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公式ホームページ
http://www.o-2.jp/machiaruki/index.html
大田区まちあるきネットワークも結成３年目となりました。

それぞれ特徴のある地域の見どころをそれぞれの団体で企画を立ててご案内をしています。春は桜めぐりを

はじめとする定番コースから旬なトピックに合わせた新コースもあります。

お一人様、お子さん連れ、お友達同士のご参加大歓迎！ぜひこの機会に私たちボランティアガイドと大田区

のみどころを散策してみませんか。ご応募お待ちしております。

おおたの桜ウォーク
参加費 500 円（要事前申込 )
定員：３０名（応募者多数の場合は抽選）
主催：大田観光協会   お問合せ 03-3734-0202

呑川・洗足池 ３／２９( 土 )
9:45-15:00環境学習コース

馬込文士村＆
               ﾐｭｰｼﾞｱﾑ コース

３／３０( 日 )
12:45-16:00

◆集　合◆　JR京浜東北線  大森駅　西口
◆ルート◆　多くの文化人が愛して暮らしたことから
『馬込文士村』と呼ばれたこのエリア。約 90 本の桜並
木を散策しながら、日本画で有名な川端龍子の記念館、
大田区の歴史や伝統芸能などを展示する郷土博物館を訪
ねます。
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～川端龍子記念館 (見学 )
～馬込桜並木～大田区立郷土博物館 (見学 )
◆歩行距離◆　約 3.5 ㎞
◆締切日◆　３月２０日 (木 )　☂雨天決行 /荒天中止
【ガイド】　馬込文士村ガイドの会

多摩川＆六郷用水
コース

３／３０( 日 )
９:45-13:00

池上本門寺
春まつりコース

４／５( 土 )
12:30-15:00

◆集　合◆　池上本門寺 仁王門前
　　　　　　(東急池上線 池上駅　 徒歩 10分 )
　　　　　　(都営地下鉄西馬込駅　徒歩 15分 )
◆ルート◆　日蓮宗の大本山である池上本門寺。桜を見
ながら国指定重要文化財である五重塔や多宝塔など境内
をご案内します。なお、年に１度の五重塔御開帳の他、
春まつりも開催されます。
◆歩行距離◆　約 1.5 ㎞
◆締切日◆　３月２６日 (水 )　☂雨天決行 /荒天中止
【ガイド】　池上本門寺　池上市民大学

【申込方法】往復はがき、FAX、ﾒｰﾙにて以下の内容をご記入の上お申し込み下さい。
①コース名　②参加者全員の方⇒　氏名、年齢、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
郵便の場合  ⇒　〒144-0035　大田区南蒲田 1-20-20 大田観光協会｢おおたの桜ウォーク｣係
FAXの場合 ⇒　03-3734-0203　　メールの場合 ⇒　info@o-2.jp

 

◆集　合◆　東急池上線　洗足池駅改札口前
◆ルート◆　都会の中の自然を感じることのできるおす
すめコース。商店街での散策も魅力的！
洗足池公園～清水窪湧水～大岡山商店街～東京工業大学
～呑川～石川台希望ヶ丘商店街～石川台駅
※大岡山・石川台希望ヶ丘商店街にて 春イベント開催！　

◆昼　食◆　大岡山商店街（各自にて）
◆歩行距離◆　約 5.5 ㎞
◆締切日◆　３月１９日 (水 )　☂雨天決行 /荒天中止
【ガイド】　呑川の会 /大田・品川まちめぐりガイドの会

◆集　合◆　東急多摩川線　多摩川駅改札口前
◆ルート◆　福山雅治氏で一躍有名になった桜坂をはじ
め多摩川沿いの桜の名所をめぐります。
多摩川駅～多摩川台公園～浅間神社～桜坂（福山雅治氏
の曲で有名）～六郷用水復元水路～多摩川
土手～二十一世紀桜～下丸子駅
※ゴール付近では２１世紀桜まつりが開催されます。
◆歩行距離◆　約 4㎞
◆締切日◆　３月２０日 (木 )　☂雨天決行 /荒天中止
【ガイド】　六郷用水の会



❖担当：池上市民大学

❖担当：大田・品川まちめぐりガイドの会

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

　　 羽田空港国際線
池上・羽田まちめぐり

　

              

１

３

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

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」２階大田区池上1-32-12
集合時間：１０：４５（解散１２時頃）
参加費　：無料　　予約不要

申込不要
無　　料

◆『羽田空港国際線ターミナル見学ツアー』　
　

各回限定　　３０名（事前申込１５名、当日申込１５名）
集合場所　　羽田空港国際線ターミナルビル２階
　　　　　　観光情報コーナー前
受付・集合時間　　各回出発１０分前
＊毎回、ご好評頂きました羽田空港国際線ターミナル見学
ツアーは、4月より諸事情によりしばらくお休みとなります。
　　　

お問合わせ：池上本門寺朗子会館   03-5700-3151

六郷用水を中心に
　あれこれ歴史探索
２

要 申 込
 500 円

● ３月８日（土）
「西嶺の梅の里」10：00～12：00
六郷用水の復元水路を辿って西向き庚申塔から生け垣が続く西
嶺の落ち着いた町並みへ。筏道と呼ばれた旧道を体験、鵜の木
松山公園をへて鵜の木駅まで向かいます。

● ４月２６日（土） 13:30～16:00
「蒲田周辺の水路跡を探る」
蒲田駅周辺にも数々の六郷用水支流が流れていました。代表的
な御園堀、新宿糀谷用水、逆川などを辿り、映画の街だった蒲
田も感じて頂きます。

❖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）

JR 蒲田駅西口交番前̶御園堀跡̶跨線橋̶新宿小裏用水路跡ー
蒲田温泉̶松竹キネマ撮影所跡̶逆川通り遊歩道̶東口商店街
̶区役所（解散）

● ５月２４日（土）13：30～16：00
「下丸子には旧道がいっぱい」

東急下丸子駅̶六郷用水南北引分̶大田区最後の田んぼ跡̶
下丸子公園̶妙蓮塚三体地蔵̶矢口ポンプ所̶
新田神社̶頓兵衛地蔵̶下丸子駅（解散）

下丸子地区は歴史の宝庫。旧市街の曲がりくねった道を抜ける
と耕地整理された整然とした町並みそして多摩川の蛇行跡へ。

東急多摩川駅̶復元水路̶西向き庚申塔
̶高砂公園̶西嶺梅並木̶六郷用水切り
通し跡̶白山神社̶いかだ道̶鵜の木松
山公園̶鵜の木駅

３月２９日（土)
『花まつり行事の見どころ』
4月5日、6日開催の「本門寺春まつり」にてお開帳され
る五重塔と、花まつり法要が営まれる本殿の当日のみど
ころをご紹介。桜も咲き始める頃です。
４月１９日（土）　
『二組の仁王様』
本門寺には二組の仁王様がおまつり
されています。一組目は石段の上の
仁王門で睨みを利かせている仁王様。
もう一組は本殿の圓鍔勝三作の仁王
様です。
５月２４日（土）　
『御廟所と紀州家墓所』
日蓮聖人の御灰骨が納められている御廟所は本門寺で最
も神聖な場所です。江戸時代、本門寺の大外護者である
紀州徳川家墓所も御廟所近くに造営されました。

（特製オリジナル手ぬぐいプレゼント付き）

３月２９日（土）　無料　　
第１回目　11:00～12:00　
第２回目　14:00～15:00

◆『春を探しに池上を歩く』　参加費：５００円
４月５日（土）　　９：３０～１２：００
池上本門寺の東側の塔頭を巡ります。枝垂桜、山桜吉野など桜
を訪ね、静かな佇まいのお寺と緑の小道を楽しみます。
募集人員　　２５名（先着）
集合場所　　大田区立池上会館前
池上会館→養源寺→妙雲寺→めぐみ教会（曙楼跡）→長勝寺→東之
院→安立院→朗峰会館→高台→五重塔付近　　

◆『羽田まちめぐり・橋めぐり』　参加費：５００円
５月１０日（土）　　１０：３０～１２：３０
羽田七曲がりを歩き、海老取川にかかる４つの橋めぐり
募集人員　　２０名（先着）
集合場所　　京浜急行空港線　大鳥居駅西口改札前　　
大鳥居駅→羽田神社→大師橋→赤レンガの堤防→羽田の渡し→羽田
本通り→七曲がり→五十間鼻→弁天橋→天空橋→稲荷橋→穴守橋→
穴守稲荷神社→京急穴守稲荷駅



❖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

※＜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コース名　開催日　※空港ガイドの場合　希望の回11:00／14:00
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。

　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

2 4
1 5・ のコースは予約不要です

４

3

４月２６日（土）１３：００～１６：００ 　

◆『赤毛のアン』の翻訳者村岡花子と
    馬込文士村の女流文学者たち

今春スタート NHK 連続テレビ小説「花子とアン」
の主人公である村岡花子が生涯を過ごした「大森」。
歌人・翻訳家の片山広子との関わりなどを交えな
がら馬込文士村の女流文学者にスポットを当てて
ご案内します。
JR大森駅西口～文士村レリーフ～天祖神社～大森・望翠
楼ホテル跡～山王会館（展示見学　村岡花子・吉屋信子・
佐多稲子）～片山広子～大田文化の森～赤毛のアン記念館・村岡花
子文庫（外観見学）～佐多稲子～龍子記念館～宇野千代・尾﨑士郎
～熊谷恒子記念館（展示見学）～大田区立郷土博物館

◆「八重の桜」でおなじみの カタルパの花咲く
　徳富蘇峰邸を辿り馬込文士村へ

各回限定　30 名（先着順）　参加費　500 円 ( 入館料込 )

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

干潟の自然に
　ふれよう

５

❖担当：多摩川とびはぜ倶楽部
０３－５４８２－５１８４（C&P内）

Webの場合 大田区まち歩きネットワーク

５月１８日（日）１３：００～１６：００

新島八重と共に同志社大学の創設に尽力した徳富蘇峰の住居
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。記
　　念館と庭園を見学し蘇峰（猪一郎）の足跡を辿りながら
　　春の馬込文士村を一緒に散策しましょう。

　　JR 大森駅北口～児島惟謙～大森貝塚遺跡庭園（散策）～
　　和辻哲郎～子母沢寛～日夏耿之介～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

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
の活動です。大人から子どもまでどなたでも参加できます。

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：９：５０
活動時間：１０：００～１２：００
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

日程：4月 27日（日） ・ 5 月 18日（日）・ 6 月 15日（日）

※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

申込不要
無　　料

モノづくりのまちの創造拠点　 くりらぼ多摩川
平成 25 年 12 月、大田区矢口 ( 東急多摩川線武蔵
新田駅近く ) の工場長屋の一角を改装し、モノづ
くりワークショップや体験イベント、ツアーの窓
口など、モノづくりを基盤としたまちづくりを進
めるための地域交流拠点として「くりらぼ多摩川」
がオープンいたしました。

【今後のイベントのご案内】
・子どもモノづくり塾　　3/12（水）、26（水）
・町工 BAR　　3/26（水）　月 1 ペースで開催予定
・大田の工場×クリエイター　ワークショップ　3/29（土）
・モノづくりのまちめぐりツアー　　4 月、5 月　開催予定
※イベント情報などは HP やチラシなどをご覧下さい

企画紹介　　町工 BAR　
ワンドリンクつきのトーク形式のイベントで、実際に町工場で働く
方や様々なジャンルのゲストを招いて参加者と距離の近い形でお話
を伺います。雰囲気のある夜のくりらぼ多摩川で、参加者同士の交
流も育みながら学びの機会を楽しみませんか。

Vol．2　下町ボブスレーのネットワークから新たな取り組みへ
ゲスト：横田信一郎氏（株式会社ナイトペイジャー）
開催日時　3月 26 日（水）19：00－20:30
内容：プロジェクトの経緯、ボブスレーの
つながりから得たことなどを伺います。
参加費 1500 円（ワンドリンク付）
定員 15名　問合せ先　大田観光協会　03-3734-0202

※赤毛のアン記念館・村岡花子文庫は、H26 年度は休館中のため外観より見学
となります。あらかじめご了承下さい。



まちなかイベントカレンダー　3-5 月
【3月】
15 日（土）大森海苔のりウォーク＠大森海岸　他
16 日（日）池上本門寺朝市　
29、30（土、日）大岡山さくらまつり＠大岡山４商店街
30 日（日）シーカヤックスクール＊　＠大森ふるさとの浜辺公園
　　　　　 (※4月 27 日、5月 11 日も実施 ) 
　　　　　 希望ヶ丘の春祭り＠石川台希望ヶ丘商店街　　　　　
　　　　　 二一世紀桜まつり
【4月】
5、6日（土、日）池上本門寺春まつり＆花まつり
6日（日）　馬込文士村大桜まつり
12、13 日（土、日）2014 蒲田行進曲フェスタ JR蒲田西口駅前広場
20 日（日）池上本門寺朝市　
21 日 ( 月 )   禰宜の舞＠天祖神社・西嶺町
29 日（祝）フラワーフェスティバル＠JR 蒲田西口駅前広場

【5月】
5月 3～ 6日   フラワーフェスティバル＠JR 蒲田西口駅前広場
11 日 ( 日 )　水神祭＠羽田沖
18 日（日）    池上本門寺朝市　
20 日 ( 火 )　春宵の響＠洗足池
24、25 日 ( 土、日 )　
                 TOKYO CANOE FESTIVAL in OTA＠大森ふるさとの浜辺公園

まち歩き＆イベント おすすめ情報 

『大森海苔のりウォーク』
大田区・大森の海苔問屋と海苔のふるさと館をめぐるウォーキン
グイベント。海苔の試食や特別販売などもあります♪
ゴールされた方に天然温泉平和島の割引クーポンなどプレゼント。
日　　程：平成 26 年 3月 15 日（土）　10 時～ 16 時
コー ス：京急大森海岸駅スタート→商店街・海苔問屋→大森海苔
のふるさと館・平和の森公園→
BIG FUN 平和島

おおたの桜スタンプラリー
多摩川や池上本門寺、呑川、洗足池、馬込文士村、
平和島など大田区内の桜の名所をめぐりスタンプ
６ケ集めてご応募下さい。応募者全員にステキな
プレゼントがお手元に届きます！！
期間：３月２２日（土）～４月１３日（日）
参加方法：観光協会、図書館、出張所、まちかど
案内所などにて大田観光協会発行情報誌「大田の
観光　春」をご入手下さい。その中に特別編とし
て【桜の名所案内】がスタンプ台帳になっていま
す。

≪おすすめコース≫　
平和島・ふるはまコース　　馬込文士村MUSEUMコース
池上本門寺コース　呑川・洗足池コース　多摩川コース
みんなでつくる　おおたの桜フォトギャラリー　
みなさんが撮影した今春の大田区内の桜の写真で、大田観光協会のホームペー
ジに桜写真アルバムを作りましょう。大田観光協会HP（http://o-2.jp）より
チェック！！
募集期間：３月２２日（土）～４月１３日（日）
作品規格：JPEG形式で 10MB以内（推奨 2400×3000 ピクセル以上、
               700 万画素数相当）
応募資格：どなたでもご応募いただけます。（お一人 10点以内）主催・お問合わせ　大田観光協会 03-3734-0202

距　　離：約 10キロ
申込方法：当日申込制　受付時間　10:00-11:30
受付場所：大森北公園（京急大森海岸駅前）
雨天決行　荒天中止
共同主催：大田区、京浜急行電鉄（株）、京急観光（株）
お問合わせ：大田区産業経済部観光課 03-3733-6190

「大森アートフェスタ 2014」
３月８日（土）～２３日（日）展覧会、ワークショップなど
地元アーティストらにより４４企画が大森のまちの中で開催
されます。その中からまちあるきイベントを２つご紹介しま
す。

『大森アートまちあるき』
　　
Ａコース　大森駅の周辺のアトリエ、ギャラリー、
                       アートスポットをめぐります。
日時：３月２２日（土）１０：１５～１２：１５
集合：１０：００　ＪＲ大森駅中央改札口
参加費：５００円（保険、資料代を含む）
募集人数：１５名（先着順）
その他：終了後、希望者はアートなカフェでランチをご一緒
に（ランチ代は各自負担）

Ｂコース　アトリエギャラリー、龍子記念館、熊谷恒子記念館他
                       をめぐります。
日時：３月２２日（土）１３：３０～１６：３０
集合：１３：１５　ＪＲ大森駅中央改札口
参加費：５００円（保険、資料代を含む。入館料は各自負担）
龍子記念館入館料：大人２００円　小人１００円
  　※６５歳以上（要証明）と５歳以下は無料
熊谷恒子記念館入館料：大人１００円　小人５０円
  　※６５歳以上（要証明）と５歳以下は無料
募集人数：１５名（先着順）

Ａコース・Ｂコースいずれも
申込・問合：大森アート・ヴィレッジ　プロジェクト事務局
（NPO法人大森まちづくりカフェ）
TEL・FAX ０３－５９３５－７８８１
メール art@oomori-cafe.com
詳細　http://www.oomori-oavp.net/

大田区中央に居住し生涯を過ごした「赤毛のアン」の翻訳者・村
岡花子さんの明治・大正・昭和にわたる波乱万丈の半世紀を描い
た「花子とアン」がNHKの連続テレビ小説で放送されます。大
田区では地域の方々にご協力いただき「大田区『花子とアン』推
進委員会」を発足。情報発信やイベントを通じて地域を盛り上げ
ていきます。詳しくは大田区ホームページ等でご紹介いたします。
【放送期間：3月 31日（月）～ 9月 27日（土）】

放送にあわせ
大田区各地でイベント開催


