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各ウオークツアーは
下記団体が主催しています。

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



6/25 ( 土 )

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

6/11 ( 土 )

『羽田まちめぐり・橋めぐりツアー』

大鳥居駅―自性院―羽田神社―大谷政吉商店―赤レンガの堤
防―羽田の渡し跡―七曲りー五十間鼻―弁天橋―天空橋―稲
荷橋―穴守橋―穴守稲荷神社―穴守稲荷駅

時　間
集　合

 9:45～12:30

京急大鳥居駅西口改札
20 名定　員

申　込 予約先着順  4km
参加費    保険料含む500 円

羽田七曲りを歩き、海老取川にかかる四つの橋を巡ります。

7/9 ( 土 )

ツアー番号　18-2ツアー番号　18-1
6/11 7/9

問　合

申　込

『寿福院の熱心な信仰と層塔』
前田家 3代藩主 利常の生母である寿福院が建立した11重層の
逆修供養層塔の他、浩妙院（利常息女）追福の層塔、石灯籠
をご案内いたします。

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　18-3

※＜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）

予約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

6/26
( 日 ) 7/23

( 土 ) 8/21
( 日 )

『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「羽田日本橋」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

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

ツアー番号　18-6

申　込 無　料定　員

7/8 ( 金 )

『潮の香りする海辺の町を歩く』

大森町駅－厳正寺－貴舩神社－貴舩掘緑地－見晴橋－呑川水
門－大森ふるさとの浜辺公園－大森海苔のふるさと館（見学）
－京急平和島駅

時　間

集　合

９：５０～12:30

京急大森町駅前

20名 予約先着順

ツアー番号　18-8

申　込定　員

『馬込文士村の女流文学者を訪ねて！』
大森駅－文士村レリーフ－山王会館－片山廣子－村岡花子－
佐多稲子－宇野千代・尾﨑士郎－熊谷恒子記念館（外観のみ）
－大田区立郷土博物館（真坂学芸員による「女流文学者たち」
の解説あり、現地解散）
時　間

集　合

 12:45～16:00

JR 京浜東北線大森駅西口　馬込文士村案内版前

30 名定　員

ツアー番号  18-7

予約先着順

 4.3km

参加費 保険料含む500 円

6/26
( 日 )申　込

～学芸員による解説もお楽しみに～

～ハマボウやコアジサシ探して～

参加費    保険料含む500 円

 3.5km

ツアー番号　18-5ツアー番号　18-4
6/26 7/23 8/21

坂道多し



◇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

　

8/20
( 土 )

問　合

申　込

『五重塔・狩野家墓所』
江戸幕府二代将軍秀忠の乳母「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塔および、五重
の塔の西側にある奥絵師 木挽町 狩野家　養朴常信、如川周
信、晴川院養信の墓所にご案内いたします。
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   18-12ツアー番号  18-11

『丸子川と等々力渓谷』
多摩川駅―多摩川遊歩道―丸子川―お鷹の
圦―狐塚―湧水ポイント―満願寺別院（等々力不動）―等々力
渓谷―東急等々力駅

時　間

集　合

 10:00～12:30

東急田園調布駅前広場

25 名定　員

ツアー番号  18-13

申　込 予約先着順  5km

参加費    資料代、保険料含む

8/28
( 日 )

500 円

『田園調布と丸子川』
田園調布駅―銀杏並木―宝来公園―秋葉の黒松（都指定天然
記念物）―急坂―丸子川―多摩川台公園―古墳記念館―せせ
らぎ公園―多摩川駅　＊坂道、階段あり。

時　間

集　合

 10:00～12:00

東急田園調布駅前広場

25 名定　員

申　込 予約先着順  3.5km

参加費    資料代、保険料含む

7/17
( 日 )

500 円

7/9 ( 土 )

問　合

申　込

『万両塚・弥生住居跡』

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。その他に加藤清正娘の瑶林院が寄進し
た妙見堂にもご案内いたします。

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　18-9

『多摩川河口の自然にふれよう！』
～子どもたちが裸足で遊べる干潟づくり～
大師橋干潟での自然観察と保全活動
多摩川河口にある干潟での自然観察や保全活動を通して、
その素晴らしい魅力を多くの人たちに知ってもらうための取
り組みです。

問　合

時　間

無　料

集　合

６月５日（日）・１９日（日）　
７月３日（日）・１７日（日）
８月７日（日）・２１日（日）
各回 9:50～12:00
区立本羽田公園（大田区本羽田３－２９）
「羽田水辺の楽校」前   9 時 50 分

（事前にご自身でボランテイア保険にご加入のうえ、
ご参加ください。）
服装・持ち物：汚れていい長袖シャツ、長ズボン、
帽子、ゴム長靴（サンダル不可）軍手、タオル、
水筒、観察用虫メガネ

090-2666-7924   電話・FAX：03-3768-1763
kazu1020@siren.ocn.ne.jp

ツアー番号   18-10

ツアー番号  18-14

『馬込文士村、夏のミュージアム巡り』
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）－馬込桜並木－
龍子記念館・龍子公園（学芸員解説による鑑賞・見学、解散）

時　間

集　合

 12:45～16:00

都営地下鉄浅草線　西馬込駅東口

30 名定　員

予約先着順

 2.2km

入館料、保険料含む500 円

申　込 7/23
( 土 )

参加費

坂道多し



まち歩き＆イベント おすすめ情報 

日  に  ち：8 月 20 日（土）※雨天の場合 21 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 A2出口地上
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：7 月 29 日（金）
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

第 12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
然と人とのつながりを感じてみませんか。

期    間：6 月 26 日 ( 日 ) ～ 7月 17 日 ( 日 )　　
                （17 日 ( 日 ) は 18 時まで、他は終日）
場    所：池上本門寺　仁王門付近 （大田区池上 1－1－1）
入場料：無料
主　 催：『500 個の風鈴の音を聴く』実行委員会 、
                 イキイキ推進委員会
協    力：池上本門寺

＜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。
※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。

瓢々祭
大正から昭和にかけて尾﨑士郎を中心に文士や芸術家たちが
住んでいたことで後に馬込・山王の一体は、馬込文士村と呼
ばれるようになりました。
本企画は、馬込文士村を多くの方に知っていただきたいとい
う主旨のもとNPO法人馬込文士村継承会が主催いたします。

◆馬込文士村時代の名曲を歌う　コンサート
6月 11 日（土）13:00 ～ 14:30（開場 12:30）
出　演：池田昭子とキッチンウィッチズ　稲門会有志
会　場：マミフラワーデザインスクール　
　　　　（大田区山王 2-11-6） ※JR 大森駅西口より徒歩 2分　
参加費：無料
申　込：不要　直接会場へ

◆若葉の馬込文士村を歩く　まちあるき　
6 月 11 日（土）10:00 ～ 12:00　
集　合：JR 大森駅西口階段下　10:00
参加費：100 円（保険代）
定　員：20 名（先着順）
締切日：6月 8日（水）
申　込：往復はがきで下記までお申込下さい

〒143-0025 大田区南馬込 3-16-15 　
NPO法人馬込文士村継承会事務局　矢野宛
お問い合わせ　03-3771-4846

ひょうひょうさい

※本門寺外国語ガイドツアー　※外国人対象、無料、約 60 分
         6/26（日）、7/3（日）10（日）17（日）10:00-15:00 予約不要
         7/10（日） 10:00~, 14:00~ 全２回予約制
        お問い合わせ　大田観光協会　03-3734-0202
                                      ota.fl.guide@gmail.com

英      語
中国語


