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あじさいと初夏を訪ねる

6月17日（土）集合時間／9:40
散策時間：9:50 ～ 12:30
集　　合　東急多摩川駅改札前
多摩川駅―多摩川浅間神社―多
摩川台公園（あじさい園―調布浄
水場跡・水生植物園）―亀甲山
古墳―カトリック田園調布教会
―田園調布三丁目―田園調布駅
定　員　30名
締切日　6月 9日（金）16:00
ガイド担当  大田・品川まちめぐりガイドの会

6 月 25日（日）集合時間／ 9:40
散策時間：9:50 ～ 12:30
集　　合　東急田園調布駅改札前
田園調布駅－田園調布（街並み）－
宝莱山古墳－多摩川台古墳群－古
墳展示室－亀甲山古墳―多摩川浅
間神社－多摩川駅
定　員　20名
締切日　6月 16日（金）16:00
ガイド担当　六郷用水の会

Aコース

Bコース

主　催　大田観光協会 /協　力　東京急行電鉄株式会社　
参加費　1,000 円（ガイド料、保険代、おみやげ付） 
　　　　※雨天決行
申　込　
　

◆WEB　◆FAX  　◆往復はがき
〒144-0035　大田区南蒲田 1－20－20　PiO 2 階　
大田観光協会　まち歩き係
応募者多数の場合は抽選
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

多摩川から田園調布

大田観光協会 FAX : 03-3734-0203　大田区まち歩きネットワーク 検索

今回の特集は東急電鉄の沿線にスポットあてて

多摩川駅から田園調布エリアにあるお散歩コースを

ご案内いたします。

お花を見たりしながら、映画「シン・ゴジラ」の撮影にも使われ、御朱印

帳めぐりでも人気の高い多摩川浅間神社などもめぐります。このエリアで

有名な美味しいおやつ付です。

                  コースは２つあり、自然やお花を主とした Aコースと

                  歴史好きにはたまらない古墳・歴史をめぐる Bコース

                  があります。【ツアー参加者限定】田園調布駅舎の普
　　　　　　　　　段見られない 2階内部をご案内いたします♪

多摩川浅間神社

田園調布駅舎



6/25
( 日 )

7/29
( 土 ) 8/20

( 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　22-8

申　込 無　料定　員

池上駅̶総門̶比経難持坂 ̶仁王門̶大堂̶貴船坂̶川端龍
子記念館 [ 入館料は各自払（￥200）]̶龍子公園（解散）

ツアー番号  22-3

6/11 ( 日 )

ツアー番号　22-7ツアー番号　22-6
6/25 7/29 8/20

時　間

集　合

 9:45～12:30

京急空港線大鳥居駅西口

２０名定　員

申　込 予約先着順  4km

参加費    資料代、保険料含。雨天決行、荒天中止

6/10
( 土 )

500 円

ツアー番号   22-2

7/22 ( 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

 10:00～12:00

区役所正面口前（JR蒲田駅東口）

20 名定　員
申　込 予約先着順  3km
参加費 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～

ツアー番号　22-9

7/22 ( 土 )

問　合

申　込

池上本門寺めぐり『万両塚と妙見堂』
～徳川家康の孫「芳心院」墓所・弥生時代住居跡・古墳時代
の遺構がある遺跡霊園と妙見菩薩の祀られている妙見堂を訪ね
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

定　員 先着 20名

池上本門寺朗子会館　☎03-5700-3151

ツアー番号　22-10

佃煮製造工場をちょこっと見学

『モダンな街蒲田歴史探訪』

大田区役所正面口－蒲田東口商店街－あやめ橋－あすと商店
街－夫婦橋－北野神社－蒲田八幡神社－さかさ川通り－松竹
キネマ撮影所跡（アプリコ）

～歴史の中に輝く蒲田東口の街を探りましょう～

           資料代、保険料含。 小雨決行

6/10 7/8

7/8
( 土 )

ツアー番号   22-1
『龍を探るまちなか散歩』
～本門寺大堂の天井の龍を見た後、川端龍子記念館と龍子公
園を訪ね、記念館の学芸員から龍子の足跡に耳を傾けます～

時　間

集　合

 12:50～15:30

東急池上線池上駅

２０名定　員

申　込 予約先着順  3km

参加費    資料代、保険料含。雨天決行、荒天中止500 円

6/17
( 土 )

問　合

申　込

池上本門寺めぐり『アジサイを愛でながら境内めぐり』
～境内に美しく咲き誇るアジサイ群を見ながら、日蓮聖人御荼毘
所跡に建立された多宝塔、江戸時代の幕府医官（歯科医）金保
元泰 (かねやすもとやす ) 墓を訪ねます～

時　間 10:45～12:00

不要

無　料

集　合 10:45　池上本門寺朗子会館

定　員 先着 20 名

池上本門寺朗子会館　☎03-5700-3151

ツアー番号　22-4

 1km

『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（展示見学）－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（学芸員による解説あり、
現地解散）　　　　　　　　　　　　　
時　間
集　合

 12:45～16:00

ＪＲ京浜東北線大森駅西口　馬込文士村案内板前

30 名    坂道あり定　員
申　込 予約先着順  4.3km
参加費 500 円

～学芸員による解説もお楽しみに～

ツアー番号　22-5

6/18 ( 日 )

   保険料含。
雨天決行、荒天中止

 1km



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

　

8/19 ( 土 )

ツアー番号   22-12
『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（学芸員解説による展示見
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、現地解散）
　　　　　　　　　　　　　時　間
集　合

 12:45～16:00

都営浅草線西馬込駅東口

30名    坂道あり定　員
申　込 予約先着順  2.2km
参加費 500 円

～学芸員による解説もお楽しみに～

ツアー番号　22-11

7/23( 日 )

   保険料、入館料含。
雨天決行、荒天中止

池上本門寺めぐり『歴代住職と紀州家の墓所』
～第四世日山聖人以降の歴代住職墓所
と篤信者として著名なお万の方（家康側
室）をはじめ紀州徳川家奥方の墓塔が
並ぶ紀州徳川家墓所等を巡ります～

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

定　員 先着 20名

池上本門寺朗子会館　☎03-5700-3151

8/27 ( 日 )
時　間
集　合

 10:00～12:00

大田区民プラザ前
（東急多摩川線下丸子駅前）

20名定　員
申　込 予約先着順  3.5km
参加費 500 円

ツアー番号   22-14

『六郷用水北堀をたどり池上へ』

下丸子駅前－南北引分－千鳥町遊歩道－池上警察裏－池上図
書館横－八寸－池上小学校

～六郷用水の痕跡が色濃く残る北堀を探索し池上祭へ～

           資料代、保険料含。 雨天中止

『多摩川河口自然観察で楽しく学ぼう！』
～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１１日（日）・２５日（日）　
７月　９日（日）・２３日（日）
８月　６日（日）・２０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、をご用意ください。

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

ツアー番号  22-13

申　込 不要

 1km



6 月
  2 日（金）－4日（日）2017 おおた博覧会 in 羽田空港
　　　　　　　　＜羽田空港国内線第２旅客ターミナル＞
  3 日（土）100 万人のキャンドルナイト   ＜池上本門寺＞
11 日（日）養源寺紫陽花まつり　　　   ＜池上・養源寺＞
18 日（日）池上本門寺　朝市　　　　　   ＜池上本門寺＞
 
 ７月
  2 日（日）多摩川七福神　七夕縁日　   ＜新田神社　他＞
  2 日（日）－22 日（土）500 個の風鈴の音を聴く         
                                                                           ＜池上本門寺他＞
14 日（金）水止舞　　　　　　　　   ＜大森東・厳正寺＞
16 日（日）灯ろう流し　　　　　　   ＜洗足池・妙福寺＞
22 日（土）全国鵜の木まつり　       ＜鵜の木商店連合会＞
29 日（土）・30 日（日）羽田神社夏季例大祭＜羽田神社＞
 
8 月
  4 日（金）5日（土）糀谷阿波おどり大会
                          　　　       ＜糀谷商店街・萩中通り商店会＞
  6 日（日）大蒲田祭　　　　　   ＜蒲田東口商店街　他＞
　　　　　 多摩川七福神　宵の縁日　   ＜新田神社　他＞
15 日（火）大田区平和都市宣言記念事業　「花火の祭典」　　
                                     ＜多摩川河川敷・西六郷 4丁目地先＞
25 日（金）－27 日（日）　献灯祭　　　 ＜穴守稲荷神社＞
27 日（日）池上祭　　　　　　　　　　  ＜池上会館他＞

まち歩き＆イベント おすすめ情報 

池上七福神のお寺でもあり、池上の花のお寺と慕われてい
る養源寺において約 160 株の紫陽花を愛でるイベントを開
催。また昨年から妙見堂の階段上から養源寺につながる階
段の道を『あじさいロード』と名付け、新たなお散歩コー
スを設置しました。
皆さまのご来場をお待ちしております。
※模擬店あり※雨天決行　

　　日　時　6月 11 日（日）10:00 ～ 15:00
　　場　所　養源寺　大田区池上 1－31－1
　　問合せ     03－3751－0251

池上 養源寺　『第 2回　紫陽花まつり』

第 13回『500個の風鈴の音を聴く』

多摩川七福神『縁日』

◆七夕縁日 

◆宵の縁日

日蓮聖人御入滅の霊場である池上本門寺。
期間中境内ではおよそ 500 個の南部鉄器の風鈴による心安
らぐ優しい音色が鳴り響きます。お寺の持つ癒やしと、暑
さを和らげ心安らぐ不思議な音色を体感してみませんか。

期　　間：7 月  2 日（日）－7 月 22 日（土）
　　　　　（22 日 ( 土 ) は 18 時まで、他は終日）
場　　所：池上本門寺　仁王門前　他
               （東京都大田区池上 1-1-1）
最寄り駅：東急池上線「池上駅」又は都営浅草線「西馬込駅」
主　　催：『500 個の風鈴の音を聴く』実行委員会、 
              池上本門寺
入 場 料：無料　
※どなたでも自由にお楽しみいただけます。

平成２６年に多摩川七福神が誕生し、そ
れをきっかけに始まった縁日。今では毎
回千人以上の人が来場。商店街からは模
擬店多数出店、産直野菜の販売も人気。また区内区外の作
家さんによる手作り商品が並ぶ「ものづくり市」も同時開
催。その他、実施する月によって季節に応じたプログラム
もありますので、どうぞお気軽に足をお運びくださいませ。
場　所：新田神社とその周辺
　　　　（東急多摩川線 武蔵新田駅 徒歩 3分）
主　催：多摩川七福神実行委員会　協力：武蔵新田商店会 
問合せ：森の園茶舗　03‐3759－0717

 7 月 2日（日）10:00 ～ 15:00 
通常のプログラムの他、短冊に願い事を書いて新田神社の
裏山から切り出した笹に飾る七夕企画や、恒例の大道芸が
にぎやかに行われます。

8 月 6日（日）15:00 ～ 20:00　
夏は特別に夕方から夜の涼しい時間に開催。通常のプログ
ラムの他、ヨーヨーなどのキッズコーナーもあります。ま
                           た、浴衣を着てご来場くださった方、
                           先着 100 名に扇子をプレゼント！
                             プロの太鼓演奏家で地元在住の古立
                             ケンジとその仲間たちによる和太鼓
                           ライブは、18:30 ～ 19:30  新田神
                             社境内にて。
                             （ 雨天時のライブは中止）


