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「写された大田区」より、「丸子の渡し」昭和 36 年

　かつて多摩川は暴れ川と呼ばれ、洪水のたびに流路

を変えていました。慶長５年 (1600) に徳川家康が六郷

大橋を掛けさせますが、その後９０年ほどの間に、何

度も洪水で壊されたため、貞亨 5年 (1688) 以降は橋を

掛けずに渡しで川崎側と行き来することになります。

大田区と川崎の間には下流から羽田の渡し、大師の渡

し、六郷の渡し、小向の渡し、矢口の渡し、平間の渡

し、そして丸子の渡しがありました。昭和 10年には丸

子橋が完成しますが、その後も多くの人は渡しを利用

していました。

10月 30日（日） 10時～15時
　丸子の渡し復活イベントが開催されます。

乗船料は乗り放題で中学生以上 500 円、小学生 300 円

未就学児は無料です。

川面をそよぐ風を受けながら、ぜひ渡し船体験をお

楽しみ下さい。そのほか様々な出店も有ります。

「調布玉川絵圖」部分　著者：相澤伴主、長谷川 雪堤

大田区側の渡船場は、丸子橋上流の「多摩川丸子橋
緑地」、最寄り駅東急多摩川線沼部駅から徒歩３分。
川崎側は丸子橋脇に設置されます。
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9/17( 土 )

問　合

申　込

『お会式・万灯練り供養』他
10月12日に行われる日蓮聖人のお逮夜である「お会式」に関
したエピソードの他、大坊本行寺の「お寄り掛かりの柱」「お会
式桜」「ひきずり豆腐」の故事をお話いたします。
また、今回は、狩野家墓所 浜町 融川寛信と弟子である融女寛
好謝恩碑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　19-2

9/24
( 土 ) 10/23

( 日 ) 11/26
( 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「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　19-5

申　込 無　料定　員

『馬込文士村から特別公開の池上本門寺「 松濤園」へ』

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（園内は個人散策）－本門寺にて
現地解散
時　間

集　合

 9:45～12:30

都営地下鉄浅草線 西馬込駅東口（階段上）

20 名定　員

ツアー番号  19-1

予約先着順

 2.8km

参加費 保険料含む500 円

9/11
( 日 )申　込

～松濤園は小堀遠州作の池泉回遊式庭園～

ツアー番号　19-4ツアー番号　19-3
9/24 10/23 11/26

坂道多し

『旧蒲田区と旧大森区の区境をさぐる』

京急蒲田駅－夫婦橋－夫婦橋親水公園－北野神社－旧呑川緑
地－陣川跡－梅屋敷駅－旧六郷用水跡－鶴渡公園－京急梅屋
敷駅または東邦大学前バス停
時　間

集　合

 10:00～12:00

京急蒲田駅ビル１階第一京浜側

25 名定　員

申　込 予約先着順  3.5km

参加費    資料代、保険料含む

10/2 ( 日 )

500 円

ツアー番号   19-6

～ 70年前の区境の一部を散策してみましょう～

10/8 ( 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－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～

11/12 ( 土 )

ツアー番号　19-8ツアー番号　19-7
10/8 11/12

『六郷水門と六郷神社』

雑色駅－水門通り商店街－七辻－旧六郷用水跡－六郷水門－
六郷神社－宮本台緑地－北野神社－
京急六郷土手駅
時　間

集　合

 10:00～12:00

京急雑色駅前

25 名定　員

申　込 予約先着順  4.0km

参加費

10/22 ( 土 )

500 円

ツアー番号   19-9

～レンガ張りの美しい水門、そして東海道の要所六郷神社～

10/29 ( 土 )

問　合

申　込

『宝塔・奥絵師　狩野探幽墓』
日蓮聖人の御荼毘所跡に建つ宝塔は江戸時代の芝口講中の篤き
信仰心で建てられました。荘厳な重要文化財のご案内をいたしま
す。奥絵師、狩野探幽他、狩野四家の墓所は平成２５年東京都
指定史跡に指定されました。
狩野探幽墓へご案内いたします。

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　19-10

   資料代、保険料含む



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

※＜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

◇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

　

『記憶に留めよう、呑川水門＆貴船水門』
大森町駅－大森山谷公園－厳正寺－貴舩神社－貴船堀跡－呑
川水門－貴船水門－ふるさとの浜辺公園－大森海苔のふるさと
館－（希望者は平和島駅までご案内）

時　間

集　合

 10:00～12:00

京急大森町駅前

25 名定　員

申　込 予約先着順  4.0km

参加費    資料代、保険料含む

11/26
( 土 )

500 円

ツアー番号   19-15

10/23 ( 日 ) 11/27 ( 日 )

『大田区制 70周年事業「川瀬巴水企画展」と
         巴水のゆかりの地を訪ねて』見学ツアー
今年は川瀬巴水が大田区に居住して９０年、大田区が誕生して
70年になります。これを記念した大田区制 70周年事業「川瀬
巴水展」の開催に合わせ、特別展の見学と馬込文士村の巴水の
ゆかりの地をご案内いたします。

ツアー番号　19-12ツアー番号　19-11
10/23 11/27

11/19
( 土 )

問　合

申　込

『紀州徳川家墓所・プロレスラー力道山・狩野安信墓』
紀州徳川家の法華経への篤き信仰を貫い
た、お万の方初め紀州徳川家の女性たち
の墓所をご案内。又、昭和の人気プロレ
スラー力道山墓へご案内いたします。狩野四家の一つ中橋家
の墓所、安信墓と弟子の英一蝶墓へご案内いたします。

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   19-13

『ドングリを探して池上を歩く』

池上駅－照栄院－養源寺－妙雲寺－長勝寺－東乃院－安立
院－本門寺公園－五重塔－池上本門寺大堂

時　間
集　合

 10:00～12:30

池上線池上駅改札口
20 名    坂道あり定　員

申　込 予約先着順  2.5km
参加費    保険料含む500 円

～秋の池上、寺めぐり、途中ドングリを拾いながら・・・～

ツアー番号　19-14

時　間
集　合

 12:45～16:00

都営地下鉄浅草線 馬込駅　Ａ３出口（階段上）
30 名    坂道あり定　員

申　込 予約先着順  4km
参加費    保険料含む500 円

馬込駅－新馬込橋（川瀬巴水レリーフ）－白秋の小径－北原
白秋・添田さつき－山本周五郎－川瀬巴水旧居跡－尾﨑士
郎・宇野千代－大田区立郷土博物館「川瀬巴水展」（鑑賞・
現地解散）

10/30 ( 日 )

※別途博物館入館料各自支払



まち歩き＆イベント おすすめ情報 

『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

日　時

無　料

集　合

９月４日（日）・１８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  19-16

『池上本門寺お会式参拝ツアー』

おおたオープンファクトリー

日　時

～池上本門寺・お会式の由来や意味をご存知ですか？～
年に1度行われるお会式（おえしき）は、日蓮宗の開祖日蓮
聖人がお亡くなりになった10月13日の前々日より3日間行
われるもので参拝者の数は30万人ともいわれています。
本ツアーは、永寿院のご住職吉田尚英氏による「お会式につ
いて」の特別講義の他、大田区の町工場のご協力により制作
された「光るお会式桜」を手に境内をめぐります。

10月12日（水）17:00～20:30

ツアー番号  19-17

集　合 永寿院（大田区池上 1-19-10）

定　員 ３０名（応募者多数の場合、抽選。9月26日17:00
締切。当選者のみ 9月30日までにご案内）

参加費 2,000 円（お弁当・お会式限定記念品付）
お申し込み１件につき、２名様までお申し込み頂けます。

万灯行列－大堂（唱題行）－本殿－御廟所－多宝塔－大坊
（日蓮聖人御入滅の地）－お会式桜

お申し込みは
３面参照

お坊さんと巡る

来てみて感じて“おおた”の心
おもてなし

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、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。
『大田区まちあるきネットワーク』では、2階
小展示ホールにて、まちあるきのご相談をお
受けするコーナーや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ませ。
ご来場をお待ちしております♪

日　時：10月15日 (土）16日 (日）10:00~17:00
                  ( 最終日は 16:00まで）
会　場：大田区産業プラザ Pi0　大田区南蒲田 1-20-20　
　　　　京浜急行「京急蒲田駅」より徒歩 3分
問    合：大田観光協会　03-3734-0202

旧東海道スタンプラリー　
      品川宿～川崎宿

1 年に一度行なわれる下丸子・武蔵新田駅周辺や工場アパート、工場島などの町工場が一斉にオープンするイベント。
地図を片手に町工場をめぐり、職人技に触れたり、体験などもできます。
11 月 26 日（土）下丸子・武蔵新田エリア～ 12 月 3日（土）工場アパート及び周辺エリア、工場島エリア
お問い合わせ　おおたオープンファクトリー実行委員会事務局（大田観光協会内）TEL03-3734-0202　
詳しくは　http://www.o-2.jp/mono/oof 
 

北品川から川崎までの旧東海道を
めぐるスタンプラリーを開催！
9 月 22日（木・祝）～ 10月 31日（月）
お問い合わせ　
大田観光協会　03-3734-0202

主催：大田観光協会


