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公式ホームページ　OPEN
リンク大歓迎！

大田区まち歩きネットワークは、おかげさまで 1周年を迎えることができました。
H24年度のツアーでは延べ人数約1,200名の皆様にご参加いた
だきました。毎回楽しみにして下さっている皆様、応援して下
さる関係者の皆様に御礼申し上げます。
そしてこの度、ネットワーク結成1周年を記念しまして公式ホ
ームページを開設いたしました。これにより遠方のお客様にも
インターネットにて情報をお伝えできるようになり区内区外問
わず多くの皆様に『大田区まち歩きイベント・ガイドツアー』
サイトをご活用いただければと思います。
ホームページから、各ツアーの申込が出来るようになり、とっ
ても便利になったほか、ガイド団体の紹介ページや、まち歩き情

大田区まち歩きネットワーク公式ホームページ

情報など大田区のまち歩きや観光について充実した内容になっ
ています！
今後は更に、私たちボランティアガイドと大田観光協会がタイ
アップして楽しい企画＆ツアーを開催していきますので、どう
ぞご期待くださいませ！！
まち歩きやイベントが好きな方、大田区に引っ越してきたばか
りの方、お子様連れ、お一人様参加も大歓迎！！皆様のお越し
をお待ちしております。

　　　大田区まち歩きネットワーク　ボランティアガイド一同

こちらのQRコードからも
アクセスできます♪

・大田区まち歩きツアー／イベント情報
・ツアー申込
・ガイド団体紹介
・ツアーレポート　　
・大田区まち歩きNEWS バックナンバー（準備中）他

http://www.o-2.jp/machiaruki/index.html



❖担当：池上市民大学

❖担当：大田・品川まちめぐりガイドの会

❖担当：多摩川とびはぜ倶楽部http://honmonji.jp/05topic/06info/daigaku/
　　　 shimindaigaku_01.html

♥池上本門寺公式ガイドと行く
　「池上の歩き方」

池上本門寺
　　　 めぐり

干潟の自然に
　　　 ふれよう

　　　羽田空港
国際線ﾀｰﾐﾅﾙ見学ﾂｱｰ

　

申込不要
無　　料

要 申 込
無　  料

              

１ ２

３

http://machiguide.web.fc2.com/

集合場所：大田区立本羽田公園　大田区本羽田３丁目２９番地
　　　　　※多摩川河川敷となり
　　　　    ※京急大鳥居駅西口改札口徒歩１５分
集合時間：９時５０分
活動時間：１０：００～１２：００　２時間程度
活動場所：多摩川大師橋干潟
申込方法：直接会場へ         参加費用：無料　
※必ず事前にボランティア保険にご自身で加入の上、ご参加ください

服装・持ち物：汚れていい長袖、長ズボン、軍手、ゴム長靴（サンダル
不可）、タオル、水筒、双眼鏡・虫めがねなどの観察道具、など
お問合せ　多摩川とびはぜ倶楽部　０３－５４８２－５１８４（C&P内）

２０１３年度活動予定日
6月    9 日（日）・  6 月 23日（日）・  7 月    7 日（日）
7月 21日（日）・  8 月    4 日（日） ・  8 月 18日（日）
9月    8 日（日） ・  9 月 22日（日）

多摩川大師橋 干潟自然体験教室
多摩川河口にある干潟での自然体験教室や
地域の人たちとの交流を通じて河口干潟の
魅力を多くの人たちに知ってもらうための
活動をしています。
大人から子どもまでどなたでも参加できます。

★開催予定日及びコース
6月15日(土)　万両塚他
家康の側室お万の方の孫であ
る芳心院の墓所や加藤清正供
養塔、そして隠れたあじさい
スポットなどをご案内します。

7月27日(土)　日蓮聖人御廟所他
日蓮聖人の御灰骨を奉安する墓塔を廟堂内中央におま
つりしております。日蓮聖人の歴史などを通じて本門
寺の歴史をご案内します。

8月24日(土)　紀州徳川家墓所他
家康の側室で紀州藩祖である頼宣の生母お万の方、加
藤清正の娘で頼宣の正室八代将軍吉宗の正室など紀州
家関係の夫人達の墓所をご案内します。

内　　容　：池上本門寺の見どころをエリア別
                         に詳しく解説
参加方法　：当日会場受付にて先着３０名
集合場所　：池上本門寺「朗子会館」
                         大田区池上１－３２－１２
集合時間　：１０：４５　（解散１２時頃）
参加費　　：無料　予約不要
お問合わせ：池上本門寺朗子会館   03-5700-3151

申込不要
無　　料

★羽田空港見学ツアー開催予定日　
6 月 30日（日）　
7 月 27日（土）　　
8 月 25日（日）　
各回、２回実施　
第１回目　11:00～12:00　
第２回目　14:00～15:00
参加された方には、
特製オリジナル手ぬぐいプレゼント！
（提供：東京国際空港ターミナル株式会社）

集　　合：羽田空港国際線ターミナルビル２階　
　　　　　観光情報コーナー
集合時間：第１回目　10:50　第２回目　13:50
ガイド料：無料、各回限定 30 名
             （事前申込 15 名、当日空港受付 15 名）
受　　付：羽田空港国際線ターミナルビル２階　
              観光情報コーナー　　　　　
※空港での当日受付はいずれの回も 10:30 より行います。



❖担当：馬込文士村ガイドの会
http://www.geocities.jp/magomemura/
mail    magomemura@yahoo.co.jp

のコースお申込案内

馬込文士村を
　　たずねよう

　六郷用水を中心に
　あれこれ歴史探索

※予約コースのお申込は往復ハガキ又はファックスで以下の
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コース希望日、コース名　
②参加者全員の氏名、年齢、〒番号、住所、電話番号

◇返信用ファックス番号も
ご記入ください。

※宛先
　郵便の場合
　〒144-0035　東京都大田区南蒲田１－２０－２０
   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

※お申込は先着順、定員に達し次第締切とさせていただきます。
お問い合わせ
大田観光協会　03-3734-0202
（平日 10時～17時）

要 申 込
 500 円

　

要 申 込
 500 円
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1 2・ のコースは予約不要です

４

５

４

　

＝女性の時代きたる！＝
“女流文学の幕開け” “モガのかっ歩した馬込村”

JR 大森駅～文士村レリーフ～天祖神社～ ( 八景園 ) ～ ( 日本射的
場碑 )～ ( 皇后陛下行啓碑 )～ ( 望翆楼・大森ホテル跡 )～山王会
館 (文学展示物見学・説明 )～片山広子解説板～ (いにしえの東海
道 )～村岡花子文庫 (今年度休館 )～川端龍子記念館・龍子公園～
熊谷恒子記念館～宇野千代・尾﨑士郎解説板～佐藤朝山解説板・
大田区立郷土博物館（15：45 到着）
集合：ＪＲ大森駅西口広場　（文士村案内板前）
解散：大田区立郷土博物館

◆６月２２日（土）１２：４５～１５：３０

“北原白秋・室生犀星・萩原朔太郎・三好達治が馬込村に…”
～　馬込村に住んだ詩人・作詞家たちを巡る～

JR 大森駅西口～文士村レリーフ～天祖神社～ ( 八景園～日本射的
場碑 ) ～皇后陛下行啓碑～ ( 望翆楼・大森ホテル跡 ) ～山王会館～
片山広子・山本有三解説板～ ( 南馬込文化センター ) ～萩原朔太郎
解説板～室生犀星解説板～万福寺 ( 犀星句碑 ) ～ ( 佐藤惣之助 ) ～
三好達治解説板～北原白秋・添田さつき解説板～藤浦洸・榊山潤
解説板～室生犀星 ( 谷中 ) ～大森駅西口 (16：00)
集合 &解散：ＪＲ大森駅西口広場　（文士村案内板前）

◆７月２０日 (土 )　１２：４５～１６：００

各回限定　   30 名
参加費　　500 円

❖担当：六郷用水の会
http://home.k04.itscom.net/mia/65/
http://www.facebook.com/rokugouyousui
mail    65400@m01.itscom.net

各回限定２５名先着順
参加費：５００円（資料代、保険含む）

●６月２２日（土）緑なす高台と復元水路の小径
田園調布駅̶イチョウ並木̶宝来公園̶カトリック田園調布教会
̶せせらぎ公園̶復元水路̶東光院前（沼部）解散
見所：銀杏が大きく成長した田園調布の町並み開発の歴史を歩き、
かつて遊園地であったせせらぎ公園ではミニ田んぼを見学。

●７月１５日（月、祭）六郷水門と町工場
雑色駅̶七辻̶六郷用水跡̶六郷水門̶マテリアル（下町ボブス
レーの中心工場）工場見学予定̶六郷橋跡̶六郷土手駅解散
見所：賑やかな雑色商店街を抜け、かつての六郷用水支流に沿って
七辻へ。さらに細い支流跡を抜け六郷水門へ。近くのマテリアル工
場見学をして六郷橋へ。

●８月２４日（土）
　緑陰を求め、丸子川から等々力渓谷へ
多摩川駅̶多摩川台公園（浄水場跡・古墳）̶ 丸子川（湧水ポイン
ト・お鷹の圦等）̶ 等々力不動̶等々力渓谷̶等々力駅解散
見所：丸子川と名前を
変えた六郷用水路左岸
には大小多くの古墳が
連なっています。また、あちこち
の湧水も見つけて、最
後は東京とは思えぬ大
木生い茂る等々力渓谷
を散策しましょう。

※Webからの予約もできます。
　http://www.o-2.jp/machiaruki/index.html

大正から昭和の初めにかけては、まさに女流文学の開花の時。
翻訳家の片山広子をはじめ、宇野千代、熊谷恒子などの女流
文学にスポットをあててご案内いたします。

池上本門寺イベント
◆100万人のキャンドルナイト◆
日　　程　 6月 15日（土）（雨天決行・荒天中止）
時　　間　 16:00～21:00（予定）
場　　所　 池上本門寺　此経難持坂～大堂

◆第9回「500個の風鈴の音を聞く」イベント◆
日　程：6月30日 (日 )－7月 20日 (土 )
場　所：池上本門寺仁王門付近

お問合せ：イキイキ推進委員会
090-5432-5693平日11:00～17:00　土日祝日は休み
メール　post1@ikiiki-community.org
詳細　http://www.ikiiki-community.org/event/



★ ᖱႎࡔࠬࠬࠝ߈ᱠߜ߹  ☀  ☆  ☂

日にち　：8 月 17 日（土）※雨天の場合 18 日に順延
集合時間：15：30（出港 16：00、帰港 19：00）
集合場所：京急線、東京モノレール線　天空橋改札前
対象　　：一般（小学 5年生以上）
参加費　：大人 2000 円　小中学生 1000 円
                     （乗船代、保険代、資料代含む）
定員　　：20 名   （希望者多数の場合、抽選）
締切日　：8月 7日（水）
釣船を貸し切って羽田空港周辺やレインボーブリッジなど撮影
スポットにご案内します！飛行機の離発着を間近で見たり、橋
の下をくぐるなど船からしか撮影できない景色をぜひこの機会
に撮ってみませんか？

【てくてくふぉと散歩】　
★羽田空港沖クルージング＆写真撮影ツアー 日にち　：9 月 22 日（日）※雨天中止

時間　　：9：00 ～ 13：00
集合場所：京急線大鳥居駅前
対象　　：一般（小学 5年生以上）
参加費　：大人 1000 円　小中学生 500 円
                  （保険代、資料代含む）
定員　　：20 名      希望者多数の場合、抽選）
締切日　：9月 12 日（木）
多摩川の干潟にたくさんの生物がいることをご存知ですか？多
摩川の干潟で生命の成り立ちを学びつつ、多摩川についての豆
知識もガイドさんが教えてくれます。また今年は羽田空港国際
線ターミナルの見学も！空港ガイドを楽しみながら展望デッキ
から飛行機の撮影も！

★多摩川干潟＆羽田空港写真撮影ツアー

＜各コースお申込方法＞
1. 往復はがきまたは FAX の場合
①～⑦の必要事項をご記入の上、下記宛先までお申し込みください。
①コース名②参加者全員のお名前③年齢④性別⑤ご住所⑥電話番号⑦FAX 応募の方のみ FAX 番号
2.WEB からの場合
http://www.o-2.jp/machiaruki/index.html にアクセスし、必要事項をご記入の上、お申し込みください。
※各コース案内ガイド付き（写真撮影のための指導者は同伴いたしませんので予めご了承下さい。
※1通につき 4名様までお申込いただけます。
※小学 4年生以下のお子様は、安全面の都合上、参加をご遠慮いただいております。
＜宛先／問合せ＞
大田観光協会　〒144-0035　大田区南蒲田 1-20-20　大田区産業プラザ 2階
TEL:03-3734-0202　　FAX:03-3734-0203
※この企画は、大田区「いきいき大田写真コンクール」の関連事業として実施いたします。

まちなかイベントカレンダー　6-8 月
6月の予定
6月8日～30日　　　東京　音楽の祭日
6月23日（日）   　      ジュニアカヌースクール　
                                       ＠大森ふるさとの浜辺公園
7月の予定
7月7日（日）　           シーカヤックスクール　
                                       ＠大森ふるさとの浜辺公園
7月14日（日）　         水止舞＠厳正寺
7月15日（祝・月）　  のりのりBeach Festa in ふるはま
                                       ＠大森ふるさとの浜辺公園
7月16日（火）　         灯ろう流し　＠洗足池・妙福寺
7月20,21,27,28日　　大田区アマチュア音楽祭2013
                                        ＠大田区民ホール・アプリコ
7月24～30日　　　　「大田の浜辺」展　
                                        ＠グランデュオ蒲田3階東西連絡通路
7月24～28日　　　    全国鵜の木まつり＠鵜の木商店連合会
7月27・28日（土・日）羽田神社夏季例大祭　＠羽田神社
7月31日～8月11日　大田モノづくりフェスタ「大田の工匠」展　
                                         ＠グランデュオ蒲田3階東西連絡通路
8月の予定
8月2・3日（金・土）　糀谷阿波おどり大会
                                        ＠糀谷商店街・萩中通り商店会
8月4日（日）　　　　  大蒲田祭　＠蒲田東口商店街他
8月11日（日）　　　　ジュニアカヌー教室　
                                        ＠大森ふるさとの浜辺公園
8月15日（木）　　　　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
8月23～25日（金～日）　献灯祭　＠穴守稲荷神社
8月25日（日）　           池上祭＠池上会館他

大田区から世界に挑戦！！
             「下町ボブスレ－」観光協会に現る！

今TVや新聞などで話題の「下町ボブスレー」
この度、観光協会に本物の下町ボブスレーが登場します♪

展示期間：6/5（水）～ 12（水）　10～ 17時　　
※ミニトークショー   ９日 ( 日 )  14：00 ～ 15：00　
     先着 20名 ( 事前要申込 )
場所：大田区産業プラザ PiO 2 階　観光・産業情報コーナー
　　　(京急蒲田駅　徒歩 5分　南蒲田 1-20-20)

＜下町ボブスレー＞
大田区の町工場が集結し日本初の国産ボブスレーソリを開発。下町ボブス
レープロジェクトと名付け 2014 年ロシアで行われるソチオリンピックで
優勝を目指しています。大田区の町工場 33 社が約 150 点の部品製作を協
力して行い、昨年 12 月に 1号機の 2人用女子用ソリを完成させました。
氷上の F1 といわれるボブスレーではソリの性能が命。イタリアではフェ
ラーリ、ドイツでは BMWと、自国を代表する自動車メーカー等がソリの
開発を行なっているそうです。大田のモノづくりの技術と想いがつまった
下町ボブスレーを間近にご覧いただけるチャンス！どうぞお見逃しなく♪
下町ボブスレーネットワークプロジェクト
公式HP　http://bobsleigh.jp/

お問合せ 大田観光協会  TEL  03-3734-0202　


