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１．NPO法人東京シティガイドクラブ（TCGC）の目的
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１）目 的

東京に住む人々および東京を訪れる国内外の人々に対して、東京の歴史・
文化・経済に関する情報の収集提供、調査研究、普及啓発および人材育成
に関する事業を、主としてガイド活動を通じて行うことにより、地域の活性化、
観光まちづくりおよび社会教育の推進に寄与することを目的とする。

２）活動の種類

目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
・社会教育の推進を図る活動
・まちづくりの推進を図る活動
・国際協力の活動
・経済活動の活性化を図る活動
・以上の活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または

３）事業の種類

目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
・東京の歴史、文化、産業および自然等に関するガイド事業
・東京の歴史、文化、産業および自然等に関する普及啓発事業
・日本の伝統文化等を紹介することによる地域と外国人との交流促進事業
・調査研究報告書の出版事業
・ガイドに携わる人材の育成事業
・東京都内および全国の観光関連団体との連携事業

援助の活動



総 会

理事会

事務局

監事

研修グループ ガイドグループ

役員会と呼称

２）役員・事務局

総 会 ： 正会員をもって構成し、定款に定める、TCGCの運営から解散にいたる
事案に関する議決を行う。

理事会 ： TCGCの業務を執行するほか、次の事項を議決する権能を持つ。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

監 事 ： 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。

事務局 ： 事務局長および必要な職員を置き、TCGCの事務を処理する。

本部と呼称
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１）組織図

２．NPO法人東京シティガイドクラブ（TCGC）の組織図

〈役職名〉 〈氏 名 〉 〈主な担当分野〉

理事長 小泉 智和 総括

副理事長 髙橋 明子 総括補佐、経理、広報、会報

副理事長 広岡 幹雄 総括補佐、総務、研修セミナー

理事 石橋 史郎 企画講座、ガイドコース開発

理事 大戸 理恵子 ガイド報告分析

理事 岡部 俊夫 ガイドコース開発、企画講座

理事 小林 信彦 ガイドコース開発、文化財ウィーク

理事 斎藤 江美子 会報、修学旅行

理事 辻 俊明 会報

理事 富田 善久 ガイド研修

理事 林 和泉 東京マラソン、文化財ウィーク

理事 深谷 洋 修学旅行、外国人顧客対応

理事 二川 昌弘 東京マラソン、外国人顧客対応

理事 堀 宏子 研修セミナー、東京マラソン、外国人顧客対応

理事 山﨑 セツ子 ガイド研修

監事 小林 江連 業務執行状況および財産状況の監査

監事 中村 博行 業務執行状況および財産状況の監査

顧問 隅田 憲平 運営に関する助言

顧問 石川 邦雄 運営に関する助言

事務局長 道上 幸子 事務局事務全般、渉外、ホームページ、会員対応

事務局 河村 裕介 事務局事務全般、主催企画ツアー、友の会対応



３．研修グループ 一覧
《 研修グループ 》
・2014年12月現在のグループ数は19。大別して、言語別、地域別、テーマ別に分類
されます。
・各グループは、所属を希望する会員により構成され、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ等を互選します。
・ひとりの会員が、複数のグループに所属することは妨げません。
・グループによって開催の頻度は異なりますが、研究会、ミニツアー等、概ね月1回
開催し、相互研鑚により知見を深めています。
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研修グループ名 氏 名 活動の概要

1英 語 清水 稔
「外国人おもてなし」の心で東京の魅力を紹介できるよう勉
強会と実践を中心に研修を実施しています。

2中国語 村山 一史
中国語圏の観光客に東京をご案内できるよう、勉強会と研
修を実施しています。

3ハングル 細谷 彰男
ハングルで東京をご案内できるよう、勉強会と研修を実施
しています。 （当分の間 休会）

4歴史研究探索 土屋 献一郎
歴史の現場を訪ね当時の人々の生活や思いに触れ、歴史
から先人の素晴らしさを学びます。

5自然探索 味澤 清
都内の庭園、公園などの探索をつうじて花木を覚えながら、
ガイド研修を実施しています。

6古典芸能探索 住吉 邦夫
江戸の伝統芸能・情緒・風情などの鑑賞や体験、それらの
舞台となった背景や街並を探索します。

7美 術 安原 もゆる
美術館のみならず、ﾊｯとするような街の景観や興味を引く
建物やｱｰﾄっぽいものなどの探訪を行います。

8

名所
旧跡
探索

江戸川・江東・
中央・葛飾

伊藤 捷司
柴又、深川、月島、築地、銀座、日本橋などを中心に下町
の今と昔、そして下町のこころを探訪します。

9
足立・荒川・

台東・墨田
岡部 俊夫

東京の原点は下町にあり。江戸から東京へ変わった街並
みが今も残る下町を探訪します。

10 都心・山の手・島嶼 高橋 憲正
東京の魅力を多角的（歴史・文化・自然・流行など）に捉え、
斬新なコース設定を目指します。

11 多摩 金子 総之助
多摩を“武蔵の国の中心”ととらえ、名所・旧跡を探訪しま
す。

12文 学 寺岡 恂
作品や作家由来の地、また漫画や映画などの周辺ｻﾌﾞｶﾙ
ﾁｬｰも意識しつつ探訪と研修を実施しています。

13グルメ 中村 英恵
「食」は東京の重要な観光資源。いかに魅力的に伝えられ
るかを考えグルメツアーを実施しています。

14産業観光 中村 博行
都内の工業関係の工場、工房、博物館や公共設備を巡り、
体験型ガイドツアーのご案内を目指します。

15商店街 赤石 悦男
下町の商店街から市場、最新商業ビルなど、東京の元気
な「商店街」を探索します。

16日本の生活・文化 川口 浩史
東京（日本）の生活・文化を内外の方々にご紹介できるよう、
鑑賞や実践を含んだ研修を実施しています。

17江戸名所図 町田 菊男
江戸名所図（江戸名所図会/名所江戸百景等）や切り絵図
を媒介とし町歩きや勉強会を実施しています。

18のりもの観光 倉科 宏明
交通機関、施設及びその周辺を観光資源と捉え、これらを
利用した観光の方法を研究しています。

19老舗・東京みやげ 池内 久孝
時を超えて愛され続ける「老舗」（元祖・本舗）と「東京みや
げ」について、実際に訪問・探訪します。



４．ガイドグループおよびアサイナー 一覧

《 ガイドグループ 》
・TCGCがガイド依頼を受けた際に、「当該ツアーに適任のガイドを指名する役割を
担う」会員と「当該エリアのガイドを行うことを希望する」会員からなるグループです。
・ガイドを指名する役割を担う者を、アサイナー（ assigner , assignor ）と呼称します。
・アサイナーは、理事会の承認によって指名されます。
・ガイドを行うことを希望する会員は、TCGCが定める一定要件を満たし、かつ予め
事務局に登録することが必要です。
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No. エリア アサイナー エリアのテーマ 所要

1 皇居東御苑・皇居外苑 細谷 彰男 都心のオアシス 皇居で歴史を感じる 2～2.5H

2 東京駅・丸の内・有楽町 富田 善久 ビジネス街に広がる癒しの空間 2～2.5H

3 銀座の今昔を訪ねる 隅田 憲平 新しさを求めて変貌する世界の銀座 2.5～3H

4
築地・明石町・佃・月島

歴史と街並み探訪
山﨑 セツ子 江戸から東京へ、街並みの変遷に触れる 3H

5 都立庭園巡り 小林 信彦 歴史と伝統に彩られた庭園を楽しむ 2～3H

6 お台場 北川 敏子 時代を先取りする東京のｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄを巡る 2H

7 日本橋・人形町 松島 和夫 街角に江戸を感じる繁華街を歩く 2～2.5H

8 芝・麻布・六本木 川鍋 義夫 新旧混淆そして国際色豊かな街を巡る 2.5Ｈ

9 江戸四宿を巡る 外村 馨 今日の東京の基礎を築いた旧街道を偲ぶ 2.5Ｈ

10 都心の杜を歩く明治神宮 明石 光子 深い森から高層ビル群を望む 1.5～2Ｈ

11 原宿表参道・青山表参道 山崎 雅夫 表通りから路地裏まで、時空を超えて街歩き 1.5H～

12 新宿・四谷寺町界隈 二川 昌弘 超高層ビル群の中の新旧の街並みを巡る 2～3Ｈ

13 神楽坂・牛込 灰谷 みさ子 新旧の交じり合う街を巡る 2～2.5H

14 秋葉原・神田 岡野 明日香 趣味の都「趣都」といわれる秋葉原を歩く 2～3H

15 湯島・本郷・お茶ノ水 石川 邦雄 文豪が愛した、我が国の教育発祥の地を歩く 2～3H

16 谷・根・千を歩く 岡部 雄太郎 昭和のﾚﾄﾛな面影が残る町並みや路地を巡る 2.5～3H

17 東京ｽｶｲツリー・向島・両国 岡部 俊夫 東京の新たなｼﾝﾎﾞﾙとその周辺を歩く 2～3H

18 上野公園周辺探訪 長澤 鞆一 幕末から近代の文化を横断的に探訪する 2～2.5H

19 江戸文化を体感する浅草 岡部 俊夫 浅草下町江戸のにぎわいを歩く 2.5～3Ｈ

20 下町深川歴史 小林 信彦 江戸時代からの盛り場の今を歩く 各3H前後

21 「男はつらいよ」柴又 隅田 憲平 人情溢れる寅さんの世界へ 2～3H

22 早稲田・目白・雑司ヶ谷 高橋 憲正 文教的な地と神田川近辺の名所めぐり 3H

23
府中・国分寺の歴史遺産を

巡る
内田 幸良 東国の文化の中心地における名所旧跡を巡る 3.5H

24 多摩の自然探索 矢島 誠 都心の喧騒を離れて大自然の中を歩く 3～5H

25 三鷹・吉祥寺 金子 総之助 自然が残る文学・ｱﾆﾒ・ﾄﾞﾗﾏ発信の街を歩く 3H

26 江戸の匠、職人の伝統工房 中村 博行 聞いて、見て、そして作るを体験 3H前後

27 世田谷・目黒城南 石川 邦雄 魅力溢れる「隠れた」都会のｽﾎﾟｯﾄを歩く 2～3H

28 都電荒川線巡り 岡部 俊夫 東京に唯一残る市街電車に乗って旧跡を巡る 3H

29 オリンピック施設巡り 小泉 智和 2020年のｵﾘﾝﾋﾟｯｸに向け整備の進む地を歩く 2.5～3Ｈ


