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１.   大田・品川まちめぐりガイドの会
２．多摩川とびはぜ倶楽部
３．六郷用水の会
４．馬込文士村ガイドの会
５．池上本門寺　池上市民大学
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ご愛読ありがとうございました

　今回は最終特別号ということで編集のレイアウトが一部変更となっております。中面につき
ましては、各団体のオーダー式ガイドの申込方法と定番コースをご紹介しております。
　ガイド依頼の際の保存版パンフとしてぜひご活用下さいませ。
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定番コースのご紹介

　2012 年 4月の創刊号の発行より、約 6年間にわたりご愛読いただきありがとうございました。まち歩
きニュースを発行した当初の目的は、大田区に来訪していただく機会を作り参加してもらいやすい環境を
整えること、そして、ガイドの会の認知度を上げることでした。おかげさまで 6年経った今、各ガイドの
会の認知度も高まり、ガイドツアーの実施だけではなく、テレビ出演、新聞、雑誌などでのコース紹介、
企業様からの企画依頼にもご協力をさせていただき、延べ参加人数も 5000 名を超える活動に発展いたし
ました。
　そこで、発行元である大田観光協会では、今までの実績を更なる広がりに発展させ多様化するニーズに
もお応えするために、この度大田区まち歩きネットワークが編集をする「まち歩きニュース」は本誌25号
を持ちまして休刊とさせていただき、新たなリニューアルを目指すこととなりました。今後の、ガイドの
会によるまち歩きガイドツアーの情報は、各団体および大田区まち歩きネットワークホームページやチラ
シなどをご覧いただけますようお願いいたします。
検索　大田区まち歩きネットワーク　　http://www.o-2.jp/machiaruki/

　6月に新しい形にてリニューアルをし、企画を整えて、みなさまに愛される地域の観光まちづくりの情
報をお届けしていきたいと思っております。また、今後も「大田区まち歩きネットワーク」に所属をする
５つの団体はガイド活動を継続して行なってまいりますが、大田観光協会は、ガイドの会に所属をしてい
ない方々とも「観光×まちづくり」をキーワードに、面白いことを作り出していけたらと思っています。
「〇〇×まちあるきシリーズ」「あの場所で学んでみよう」「あの人に会いに行こう」など多彩な企画も計
画中。どうぞ今後の展開もご期待下さいませ。



大田区内・品川区内の名所旧跡やまちをガイドすることにより、多くの人に大田・品川の魅力を知っ
てもらいたいと、両区の観光協会と連携してガイドの実施や観光資源の調査や発掘活動をしています。
（平成 23 年 6 月設立　観光協会主催ガイド講座修了生によって結成）主に、羽田空港、羽田、大森、
池上、洗足池、田園調布、七福神めぐり、旧東海道、大田市場などを主として２～３時間でご案内し
ています。1名から参加可能の主催ツアー（ホームページご参照）の他、5名以上で申込が可能な定
番ガイドもお受けしています。
大田・品川まちめぐりガイドの会定番ガイドコース
    １．羽田　「羽田まちめぐり・橋めぐりツアー」
    ２．羽田　「羽田七福いなりめぐり（八福）」
    ３．池上　「池上寺街区散歩」
    ４．池上　「花のまち　池上を歩く」
    ５．池上　「德川の夫人たちに会いに行く」
    ６．池上　「池上七福神めぐり」
    ７．池上・馬込　「まちなか散歩」
    ８．洗足池・池上　「洗足池から池上へ」
    ９．洗足池　「洗足池歴史散歩」
１０．下丸子　「下丸子・矢口の今昔と義興伝説」
１１．田園調布　「瀟酒な街さんぽ」
１２．久が原　「ちょっとおしゃれな久が原散歩」
１３．大田市場　「大田区民の『食』と『花』を探る」
１４．品川宿　「鬼平が歩いた品川宿」
１５．池田山　「大名屋敷跡・池田山」
１６．旧東海道　「大人の品川今昔」
１７．荏原　「荏原パワースポット巡り」
            その他　羽田空港国際線ターミナル　定期ガイドツアーも実施しています
　　
　

大田・品川まちめぐりガイドの会

お申込み方法　希望日、コース番号、代表者様のお名前、連絡先、人数を明記の上
　　下記までご連絡下さい。
　　HP　http://machime.org/　　大田・品川まちめぐりガイド     検索
　　FAX　03-6800-1611　　　　  Mail     m.soh-kent@iris.ocn.ne.jp
　　5名以上のグループ・団体でお申し込み下さい。
　　ご利用希望日の 2週間前までにお申し込み下さい。
　　ガイド料金は、おひとり 500 円程度となります
　　午前 10 時から午後 4時の間の 2時間程度となります
　　年末年始・お盆などを除き、通年で利用できます。

多摩川とびはぜ倶楽部
「多摩川河口の素晴らしい自然にふれよう！」と多摩川水辺の楽校を開校。

子どもたちが裸足で遊べる干潟づくり、大師橋干潟の自然観察と保全活動など河口干潟の生きもの
たちの様子を観察しながら自然と環境を守ることの大切さを学びます。
4/15・29（日）5/13・27（日）6/3・17（日）他　※9月まで実施予定
集　合：9時50分　　解　散：12時00分   　 申　込：不要
集合・解散場所： 区立本羽田公園（大田区本羽田３－２９）「羽田水辺の学校」前
無　料：事前にご自分でボランティア保険にご加入のうえ、ご参加ください。
持ち物：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、水筒をご用意ください。
問合せ：多摩川とびはぜ倶楽部
担当者：090-2666-7924　　　Mail　  kazu1020@siren.ocn.ne.jp



馬込文士村ガイドの会

六郷用水の会

大正末から昭和初期にかけて、大田区馬込を中心に大森・山王地域に、多くの作家や芸術家たちが居
住し「馬込文士村」と呼ばれるようになりました。ご一緒に、文士たちのロマンを追ってみませんか。

① 南コース 約３km 強 坂道多し
　 ＪＲ大森駅西口～西馬込駅 ( 都営地下鉄浅草線 ) 
② 北コース 約３ｋｍ強
　 ＪＲ大森駅北口～西馬込駅 ( 都営地下鉄浅草線 ) 
③ 犀星笹鳴の丘から白秋の小径へ（詩人コース）
　 西馬込駅 ( 都営地下鉄浅草線 )～馬込駅 ( 都営地下鉄浅草線）

お申込方法  ＦＡＸ・Ｅメール、または下記の事項を電話にてお伝え下さい。
 ❶ 希望日 ❷ 参加予定人数 ❸ 集合場所と集合時間 ❹ 解散場所と解散時間  ❺ 代表者の方の住所・電話番号・Ｅメール
などの連絡先を散策日の１５日前 までにお知らせ下さい。
ガイド料 傷害保険を含む実費をいただきます。
半日コース（概ね３時間以内）　お一人３００円
１日コース　お一人５００円
訪れたい場所などがある場合は、お申込の際にお伝え下さい。 

池上本門寺めぐり
 ■月 1 回無料のガイドツアー（予約不要・雨天決行）
     公式ガイドが、毎月テーマを変えて境内をご案内いたします
     3/10（土）4/21（土）5/19（土）10:45-12:00　
     詳細　池上本門寺 朗子会館　03-5700-3151

■境内参拝案内ご希望の方は以下へお問い合わせください
　池上本門寺　参拝部「境内案内」係
　TEL　03-3752-2331　

馬込文士村ガイドの会
電 話＆ＦＡＸ 03-6809-9616
Mail    magomemura@yahoo.co.jp
HP      http://www.giocities.jp/magomemura/

大田区の平野部には、六郷用水という灌漑用水路が張り巡らされていました。六郷用水が完成した
のは 1611 年（慶長 16 年）、約 400 年前です。今に残る痕跡を歴史探索しませんか？５名以上のお
申し込みでご希望のコースをご案内いたします。

① 復元水路コース （東急多摩川駅～多摩川線鵜の木駅 ) 
② 北堀コース (JR 大森駅～池上本門寺 ) 
③ 南堀コース ( 多摩川線下丸子駅～JR 蒲田駅 )
④ 蒲田コース駅西口コース (JR 蒲田駅西口 ~ 周辺 )
⑤ 蒲田駅東口コース ( 大田区役所～アプリコホール前 )
⑥ 六郷水門コース ( 京急線雑色駅～六郷土手駅 )
⑦ 田園調布コース ( 東急田園調布駅～東急多摩川駅 )
　その他、ご希望に合わせアレンジ可能です。
お申込み方法　
希望日、コース番号、代表者様のお名前、連絡先、人数を明記の上、下記までご連絡下さい。
　　HP　http://home.k04.itscom.net/mia/65/　　　　　Mail     65400@m01.itscom.net
　　FB　https://www.facebook.com/rokugouyousui/?ref=settings

お申し込みは 5 名以上でお受けします。
ご希望日の 2 週間前までにお申し込み下さい。
ガイド料金は、おひとり 500 円（保険代含む）

六郷用水の会　　検索

その他ご希望の箇所でコースを作成いたします。



　＜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）

桜ツアー・カタルパツアー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主催団体からご案内いたします。

申　込

品川＆大田連携イベント

東海道　川崎宿～美原～品川宿
「川崎宿」から「品川宿」までの道中を、散策してみませんか？
●東海道浮世絵スタンプラリー
３月１日（木）～２１日（祝水）
東海道かわさき宿交流館～蒲田～美原通り～立会川～品川
宿交流館の５か所に設置したスタンプが全部揃うと１枚の浮
世絵が完成します。参加費無料

詳しくは、イベントチラシ、HPをご覧ください。
またスタンプ台紙、東海道マップは大田観光協会、しながわ観光協会、大田区・品川区内施設、スタ
ンプ設置全５か所他で配布。申込不要            
問合せ：大田観光協会　03-3734-0202

●東海道おたのしみウオーク
３月10日（土）
当日受付（10時~11時30分）
場所　「東海道かわさき宿交流館」

◇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　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

5/20 ( 日 )

ツアー番号 25-07

カタルパの花咲く徳富蘇峰邸＆馬込文士村
近代日本のジャーナリスト徳富蘇峰の住居だった山王草堂。庭に
は生涯の師である新島襄がアメリカから持ち帰ったカタルパの花が
５月中旬に開花します。

12:45～16:00
予約先着順
ＪＲ京浜東北線　大森駅北口改札前
30 名

 参加費5 月 17 日（木） ５００円

時　間
申　込
集　合
定　員

その他
締　切

馬込文士村ガイドの会主　催
約 4km　坂多し　雨天決行

駅前の桜から、多摩川台公園、六郷用水復元水路、さくら坂へ
と続く巨木の桜をお楽しみください。
日時：3月25日（日）１０時～１２時３０分
集　合：東急東横線、目黒線「田園調布」駅　解　散：さくら坂
参加費：５００円　　
定　員：３０名（予約先着順）
主　催：六郷用水の会

悲運の名将・新田義興の雷神伝説の伝わる旧跡を巡り、町
工場の匂いや音にふれ、二十一世紀桜の多摩川堤を散歩。
日時：3月31日（土）10時～12時
集　合：東急多摩川線「武蔵新田」駅
解　散：東急多摩川線「下丸子」駅
参加費：５００円
定　員：３０名（予約先着順）　締切日：３月２８日（水）
コース：武蔵新田、下丸子周辺の桜の名所を巡ります。
主　催：大田・品川まちめぐりガイドの会

　　　　　　　　羽田周辺の桜の名所を巡ります。
日時：①３月３１日（土）9時45分～12時30分
           ②４月   ４日（水）9時45分～12時30分
集　合：京急空港線「大鳥居」駅
解　散：京急空港線「穴守稲荷」駅
参加費：５００円　　　定　員：２０名（予約先着順）
締切日：①３月２８日（水）、②４月２日（月）
主　催：大田・品川まちめぐりガイドの会

～加藤清正の夢いずこ！～本門寺に残る肥後熊本藩「加藤家」
と「細川家」の栄枯盛衰の遺構を見学します。
日時：４月７日（土）１０時～１２時３０分
集　合：池上本門寺総門前　　解散：大坊本行寺
参加費：５００円　　定　員：３０名（予約先着順）
締切日：4月4日（水）
主　催：大田・品川まちめぐりガイドの会

　
約９０本の桜並木を散策し、日本画の巨匠「川端龍子記念
館」と「郷土博物館」を訪れます。
日時：４月８日（日）１２時４５分～１６時
集　合：JR京浜東北線「大森」駅西口（馬込文士村案内板前）
解　散：大田区立郷土博物館（都営浅草線「西馬込」駅徒歩７分）
参加費：５００円（保険料、入館料含む）
定　員：３０名（予約先着順）　　締切日：4月5日（木）
主　催：馬込文士村ガイドの会

ツアー番号 25-01

ツアー番号 25-02

ツアー番号 25-03
ツアー番号 25-04

ツアー番号 25-05

ツアー番号 25-06

「田園調布の桜」

「多摩川の桜と雷神伝説」

「羽田まちめぐりinさくらウォーク」

「桜花爛漫の本門寺」

「桜の馬込文士村とミュージアム」


