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　桜には実に多くの種類があり、８月以外は何らかの桜が咲いています。
有名なところでは、１０月頃から咲くその名もずばりジュウガツサクラ、
花は寂しい感じですが、長く咲きます。梅と一緒に春の訪れを告げるの
は河津桜。こちらは濃いめのピンクで目立ちますね。そ
して何と言っても一番親しまれているのはソメイヨシノ。
柔らかな桜色、そして散り際の美しさは他に類を見ない
風情があります。

　さて、桜は何科の植物なのでしょうか？ご存知
の方も多いと思いますが、桜はバラ科に属します。
実は、ウメ、モモ、リンゴ、ビワもみんなバラ科
の植物です。
　「桜切るバカ、梅切らぬバカ」という言葉がある
通り、桜は剪定せずに自然に育てるものというイ
メージがありますが、本当のところはどうなので
しょうか？桜は切り口から病原菌が入りやすいこ
ともあって、そのような言い伝えになったようで
す。ソメイヨシノの寿命は６０年とも７０年とも
言われていますが、剪定さえ間違えなければ、
１００年以上咲き続ける古木も沢山あります。
　

　写真右下は、５月下旬頃に咲く「カタルパ」の花です。
明治 10年代に同志社の創立者である新島襄がアメリカ土
産として持ち帰った種から育った三代目の木が、徳富蘇峰
の旧居である「山王草堂」の庭に育っています。カタルパ
は日本では非常に珍しい花です。開花している期間が短い
ので、花に出会えるチャンスも少ないカタルパはぜひ、
実物を見たい花ですね。
　この春、花を愛でるいくつかのコースが用意されています。
お気に入りのコースをぜひご一緒しましょう。

桜コース
♥3/27( 日 ) 馬込文士村
♥3/27( 日 ) 桜坂～多摩川台公園
♥3/30( 水 ) 田園調布～桜坂
♥4/3( 日 )   吞川・桜ウオーク
♥4/4( 月 )   六郷土手の桜
詳細は２面、４面をご覧ください 

カタルパコース
★徳富蘇峰邸を辿り馬込文士村へ
　詳細は３面をご覧ください

花を愛でに
まちを歩こう
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各ツアーは下記団体が「主催」してお
ります。記事枠の色でご確認ください。

池上市民大学

大田・品川まちめぐりガイドの会

多摩川とびはぜ倶楽部

馬込文士村ガイドの会

六郷用水の会

『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展望デッキからの眺め、江戸の風情溢
れる「はねだ日本橋」や「江戸小路」など、国際線ターミナル
の見どころを地元ガイドの解説付きでめぐります。

時　間

集　合

問　合

申　込

受　付

第１回目 11:00～12:00
第２回目 14:00～15:00

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
各回出発 30分前から受付開始

各回 30名 不要

『３月の本門寺』
慶応４年３月、西郷隆盛は本門寺に本陣を設けました。
毎年４月第１土日に開催される「本門寺春まつり」の事前情報。
五重塔のお開帳法要・花まつりパレード・春まつりフェスティバ
ルなどの楽しいイベント満載です。
時　間 10:45～12:00 不要

無　料

集　合 10:45　池上本門寺朗子会館２階

定　員 先着 30名

池上本門寺朗子会館　☎03-5700-3151

桜の馬込文士村＆ミュージ
ア
ム

　楽しさ満載！ガイドと行くまち歩きツアー
　　　　大森駅－文士村レリーフ－桜のトン
　　　ネル－山王花清水公園－大倉山公園－
　阿部別邸跡－大田区立龍子記念館（見学）－
馬込桜並木－大田区立郷土博物館（自由見学、解散）

集　合 JR 京浜東北線大森駅西口
時　間 12:45～16:00

30 名定　員 先着順

3.5km
坂多し

参加費 入館料、保険料含む

10:00～12:00
           　 10:00
            東急沼部駅前

時　間

集　合

25 名定　員

先着順

参加費
資料代、保険料含む

おお
たの
桜め
ぐり『田園調布～桜坂の桜』

　　　　　　　東急田園調布駅－
　　　　田園調布三丁目－桜並木－宝来
　　公園－多摩川台公園－古墳展示室－
水生植物園－大田区最古のトンネル－六郷用水－
桜坂－密蔵院－東急沼部駅　※坂、階段多し

10:00～12:30時　間

           　10:00 東急田園調布駅改札前集　合
30 名定　員

先着順  3.3km

参加費
   保険料含む

500 円
500 円

600 円

おお
たの桜

めぐり『多摩川六郷土
手
の
桜
』

　　　　　京急六郷土手駅－
北野神社－六郷神社－六郷サクラ堤－
六郷水門－南六郷緑地－水門通り商店街－
宝泉寺－六郷工科校－京急雑色駅

10:00～12:30時　間 30 名定　員

           　10:00 京急六郷土手駅改札前集　合

先着順  3.6km

参加費    保険料含む600 円

ツアー番号　17-1 ツアー番号　17-2

ツアー番号　17-3 ツアー番号　17-4

ツアー番号　17-5 ツアー番号　17-6

※＜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ツアー番号　開催日　
②参加者全員の氏名、年齢、〒番号、住所、電話番号

お問い合わせ

大田観光協会　03-3734-0202
（平日 10時～17時）

先着順と表示のあるものは、下記の要領で申込をお願いいたします。 
雨天中止等の連絡は担当団体からご案内いたします。
※申込不要なものは、直接集合場所へどうぞ

申　込

申　込申　込

申　込

申　込

無　料定　員

申　込

4km



4/16
( 土 )

ツアー番号　17-9

変化する街蒲田の混沌を歩く
JR 蒲田駅西口広場－常設館跡－女塚川支流－女塚神社－黒澤
貞次郎邸跡－旧道塚駅跡－蛸（たこ）の手－黒澤タイプライタ
ー跡－ユザワヤ－JR蒲田駅西口広場

時　間

集　合

問　合

申　込

 10:00～12:00

JR 蒲田駅西口広場

25 名

『４月の本門寺』

建長５年４月２８日は日蓮聖人が初めてお題目を唱えた立教開
宗の日。本門寺では千部会（せんぶえ）法要で大勢の僧侶が読
経します。その法要がおこなわれる大堂には正応元年（1288）
に造立された日蓮聖人のご存像が奉安されています。
時　間 10:45～12:00 不要

無　料

集　合 10:45　池上本門寺朗子会館２階

定　員 先着 30名

池上本門寺朗子会館　☎03-5700-3151

定　員

ツアー番号  17-10

ツアー番号　17-8

◇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

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

Webの場合 大田区まち歩きネットワーク

　

5/21
( 土 )

問　合

申　込

『５月の本門寺』
５月２２日は長栄堂の大祭です。長栄堂は本門寺の守護神
「長栄大威徳天」を奉安しています。
加藤清正公寄進により造られたと伝えられている「此経難持
坂」もご案内します。
時　間 10:45～12:00 不要

無　料

集　合 10:45　池上本門寺朗子会館２階

定　員 先着 30名

池上本門寺朗子会館　☎03-5700-3151

ツアー番号   17-14

申　込 先着順  5.5km

参加費    資料代、保険料含む500 円

4/16
( 土 )

『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展望デッキからの眺め、江戸の風情溢
れる「はねだ日本橋」や「江戸小路」など、国際線ターミナル
の見どころを地元ガイドの解説付きでめぐります。

時　間

申　込

集　合

無　料

受　付

第１回目 11:00～12:00
第２回目 14:00～15:00

羽田空港国際線ターミナルビル5階
お祭り広場横
各回出発 30分前から受付開始

各回 30名 不要定　員

ツアー番号   17-12

4/9
( 土 )

カタルパの花咲く徳富蘇峰邸を辿り
                                 馬込文士村へ
大森駅－大森貝塚遺跡庭園（散策）－和辻哲郎－子母澤寛－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

時　間

集　合

 12:45～16:00

JR 京浜東北線大森駅北口改札前

30 名定　員

ツアー番号  17-13

先着順

 ３km

参加費 入館料、保険料含む500 円

5/15
( 日 )

水質検査を見学し、六郷用水復元水路へ
６月の第一日曜日は「全国一斉水質検査の日」、六郷用水の会
も参加しています。東急多摩川駅－丸子川河口で水質検査見学
－六郷用水復元水路－南北引き分けポイントまでたどります。

時　間

集　合

 10:00～12:30

東急多摩川駅改札前

25 名定　員

ツアー番号  17-15

申　込 先着順  ４km

参加費    資料代、保険料含む500 円

6/5
( 日 )

・5/14
( 土 )

ツアー番号   17-11
4/24 5/28

羽田まちめぐり・橋めぐりツアー
京急大鳥居駅－自性院－羽田神社－大谷政吉商店（佃煮製造
工場見学）－赤レンガの堤防－羽田の渡し跡－鴎稲荷－七曲り－
弁天橋－羽田の大鳥居－天空橋－稲荷橋－穴守橋－穴守稲荷
神社－京急穴守稲荷駅

4/24
( 日 )
・5/28

( 土 )

時　間
集　合

 9:45～12:30

京急大鳥居駅西口改札
20 名定　員

申　込 先着順  3.2km

参加費    保険料含む500 円

申　込

ツアー番号　17-７
4/9 5/14



ツアー番号  17-16

ツアー番号  17-17

    わたしのおススメ「まちの観察散歩」　
　更地になった所を通るとき、「前は
どんな建物だったか思い出せない」
といった経験はありませんか？ 人間
はぼんやりと周囲を眺めているだけ
では、町の景色は記憶されていないようですね。
　おススメは、観察しながらのまち散歩です。感覚が少し敏感にな
りますから、見慣れた風景でも見え方が違うものになってくるよう
です。
　周辺は町工場が集まる準工業地域。この前、細い路地側にぶ厚い
アクリルのパネルに企業名が記された看板が新しく設置されている
のに気付きました。検索すると水族館の水槽や飛行機や新幹線の内
装などに使われるプラスチックを加工している企業だということが
わかりました。水槽のアクリル板の加工で国内シェア 60％を誇る
のがこの企業。エプソン品川アクアスタジアムや旭山動物園のアザ
ラシ館にある水槽のアクリル板が同社製だと知りました。
　また、かつての町の入口や四辻で、小さなお堂に入っている石の
地蔵さんに出会ったりします。しゃがんだ目線で覗くと、どこかほ
のぼのとしたお顔のお地蔵さんに新しいよだれかけがつけられ花が
                                          供えられていて、近所の人たちとの結びつ
                                          きが今も生き続けていることに気付かされ
                                          ます。小さな発見ですが、今に残る昔の風
                                          情や高い技術を誇る企業があるなんて、町
                                          が誇らしく思えてくるのです。

大田・品川まちめぐりガイドの会　野崎和久

品川宿から川崎宿までの約13キロの道中を、地図を見ながら
自分のペースで歩いてみませんか。記念スタンプを集めながら
完歩すると抽選で素敵な賞品が当たります。

期　　間：平成28年 3月 26日（土）～4月10日 (日 )
参加方法：手形（スタンプ帳）を入手し、スタンプ捺印所を
                    めぐる。
手形配布：大田観光協会・しながわ観光協会他、大田区内・
                    品川区内区施設　
②江戸の旅人を体感！  旧東海道   品川宿～川崎宿ウォーク
東海道五十三次の一つ目の宿場町を出発し、道先案内人と一緒
に昔の旅人気分を味わいながら2つ目の宿場町を目指すチャレ
ンジ企画！！江戸時代の衣装にちなんだ服装での参加も大歓迎♪
日　　程   ：平成28年3月27日（日）9時45分集合、
                      　 10時スタート、16時終了予定
コ  ー  ス     ：八ツ山橋（最寄：京急線北品川駅）～東海道かわさ
                     き宿交流館（最寄：京急＆JR線川崎駅）約13キロ
参   加  費   ：500円
定　     員   ：53名（抽選）
参加資格  ：小学生以上健脚な方
                    （小学生は保護者の方
                   も申込ください）
申    　込   ：  参加者全員の氏名、 
                      年齢、性別、住所、連絡先を明記のうえ、大田観光協会
                     「旧東海道ウォーク係」まで申込ください。
                         締切は3月18日必着。
【往復はがき】  〒144-0035　大田区南蒲田1-20-20 
                       大田区産業プラザ2階
                       大田観光協会　「旧東海道ウオーク」係
【F A X】            03-3734-0203
【MAIL】            info@o-2.jp
お問い合わせ：大田観光協会　電話　03-3734-0202

旧東海道ウォーク　
主催：品川・大田地域観光まちづくり推進協議会

①旧東海道スタンプラリー

   
   
   
   
   
   
   
  呑

川・
桜ウオーク

　　　　　京急蒲田駅－夫婦橋
　　　　親水公園－弾正橋－JR
　　　 鉄橋－堤方橋－池上
　　   橋―池上本門寺
 

10:00～12:30
           　 9:50
     京急蒲田駅　１階

時　間

集　合

30 名定　員
先着順  5km

吞川の会 
問　合

   　 　川沿いの花、　
　生き物（魚・水鳥
など）を見る

4/3 ( 日 )

無　料

Mail    hd3k-kkc@asahi-net.or.jp 
ＦＡⅩ　０３－３７３９－３７３８

申　込

主　催

０９０－４７０２－８４８３
 ( 菱沼 )

池上本門寺春まつり 境内めぐり
4/3 ( 日 ) 11:00～14:00

30 分～ 1時間程度の境内案内時　間

申　込 仁王門前の青いテントにて受付
ガイド担当　 池上本門寺公式ガイド
※個人・グループごとにガイドいたします。
※五重塔のご開帳もご覧になれます。
                     ※雨天中止

無　料

問　合

主　催 池上市民大学

大田観光協会
03-3734-0202

多摩川河口の自然にふれよう !
～大師橋付近の干潟での自然観察と保全活動～

           　 9:50  大田区立本羽田公園（大田区本羽田３－２９）
　　　　  展望デッキの隣り「羽田水辺の楽校」前　
               京急大鳥居駅から徒歩10分   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、虫メガネなどの観察用具

集　合

問　合

主　催

無　料

羽田水辺の楽校（事務局：多摩川とびはぜ倶楽部）

090-2666-7924（片岡）

4/10・24

5/  8・22

( 日 ) ( 日 )

( 日 ) ( 日 )

事前にボランテイア保険にご自身でご加入のうえ、
ご参加ください。

ツアー番号  17-18


