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★養源寺桜まつり　
4 月 1 日（土）、2日（日）10:00-20:00　※ライトアップ
模擬店、お茶席、2日の午後には、お琴や八丈太鼓のパ
フォーマンスが行われます。
会場：養源寺　池上 1-31-1（本門寺下の呑川沿い）

★二十一世紀桜まつり
　4月 2日（日）9:45-15:00
ステージ、模擬店、フリーマーケット他
会場：大田区民プラザ　東急多摩川線下車 30 秒
※桜のある多摩川土手までは、無料の臨時シャトルバス
が出ます。

★馬込文士村大桜まつり
　4月 2日（日）12:00-16:30
会場：馬込桜並木通り、馬込桜並木公園　
都営地下鉄浅草線　西馬込駅　徒歩 10 分

★池上本門寺　春まつり　
4 月 1 日（土）10:00-17:00　2 日（日）10:00-16:00
五重塔のご開帳、池上太鼓、屋台、パレードなど
境内無料ガイド　10:00－15:00（予定）
会場：池上本門寺　池上 1-1-1

区内の主な桜イベント
ツアー番号　21-２ツアー番号　21- １

3/30 4/6

『羽田まちめぐりin  さくらウオーク』

京急大鳥居駅―萩中公園―自性院―羽田神社―三角公園―大
谷政吉商店―羽田の渡し跡―七曲り―五十間鼻―海老取川沿
いの桜散策―弁天橋―天空橋―稲荷橋―穴守橋―あさひ海老
取川公園―穴守稲荷神社―京急穴守稲荷駅
　　

時　間

集　合

 9:45～12:30

京急大鳥居駅西口

20 名定　員

申　込 予約先着順  5km

参加費

3/30 ( 木 )

500 円

～春らんまん、昭和の香りを残す羽田のまちは
　　　　　　　さくらと、しおかぜ、めいぶつ　あり～

      資料代、保険料含、雨天決行、荒天中止

4/6 ( 木 )

いよいよ春が到来！まち歩きが気持ちよい季節となりました。

私たちガイドと歩くことで、いつも見ていた場所が違って見

えるようになった・・・とか

自分の住んでる町が好きになったなど、うれしいコメントを

いただいています。

本誌に掲載している団体へのガイド依頼やご相談の窓口は

大田観光協会でお受けしていますのでお気軽にお問い合わせ

くださいませ。



3/25
( 土 )

4/23
( 日 )

5/27
( 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　21-7

申　込 無　料定　員

ツアー番号　21-6ツアー番号　21-5
3/25 4/23 5/27

池上本門寺めぐり『理境院から五重塔へ』
～西郷隆盛と勝海舟の江戸城開城の交渉の解説と
　　　　　　　　　　　　　小説家・随筆家幸田露伴の話～

ツアー番号  21-3

3/25
( 土 )

5/13 ( 土 )

時　間
集　合

 10:00～12:00

JR 大森駅中央口改札前
20 名　坂道あり定　員

申　込 予約先着順  4.2km
参加費 500 円

ツアー番号　21-11

問　合

申　込時　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 20名

池上本門寺朗子会館　☎03-5700-3151

『カタルパ咲く山王草堂～旧池尻川をたどる』

JR 大森駅中央口―山王の小径―ドイツ学園跡―山王草堂―厳
島神社―山王花清水公園―旧池尻川跡
―春日神社―六郷用水北堀跡―大森駅

～山王を流れていた池尻川の痕跡を辿ってみましょう～

           資料代、
保険料含む 雨天中止

4/2 ( 日 )
時　間
集　合

 10:00～12:00

東急多摩川線下丸子駅前
20 名定　員

申　込 予約先着順  5km
参加費 500 円

ツアー番号　21-8

『桜を愛でる六郷用水跡』

下丸子駅前―南北引き分け―増明院―嶺の切り通し―高砂橋―
密蔵院枝垂れ桜―復元水路―多摩川台公園

           資料代、
保険料含む 雨天中止

池上本門寺めぐり『大堂から五重塔へ』
～本門寺の春の行事「千部会（せんぶえ）」の情報と
                            明治時代の大蔵官僚　目賀田種太郎氏の話～

ツアー番号  21-10

4/15
( 土 )問　合

申　込時　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 20名

池上本門寺朗子会館　☎03-5700-3151

『桜の馬込文士村とミュージアム』
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（ 展示自由見学、現地解散）　　　　　　　　　　　　　

時　間
集　合

 12:45～16:00

JR大森駅西口（馬込文士村案内板前）

30名    坂道あり　定　員
申　込 予約先着順  4.5km
参加費 500 円

～「馬込文士村」の桜並木 ( 約９０本 )を散策～

ツアー番号　21-4

3/26
( 日 )

   保険料、入館料含む
雨天決行、荒天中止

時　間

集　合

 10:00～12:30

池上本門寺総門

3０名定　員

申　込 予約先着順  2km

参加費    資料代、保険料含、雨天決行、荒天中止

4/8 ( 土 )

500 円

ツアー番号   21-9

『桜花爛漫本門寺ツアー』
池上本門寺総門－此経難持坂－大堂－加藤清正供養塔－鐘楼－
正応院逆修供養塔－五重塔－妙見堂－万両塚－肥後細川家墓所
－清正長女あま姫墓所－紀州徳川家墓所－多宝塔－大坊本行寺

～ “加藤清正の夢いずこ！” ～

大堂「千部会法要と立教開宗」―五重塔―
目賀田家墓所

理境院「西郷隆盛・明治維新の息吹」―
五重塔「花まつり情報」―幸田露伴墓所

3/25 4/23                                5/27



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。

※＜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

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

◇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

　

『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とおして、
その素晴らしい魅力を多くの人たちに体感して頂くための取
り組みです。みなさまのお越しをお待ちしています。

問　合

時　間

無　料

集　合

４月　９日（日） ・３０日（日）　
５月１４日（日）・２８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。）
汚れてもいい長袖シャツ、長ズボン、帽子、ゴム
長靴（サンダル不可）、軍手、タオル、水筒

多摩川とびはぜ倶楽部
090-2666-7924   電話・FAX：03-3768-1763
kazu1020@siren.ocn.ne.jp

6/4 ( 日 )
時　間
集　合

 10:00～12:00

東急田園調布駅前
20 名　坂道、階段あり定　員

申　込 予約先着順  4.2km
参加費 500 円

ツアー番号　21-14

『田園調布を下ったら丸子川（水質検査見学）』

東急田園調布駅―宝来公園―秋葉の黒松（東京都指定重要文
化財 )―急坂―丸子川 ( 水質検査見学 )―お鷹の圦―多摩川遊
歩道―東急多摩川駅

～全国一斉水質検査の日です。当会も参加しています～

           資料代、
保険料含む 雨天中止

池上本門寺めぐり『加藤清正供養塔』
～池上本門寺にて改易を告げられた
                  加藤清正の嫡男忠広の話と作曲家中村八大氏の話～  

ツアー番号  21-13

5/20
( 土 )

問　合

申　込時　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 20名

池上本門寺朗子会館　☎03-5700-3151

『カタルパの花咲く徳富蘇峰邸から馬込文士村へ』

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
（自由見学解散）
時　間
集　合

 12:45～16:00

ＪＲ大森駅北口改札前

30名    坂道あり定　員
申　込 予約先着順  4km
参加費 500 円

～蘇峰の足跡を辿りながら風薫る馬込文士村を散策～

ツアー番号　21-12

5/14
( 日 )   保険料、入園料含む

雨天決行、荒天中止

4 月 3 日より
受付開始

  不要申　込

ツアー番号　21-15

大堂―清正層塔―中村八大墓所



のまちに出掛けよう春
～3.11を忘れない～
雪灯り回廊 in 池上本門寺
3月18日（土）池上本門寺　総門～石段

山形県長
井市から

雪がやっ
てくる

雪灯り回廊は、東日本大震災犠牲者の方の

鎮魂と復興支援の願いが込められています。

大田区と防災協定を結んでいる山形県長井

市から雪が届けられ「雪とうろうづくり」を

おこないます。その後、96 段の本門寺の石段
に灯りを灯します。

15:00 ～ 17:30　雪とうろうづくり

　　　　　    雪が無くなり次第終了

17:30 ～ 20:00　雪とうろう点灯

                   

                  17:00 ～ 20:00 は復興支援夕市　

　　　　　　　　　として、物販の販売もあります。

※予約不要、参加無料

※雨天・荒天中止

※小さなお子さまは、保護者の方が

　必ず付き添い下さい。

主催：池上地区商店会連合会

      長井市除雪業務連絡協議会

TOKYO CANOE FESTIVAL
                         in OTA 2017

1年に一度、開催をしているカヌーフェスティバル。
1日 500 円で何度でもカヌー等に乗れる体験会が大
人気！！海が近くにある大田区ならではのこの企画
は、子ども（小学 4年生以上）から大人の方まで幅
広い方にご参加いただいています。パドルの使い方
などのレクチャーもあるので、初めての方でもご心
配なく。
【日程】　4月 15日（土）16日（日）
【会場】　大森ふるさとの浜辺公園　
　　　　（大田区ふるさとの浜辺公園 1番 1号）
【交通】   京急本線平和島駅徒歩 15分
　　　   東京モノレール流通センター駅徒歩 15分

【体験会】　
申　込：当日会場へ
時　間：10:00－12:00　13:00－16:00  ※( 交代制）
参加費：500 円（一日）
対　象：小学 4年生以上
問　合：大田観光協会　電話 03-3734-0202

町工場を改修したモノづくりのまちづくりの拠点
『くりらぼ多摩川』において、町工場の職人でもあり、
音楽やアート活動なども行う（有）いわき精機製作所
の小宮祐樹さんを講師に「スピリットキャッチャー」
という楽器を作ります。竹１本から楽器をつくりあげ
る楽しさを体感してみませんか。

《申し込み方法》
①～⑤をご記入の上、メールもしくは
ＦＡＸにて大田観光協会までお申込みください。
①実施日、タイトル名
②参加者全員のお名前
③ご年齢
④郵便番号、ご住所
⑤電話番号
◆大田観光協会  MAIL: info@o-2.jp  
                                FAX : 03-3734-0203
主催：大田観光協会、くりらぼ多摩川
企画・運営　横浜国立大学

伝統楽器『スピリットキャッチャー』をつくろう！
大田区の町工場の職人さんと一緒に、モノづくりにチャレンジ

くりらぼワークショップ　

日　時 :３月２５日 (土 )１３時～１５時 (予定 )
参加費 :１，０００円 (材料費込み )
対　象 :小学校５年生以上～大人
定　員 :５名 (応募者多数の場合抽選 )
締切日 :３月１７日 (金 )必着
会　場 :くりらぼ多摩川 工場棟


