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会場：大田区産業プラザ　
　　　（大田区南蒲田 1－20－20）
交通：「京急蒲田」駅より徒歩約 3分
　　　JR京浜東北線、東急池上・多摩川線
　　　「蒲田」駅より徒歩約 13分

会場１階では大田区を代表するおいしい食べ物やグッズなどの販売のほか、２階小展
示ホールでは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紹介を行い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ます。今年は旧東海道の展示や
                                                                                                        体験コーナーなども登場！

私たち『大田区まちあるきネッ
トワーク』では、まちあるきの
ご相談をお受けするコーナーや
ジオラマや展示物などを用いて
楽しい見どころをご案内いたし
ます♪
まち歩きに必要な地図や資料などもお配りしています。
まずはどうぞお気軽に足をお運びください。 ご来場をお待ちしております♪

併催イベント
ガイドと行く！東海道五十三次　品川宿～川崎宿　『大森＆蒲田めぐり』
江戸時代に定められた五街道のひとつで、このまちめぐりは、品川宿と川崎宿の「間の宿」となる大田区の
エリアをご案内します。ゴール後は、商い観光展でお楽しみ下さい♪
開  催  日 :　10 月 18 日 ( 日 )　
主な行程：   JR 大森駅－磐井神社－美原通り（江戸を演出した町並みや浮世絵をモチーフにしたシャッ
                      ターアートなどがある旧東海道で約 1.5 ㎞の商店街がある）－大林寺－梅屋敷公園－蒲田
                      八幡神社－おおた商い観光展 ( 大田区産業プラザ )　　約 6㎞
時　　間 :　9：50－12：30
定　    員：  30 名（応募者多数の場合は抽選）
参  加  費：  500 円
締  切  日：10 月 6日 ( 火 ) 必着
小雨決行、荒天中止
申込方法：大田観光協会まで（往復はがき、Fax、Web）　※3ページをご参照ください。
コース名「東海道ツアー」係　　お問合せ：大田観光協会　03-3734-0202
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2015 年　10:00 ～17:00  [ 最終日は 16:00 まで ]
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❖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
● 9月19日（土）10時～12時
「六郷用水と映画の街蒲田」

● 10月25日（日）10時～12時
「下丸子の変遷と六郷用水＆多摩川」

❖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 蒲田駅東口駅前ロータリー＿東口商
店街＿薭田神社＿梅屋敷公園＿キネマ
通り商店街＿夫婦橋＿北野神社＿松葉
用水跡＿蒲田八幡神社＿さかさ川通り
＿ミスタウン映画街跡＿松竹橋＿アプ
リコホール地下１階松竹キネマ蒲田撮影所ジオラマ

B「羽田まちめぐり・橋めぐりツアー」
秋色の羽田を歩きませんか。地元ガイドがご案内いたします。

実  施  日　10 月 10 日（土）、11月 14 日（土）
　　　　　10：00 ～ 12：30　
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）
コ   ー ス　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

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

9月19日（土）「入山会・お会式」

日蓮聖人への信仰を貫いた池上宗仲夫妻
の墓所、紀州徳川藩主の夫人たちの墓所、
日蓮聖人の荼毘所跡に江戸時代に建立さ
れた国の重要文化財「宝
塔」をご案内します。

10月31日（土）「江戸の奥絵師　狩野家墓所」
主なコース
下丸子駅前大田区民プラザ＿光明寺池
跡＿最後の田んぼ跡＿三菱重工引込線
跡＿二十一世紀桜の土手＿三体地蔵＿
くりらぼ多摩川＿新田神社＿頓兵衛地
蔵＿下丸子駅

11月21日（土）「池上宗仲
夫妻墓・宝塔・紀州徳川家
墓所」

日蓮聖人が池上に到着された９月１８日
には「宗祖池上御入山会」という行事が
大坊本行寺にて営まれます。その翌日に
日蓮聖人の故事にまつわる場所をご案内
いたします。

狩野家は江戸幕府の御用絵師最高位である奥絵師として代々世
襲して活躍してきました。東京都文化財に指定されているその
墓所をご案内いたします。

                        

要 申 込

A「羽田空港国際線ターミナル見学」ツアー
各国の飛行機が行き交う壮大な景色や「はねだ日本橋」「江
戸小路」など江戸の風情が楽しめ、ますます面白くなりまし
た。ひと味違った国際線ターミナルをガイドがご案内します。

毎月最終土曜日実   施  日      9 月 26 日（土） 10 月 31 日（土）
　　　　    11 月 28 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）
お申込み　当日の各回出発 30 分前より受付開始
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コース：要申込　参加費500円

今は昔の猟師町の面影をさがして、海老取川にかかる四つの橋
をめぐり、過去・現在・未来に想いを馳せて羽田のまちを巡り
ます。

● 11月8日（日）10時～12時30分
「復元水路と丸子の渡し」

主なコース
東急多摩川駅＿復元水路＿西嶺町の湧
水の流れ＿桜坂＿丸子の渡し復活イベ
ント（渡し舟に乗って対岸に渡ります）

集合場所：東急多摩川駅

集合場所：東急下丸子駅前大田区民プラザ前

集合場所：JR蒲田駅東口駅前ロータリー



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

お問い合わせ

大田観光協会　03-3734-0202
（平日 10時～17時）
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　ふれよう
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❖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    

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

馬込文士村から
                特別公開の池上本門寺「 松濤園」へ

年に一度の一般公開に合わせて馬込文士村から池上本門寺の奥庭
「松濤園」まで散策します。松濤園は小堀遠州作の池泉回遊式庭
園で茶室や江戸城無血開城の立役者 西郷隆盛、勝海舟会見の碑
も見ることができます。

要 申 込

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  ：9 月 13 日（日）・9月 27 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

9 月 13 日（日）10：00 ～ 12：30　 （集合   9：45）
定　    員：２０名（先着順）
参  加  費：５００円（保険料含む）
集合場所：都営地下鉄浅草線 西馬込駅東口（階段上）　
解散場所：池上本門寺（東急池上線　池上駅　徒歩 10 分）

「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
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B

第 5回おおたオープンファクトリー
　　　　　　　　        下丸子・武蔵新田駅周辺
  　　　　　　　　　  や工場アパートなど大田
　　　　　　　　　　区の町工場を年に一回一
　　　　　　　　　　斉公開するイベント。
    普段見られない工場の中や熟練の職人の技を
    見たり、直接話を聞いたりできる絶好の機会
   です。毎年大人気のカプセルトイに職人の技
   を詰め込んだ「モノづくりたまご」を始め、
   たくさんの企画も予定。

  
　※間の平日の期間はくりらぼ多
　　摩川の開館などを予定
　※当日のボランティアスタッフも
　　現在募集中「9/10( 木 )」締切！
問合：大田観光協会 03-3734-0202
http://www.o-2.jp/oof/index.html

主なコース
　西馬込駅～大田区立郷土
博物館（展示見学）・佐藤朝
山～尾﨑士郎・宇野千代～
熊谷恒子記念館（展示見学）
～川端茅舎「青露庵」～池
上本門寺　松濤園（園内散
策）～現地解散
＊松濤園内にはお抹茶を楽し
める席もございます。
（別途 500 円）

◆11月 28日（土）
　下丸子・武蔵新田周辺エリア

◆12 月 5日（土）
　工場アパートなどその他のエリア



まちなかイベントカレンダー　9~11 月
まち歩き＆イベント おすすめ情報 

【9月】
10 日（木）～ 14 日（月）松濤園一般公開　＠池上本門寺・松濤園
16 日（水）、17 日（木）第 4回武蔵新田ちょい呑みフェスティバル
                                                ＠武蔵新田商店会
20 日（日）池上本門寺朝市　＠池上本門寺 総門・石段下
【10月】
  3 日（土）国際都市おおたフェスティバル in「空の日」羽田　
                       ＠天空橋隣接エリア
10 日（土）　新田神社例大祭　＠大田区矢口一丁目
10 日（土）～ 18 日（日）第 3回蒲田映画祭　
　　　　　　　　　　　　＠アプリコ、大田区産業プラザ
11 日（日）～ 13 日（火）池上本門寺・お会式　＠池上本門寺
16 日（金）～ 18 日（日）さかさ川 “おいしい収穫祭”　
　　　　　　　　　　　　＠蒲田東口 さかさ川通り
17 日（土）～ 18 日（日）おおた商い・観光展 2015　　
　　　　　　　　　　　　＠大田区産業プラザ
18 日（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
　　　　第 36 回新田まつり　スタンプラりー＆縁日  ＠新田神社他　
　　　　池上本門寺朝市　　＠池上本門寺 総門・石段下
【11月】
   １日（日）多摩川七福神縁日　＠新田神社
    3 日（火・祝）穴守稲荷神社例大祭　＠羽田五丁目
    7 日（土）～ 8日（日）OTAふれあいフェスタ　
　　　　　　　　　　　  ＠大森ふるさとの浜辺公園、平和島公園
　　　　　　　　　　　　  平和の森公園、ボートレース平和島
15 日（日）池上本門寺朝市　＠池上本門寺 総門・石段下
29 日（日）第 5回おおたオープンファクトリー
　　　　　　　〈下丸子・武蔵新田周辺エリア〉

お会式　教養講座＆ツアー　参加者募集
日蓮宗大本山池上本門寺で行われる一日に約 30 万人の参拝者が訪
れると言われている日蓮聖人の命日（10 月 13 日）の前夜に行な
われるお会式。大田観光協会では、関係者の皆様のご協力を得て
特別企画を開催いたします。

企画①　お会式教養講座　10月 4日（日）14：00 ～ 15：30　
内　    容：僧侶と万灯講中講員によるトーク＆万灯練習見学他
会　    場：市野倉　長勝寺　本堂　（大田区中央 6-6-5）
参  加  費：500 円
定    　員：50 名
参加方法：当日 13 時半～会場にて受付開始　　
※定員になり次第締め切り

企画②　お坊さんとめぐるお会式参拝ツアー　
10月 12 日（月）17:00-20:30
内    　容：「サンガ天城」戸澤完充庵主の琵琶の弾き語りによる法
　　　　　話を拝聴後、お坊さんと一緒に境内をお参りし、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。
集    　合：永寿院（大田区池上 1-19-10）　
参  加  費：2,000 円（お弁当・お会式限定記念品付　）
定        員：30名（応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます）
参加方法：ハガキ、Fax、Webのいずれかの方法で大田観光協会へ
　　　　　お申込み下さい。
　　　　　1通につき 2名様までお申込みいただけます。
　　　　　申込方法は、P3をご参照下さい。
　　　　　「お会式ツアー」申込係宛
締  切  日：  9 月 28 日（月）
お問合せ：大田観光協会　03-3734-0202

参加者募集　『ガイドと行く！羽田さんぽ』　
イベント会場をスタートし、お砂様で知ら
れる穴守稲荷神社や漁師町の下町スポット
などを約1時間でめぐります。散歩のあと
には昔あそびコーナーもあります。
定      員：10名　先着順　
参  加  費：無料
時　　間：① 10:15～ 12:45　　② 13:15～ 15:45　※同内容
申込方法：希望時間を明記の上、大田観光協会へ往復ハガキ、Fax、
　　　　　Webにてお申込み下さい。
　　　　　「10/3羽田さんぽ」係、申込方法はP３をご参照下さい。

～記憶にとどめよう昭和の表情～
国際都市おおたフェスティバル in「空の日」羽田　
１０月３日（土）１０：００～１６：００(予定 )
場　　所：天空橋駅隣接エリア
　　　　　京急空港線、東京モノレール「天空橋」駅下車　徒歩１分
お問合せ：03-5744-1226　大田区国際都市・多文化共生推進課

10月 10日（土）～18日 (日 )
●映画上映
大田区民ホール・アプリコ
大田区産業プラザ
参加費各500円　事前申込制　
『二十四の瞳』、『KANO 1931 海の向
こうの甲子園』、『青い山脈』、『あの頃、
君を追いかけた』、『ビルマの竪琴』、
『東京物語』、『男はつらいよ　寅次郎春の夢』
その他アニメ上映等（無料）
●特別展示（大田区産業プラザ４階、無料）
『続々　小沢昭一的こころの部屋』
『激動の昭和～映画に描かれた戦争～』
お問合せ：大田観光協会シネパラ蒲田事務局　
03-3734-0202　http://www.o-2.jp/cinepara

蒲田映画祭 2015

★スペシャル
　　トークショー

　 香川京子
17日 14時

毒蝮三太夫　
10日 16時 30分

大田区立郷土博物館　特別展　『まちがやって来た―大正・昭和　大田区のまちづくり』

見逃されがちな地域の近代化・都市
化の歩みをジオラマや絵画、地図等
でご紹介！
同時企画として、講演会３テーマ・
まち歩き９コースを開催します。
（詳しくは、専用パンフレットをご
覧ください）

会　　期：10 月 25 日 ( 日 ) ～ 12 月 13 日 ( 日 )
開館時間：9:00~17:00
休  館  日：毎週月曜日　
                　※11 月 3日 ( 火 )、23 日 ( 月 ) の祝日は開館
入  館  料：無料
会　　場：大田区立郷土博物館（大田区南馬込5-11-13）　
お問合せ：03-3777-1070（大田区立郷土博物館）

蒲田駅東口　昭和 36 年


