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招福万来
大森鳶組合奉納 はしご乗り＆池上七福神イベント

1 月 8日（月・祝）に、「はしご乗り」と「七福神めぐり」
そして今年は更に「池上招福市」が開催されます。予約不要、参加費無料

◆はしご乗り　13:00－14:30　池上本門寺大堂前

養源寺、曹善寺、厳定院、本成院、妙見堂、微妙庵、馬頭観音堂
参加方法：当日 10時より 15時まで東急池上線　池上駅の駅前および
池上本門寺総門前にて池上七福神マップをお配りいたします。
自由散策でお楽しみ下さい。
＊10時～ 13時は、各寺院にてガイドによるスポット説明あり。
＊色紙購入特典 /曹禅寺、養源寺、池上駅前特設テントにて御朱印色紙
（500円）を購入の上、７つ押印された方は、池上本門寺総門（ゴール）
へお持ちください。先着 500 名様に特別福引にてプレゼント差し上げ
ます。雨天決行

◆池上招福市   11:00-16:00 お問い合わせ　大田観光協会　TEL03-3734-0202
主催：一般社団法人 大田観光協会
協力：大田・品川まちめぐりガイドの会　池上地区商店会連合会　池上地区
           まちおこしの会　池上特別出張所　地域ボランティアの皆様　

雨天時は大堂の中で奉納のみ
本門寺の他、9:30 浦守稲荷神社（大森南 3－27－8）、11:00 大森建設組合（中央 2-23-22）でもご覧いただけます。

約 6ｍのはしごの上で、数々の妙技を 1時間以上にわたって披露する
のは日本全国でも数えるほど。練習を重ねた巧みな技の数々をぜひお
楽しみ下さい。
また、ミニはしご体験コーナーや写真撮影コーナーもあり、日本の伝
統文化も体感できるとあって、お子さん、外国の方にもおすすめです。
（英語・中国語の通訳あり）
主催：大森鳶組合　
協力：池上本門寺　大田観光協会　大田区外国語ガイドグループ

1/8
（月・祝）

（※）馬頭観音堂は、2018 年春まで改修工事のため、大黒様は、恵比寿様のある
         養源寺にてお祀りされています。

（※）
◆池上七福神めぐり　10:00-16:00　　約 6㎞　

≪オススメコース≫　半日　約6㎞　10:00-16:00
10:00 池上駅で、地図をもらい、朝から、ゆっくりと七福神を巡る。途中、商店
街にておいしいランチを堪能。13:00 ～ 14:30　はしご乗り見学。その後は、七
福神の続きを巡り、ゴールの池上招福市で休憩＆お買い物はいかがでしょうか。
池上の銭湯は黒湯も出るためリフレッシュも最高です。

池上本門寺総門前（階段下）の広場
において、お茶の無料サービスやお
休み処の他、物産、おみやげ等の販
売や日本文化体験（書初めコーナー）
やミニステージなどがお楽しみいた
だけます。
雨天の場合、一部内容が変更となります。



12/24
( 日 )

1/27
( 土 )

2/25
( 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　24-5

申　込 無　料定　員

ツアー番号　24-4ツアー番号　24-3
1/27

 9:45～12:30

２０名
予約先着順

 4km
   資料代、保険料含。雨天決行、荒天中止

12/9
( 土 )

ツアー番号   24-1

1/8 ( 月、祝 )

『羽田まちめぐり・橋めぐりツアー』

大鳥居駅―羽田神社―赤レンガの堤防―本通り・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―京
急線穴守稲荷駅（解散）

 10:00～12:00
JR大森駅中央改札前
20名
予約先着順

 4.5km

～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　24-6

佃煮製造工場をちょこっと見学

歴史探索『大森から北堀、本門寺コース』

JR 大森駅中央改札前̶北堀跡̶美皿橋跡̶内川跡̶佐伯山
緑地̶六郷用水と呑川との交差、合流̶本門寺前
当日本門寺では、13時よりはしご乗り奉納が予定されています。

～大森から六郷用水北堀跡、佐伯山をたどり本門寺へ～

           資料代、保険料含。 小雨決行、雨天中止

12/16 ( 土 )

池上本門寺めぐり『本門寺の除夜の鐘と七福神』
～大晦日に煩悩をはらう除夜の鐘。煩悩に込められた歴史につ
いて解説。また、幸せを招く塔頭寺院の七福神をご案内します。
さらに、闘魂・根性・努力のプロレスラー力道山をご案内しま
す～

10:45～12:00
不要
 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　24-2

 1kmなし 雨天決行

時　間
集　合
定　員
申　込

参加費
締　切 １月４日（木）

時　間
集　合
定　員
申　込

参加費
締　切 12 月 7 日（木）

※旅客・職員専用エリアは見学コースに含まれておりません

12/24 2/25

1/28 ( 日 ) 12:45～16:00
都営地下鉄浅草線 馬込駅Ａ２出口
　　　　　　　　　　　（階段上）　　　　30名
予約先着順  3.8km

ツアー番号　24-10

『新春の馬込文士村散策と寺社巡り』

馬込駅―如来寺（大仏）―白秋の小道―北原白秋・添田さつきー
山本周五郎―萬福寺―室生犀星―馬込小学校（時計台）―馬込
八幡神社・長遠寺（馬込不動）―湯殿神社―大田区立郷土博物館

           資料代、保険料含。 雨天決行、荒天中止

時　間
集　合
定　員
申　込

参加費
締　切 1 月 25 日（木）

ツアー番号　24-9

江戸時代後期に活躍された大窪誌佛は漢詩人であり、小川泰堂
の師及び義父でもあります。小川泰堂は医師でありながら、日蓮
聖人の御遺文研究による「高祖遺文禄」を刊行しました。節分
間近の境内と両大人のお墓へご案内します。

～「大仏（おおぼとけ）」に会いに行きませんか～

500 円500 円

500 円

時　間
申　込
集　合
無　料

問　合
締　切

京急空港線大鳥居駅西口改札前

 9:45～12:30

２０名
予約先着順

 4km
   資料代、保険料含。雨天決行、荒天中止

1/13 ( 土 )

ツアー番号   24-8
『羽田七福稲荷めぐりツアー』

京急線糀谷駅―東管守稲荷神社―妙法稲荷神社―重幸稲荷神
社―御旅所―高山稲荷神社―鴎稲荷神社―玉川弁財天（番外）
―白魚稲荷神社―穴守稲荷神社―京急線穴守稲荷駅（解散）

～コース途中 , 晴れた日には、素晴らしい富士山がみえるかも～

時　間
集　合
定　員
申　込

参加費
締　切 実施２日前

500 円

京急空港線糀谷駅改札外
2/7 ( 水 )

ツアー番号   24-7
1/13 2/7

池上本門寺めぐり『大窪誌佛と小川泰堂』

1/20 ( 土 )10:45～12:00
不要
 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
 1kmなし 雨天決行

集　合
無　料

問　合
締　切

時　間
申　込

坂道多し

※御朱印はありません。



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

～海を越えてきた素晴らしい野鳥に会えるよ! ～

◇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

　

2/17 ( 土 )

ツアー番号   24-12

池上本門寺めぐり『本門寺を参拝しながら池上梅園見学』
南之院、大坊本行寺などを巡りながら、
梅の咲きほこる梅園にご案内します。
梅園には各自ご入場ください。

ツアー番号   24-13

多摩川河口「冬の野鳥観察会」

問　合

時　間

無　料

集　合

9:50～12:00

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

多摩川とびはぜ倶楽部　担当者 090-2666-7924   

ツアー番号  24-11

10:45～12:00
不要
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
 1kmなし 雨天決行

時　間
申　込
集　合
無　料

問　合
締　切

2/18
( 日 )

 10:00～12:30
東急多摩川駅前
20名
予約先着順  4.5km

歴史探索『街並み遺産と呼びたい西嶺町の梅』

東急多摩川駅＿六郷用水復元水路＿西嶺町散
策＿梅並木＿鵜の木松山公園＿東急鵜の木駅

～六郷用水の復元水路を散策し、梅が並ぶ西嶺町へ～

           資料代、保険料含。 小雨決行

時　間
集　合
定　員
申　込

参加費
締　切 2 月 15 日（木）

500 円

2/3 ( 土 )

20 名　当日、集合場所へお越しください
服装・持ち物：温かい服装（装備）、歩きやすい靴
（防寒靴等）でお集まりください。
双眼鏡をお持ちの方は、ご用意ください。
お車での来場はできません。
電車、バスをご利用ください。

定　員

※雨天中止。
　但し、霧雨の場合は、コースを変えて実施いたします。

2/24 ( 土 )
 12:45～16:00
都営地下鉄浅草線 西馬込駅東口
　　　　　　　　　　 （階段上）　　　　30名
予約先着順  約 4km

ツアー番号　24-14

『梅の花を訪ねて馬込文士村から池上梅園へ』

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（外観のみ）―川端茅舎「青露庵」～
池上本門寺（境内散策）―池上梅園

           入園料、保険料含。 雨天決行、荒天中止

時　間
集　合
定　員
申　込

参加費
締　切 2 月 21 日（水）

～春告草の別名がある梅の花、馥郁たる春の香りに導かれ池上梅園まで～

500 円

坂道あり



まち歩き＆イベント おすすめ情報 

六郷どんど焼き＆とんび凧あげ
みなさんは、 お正月と言うと何を思い浮かべますか？
六郷地区ではお正月飾りを持ち寄って焼く「どんど焼
き」が行われ、 同時開催として隣の会場では、古くか
ら郷土玩具としてこの地に伝わる「六郷とんび凧」の凧
あげが行なわれています。
いずれも参加費は無料。どんど焼きは小雨決行。
開催日　1月 14日（日）
場　所　多摩川六郷橋緑地／東六郷三丁目 25番地先
（京急線本線 六郷土手駅下車　徒歩 5分）
六郷どんど焼き　 12:00 より開始　12:30 点火　　
とんび凧あげ　　 9:00 ～ 16:00 頃まで

ガイドと巡る！多摩川七福神
多摩川七福神は新田神社で殉死した新田義興の逸話、
史跡をたどるようにできています。
ガイドの詳しい説明を聞きながら
七福神巡りはいかがでしょうか？
日　　程　１月７日（日）
時　　間　１０：００～１２：００
集合場所　 新田神社境内テント
        
参  加  費    ツアーのみ　300円（保険・資料代）
※色紙希望の方は別途 1000 円
　（色紙購入者にはお神酒またはお汁粉のサービスがあります）

申込・問い合わせ
事前申込は 1月 6日迄。（1月 1，2，3日除く）
多摩川七福神実行委員会
03-3759-0717（森の園茶舗）
当日参加も可  （9：45より集合場所にて受付開始）

池上梅まつり　　2月 25日（日）10:00-15:00
池上梅園を訪れる方々の休憩所として、多数の軽食や温か
い飲み物の他、当日限定弁当の「池めし」を販売。
場所：南之院駐車場
主催：池上地区まちおこしの会

旧東海道イベント　3月 10日（日）　
スタンプラリー、川崎宿ー品川宿ウォーキング
詳細は 2月 1日以降発表（予定）
問合せ：大田観光協会まで

OTA 観光まちづくりボランティアガイド養成講座　入門編
今回の講座は、ボランティアガイドになるための入門編として、羽田空港ガイドで活躍中
の「大田・品川まちめぐりガイドの会」と連携し、実践型の研修を行います。
1月～3月上旬までの全7回の入門編を修了した方には、「大田・品川まちめぐりガイドの
会」のメンバーとして、区内の魅力あるスポットガイドをはじめ、区内イベントでのボラ
ンティア活動をすることができます。
「地域のために何か役に立ちたいとお考えの方」大歓迎！！
「ガイドの仲間や地域の方々との出会い」や大田観光協会と企画を考えて実践する機会も
あります。
ぜひ「OTA観光まちづくりボランティアガイド養成講座」へのご応募お待ちしています

＜主な内容＞
・大田区のみどころや歴史、観光まちづくりに関する座学
　元大田区立郷土博物館  学芸員　北村　敏氏
　跡見学園女子大学  准教授　篠原　靖氏
・ガイドの心得、実務練習
・ガイド実践　など

説明会　12月 12日（火）14:00 ～、19:00 ～　
大田区産業プラザ Pi02 階 大田観光協会（予約不要）
なるべく事前説明会へのご参加をお願いいたします。
講座の内容や活動の趣旨などについてご連絡いたします。

応募条件
　・全７回に参加できる方
    ・終了後、日本語でのガイド活動
　　が出来る方
　・メールの送受信 (PC) が可能な方
　・心身ともに健康な方

日　    時
　平成 30年 1月 23・30日、2月 6・13・20・27日
　3月 6日　全 7回
　いずれも　火曜日　14:00 ～ 17:00

場　    所　　大田区産業プラザPio　他 
参  加  費　　無料
定　    員　　30名（応募者多数の場合は抽選）
申込方法　    以下の詳細を明記の上メールにてお申込
                           み下さい。
「件 名：ガイド講座応募」 
①氏名  ②年齢  ③住所 ④電話 ⑤メールアドレス
⑥参加の動機  ⑦ガイドでやってみたいこと ⑧自己PR
締切日　12月 19日（火）
申込先  tour@o-2.jp
主催・問い合わせ       大田観光協会　TEL03-3734-0202

 （大田区矢口 1-21-23）
 （多摩川線武蔵新田駅 3分）


