上）
参  加  費：大人 1000 円　小中学生 500 円
                     （保険代、資料代含む）
定　　員：20 名      希望者多数の場合、抽選）
締  切  日：9月 3日（木）
多摩川の干潟にたくさんの生物がいることをご存知ですか？多
摩川の干潟で生命の成り立ちを学びつつ、多摩川についての豆
知識もガイドさんが教えてくれます。モノレールの撮影スポッ
トや空港ガイドを楽しみながら展望デッキから飛行機の撮影も！
撮影ポイント
＊多摩川の干潟＆生き物たち
＊モノレール駅ホームからの景色
＊羽田空港国際ターミナルと飛行機他

★多摩川干潟＆羽田空港写真撮影ツアー

＜各コースお申込方法＞
1. 往復はがきまたは FAX の場合
①～⑦の必要事項をご記入の上、下記宛先までお申し込みください。
①コース名②参加者全員のお名前③年齢④性別⑤ご住所⑥電話番号⑦FAX 応募の方のみ FAX 番号
2.WEB からの場合
http://www.o-2.jp/machiaruki/index.html にアクセスし、必要事項をご記入の上、お申し込みください。
※各コース案内ガイド付き（写真撮影のための指導者は同伴いたしませんので予めご了承下さい。
※小学 4年生以下のお子様は、安全面の都合上、参加をご遠慮いただいております。
＜宛先／問合せ＞
大田観光協会　〒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
※この企画は、大田区「いきいき大田写真コンクール」の関連事業として実施いたします。

第 11回『500 個の風鈴の音を聴く』

池上本門寺の境内に吊るされた 500 個の 風鈴により、風が奏で
る壮大な音の空間を通して、自然と人の繋がりを感じてみ ませ
んか。期間中は、不定期に主に土日 に短冊に願いを描くワーク
ショップも開催いたします。
期　間：2015 年 6月 28 日 ( 日 ) から 7月 19 日 ( 日 )　　
            　（7月 19 日 ( 日 ) は 18 時まで、他は終日）
場　所：池上本門寺　仁王門付近
入場料：無料
主　催　『500 個の風鈴の音を聴く』実行委員会
　　　　池上本門寺イキイキ推進委員会
同時開催
7/5( 日 )、7/11( 土 )15:00~17:00 には外国人向けの英語・中国語
（5日のみ）ガイドによる無料の短冊ワークショップ＆本門寺め
ぐりのイベントを開催します。
（詳しくは　大田観光協会　03-3734-0202　）


