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①マンガの聖地
「トキワ荘マンガミュージアム」を巡る

③春の小京都、鳥山寺町を歩く

かつて都心にあつた 26の寺院が、関東大震災後にこの地
に移動 し寺町を形成 しました。鳥山川源流の池がある高

源院や、歴史ある寺院を訪ね小京都の雰囲気を感 じなが

ら、春の烏山寺町の歴史をご紹介 します。

久我山駅→神田川→玉川上水→取水回→高源院 (烏 山川

源流)→妙壽寺→専光寺→古鳥山川跡一部→玄照寺→構

往院→幸龍寺→区民館 (休憩所)→妙高寺→西沢つつじ

園→千歳烏山駅

4月 18日 (土 )12:50集合
13 : 00´ V16 : 00

集合 :京王井の頭線久我山駅

改札外

解散 :京王線千歳烏山駅

NPO法人東京シティガイ ドクラブ
〒113‐0033東京都文京区本郷3-17-7 本郷太口 UTビル 3F

②愛宕神社からアークヒリレズヘ

④多摩川ウォーク第 2回
丸子多摩川より玉堤を経て九品仏浄真寺まで

■
響
ヽ

．，姜〓　
す一̈
　　　　　一́　^
一・

メ

手塚治虫、藤子不二雄、石ノ森章太郎、赤塚不二夫等の

住んでいた伝説のアパー トを復元した「トキワ荘マンガ

ミュージアム」が 3月 にオープンです。 トキワ荘通りお

休み処、跡地モニュメン ト等マンガの聖地を巡 ります。

椎名町駅ギャラリー→あけばの湯跡→ トキワ荘通 りお休

み処→跡地モニュメン ト→ラーメン屋松葉→ トキワ荘マ

ンガミューンアム
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4月 14日 (火 )12:50集合

13 :00´ψ15 : 30

集合 :西武池袋線椎名町駅

北口右斜め前広場

解散 :ト キワ荘マンガミュージアム

(最寄 り駅 :大江戸線落合南長崎駅 )

丘の上異国文化漂 う街歩き

歴史ある愛宕神社からの眺めや杉田玄白墓の後、新緑の

坂道を歩きながら大倉集古館の文化財、霊南坂教会、外

国大使館を巡ります。春の午後、サン トリーホールでパ

イプオルガンの音色に耳を傾けませんか ?

神谷町駅→愛宕神社・NHK博物館入館→栄閑院・杉田玄白

墓→汐見坂→霊南坂・アメリカ大使館外観・大倉集古館
→霊南坂教会→スペイン大使館→スエーデン王国大使館
→永井荷風旧居偏奇館跡→スペイン坂→アークヒルズ・

サン トリーホール・カラヤン広場

4月 16日 (木)9:50集合
10: 00～ 13 : 00

集合 :東京メ トロ日比谷線神谷町駅

虎ノ門方面改札口前

解散 :アークヒルズ カラヤン広場

(最寄駅 :メ トロ南北線六本木一丁目駅 )

大田区の田畑をうるおした六郷用水の丸子多摩川駅より
上流は、川名を丸子川と変える。今回は、丸子多摩川よ

り世田谷区の玉堤、九品仏浄真寺まで歩く。

東急多摩川線多摩川駅→ (六郷用水→丸子川)→多摩川

浅間神社→多摩川台古墳群→ (田 園調布の街並み)→照

善寺→御鷹野状→田園調布八幡神社 →玉堤分水 (玉川

温室村跡)→丸子川→偉乗寺→尾山台宇佐神社 (八幡塚古

墳)→九品仏浄真寺→九品仏川跡→東急東横線・大井町

線自由が丘駅

4月 19日 (日 )12:50集合
13 1 00～ 16 : 00

集合 :東急東横線多摩川駅改札口前

解散 :東急東横線・

大井町線 自由が丘駅

TEL/FM03‐12H1518



⑤間近、東京五輪開幕 !

間近に迫った東京五輪。国立競技場、東京体育館周辺は
日々、五輪ムー ドが高まっています。五輪関連施設と天
皇家ゆかりの明治神宮外苑～青山通 り沿いの新旧名所を
ご案内します。
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」R千駄ヶ谷駅→東京体育館→鳩森八幡神社 (千駄ヶ谷
富士)→将棋会館 (入館)→国立競技場→ジャパン・オ
リンピック・スクェァ (入館)→ 日本青年館→明治神宮外
苑→赤坂御用地→高橋是清翁記念公園→草月会館→

山脇学園 (重文・武家屋敷門)→豊川稲荷東京別院→赤坂
見附駅解散
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4月 25日 (土 )12:20集合
12 : 30´ψ15 : 45

集合 :」R総武中央線千駄 ヶ谷駅

改札外

メ トロ赤坂

～青 ぶ

⑦大 丸 有 (大手町・丸の内・有

⑨未来の SHIBUYA′ 今のしぶや′昔の渋谷
～変わつていく駅周辺と往時に思いを馳せる旧跡 ⑩隅田川のオリンピック三橋と周辺の水辺散策

隅田川下流の三橋 (築地大橋、勝日橋、佃大橋)は、2020
年、幻の 1940年 、1964年の各オリンピックに向けて架
けられました。川風にあたりながら水辺と三橋を巡 り、
更に明石町・佃島などの周辺名所もご案内します。

汐留駅 → カレッタ汐留 46階展望室 → 築地大橋 →

勝円橋 → 聖路加ガーデン → 明石町 外国人居留地跡
→ 佃大橋 → 佃島 → 月島駅
(歩行距離 約 7Km)

5月 27日 (水)12:50集合
13 : 00～ 16 : 30

集合 :都営大江戸線 「汐留駅」

新橋方面改札口外

解散 :メ トロ有楽町線・大江戸線
「月島駅」7番出口 地上

メールまたは Faxで、「コース番号」「コーステーマ」「氏名・住所・ 年令・

⑥日光御成道を歩く 駒込から王子まで
「日光御成道を歩く」の第 2回 日として、駒込から王子
まで歩きます。また、その途中の江戸時代の跡を探 しな
がら歩きましょう。
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」R駒込駅→染井吉野桜記念公園 (染井吉野発祥の地 )

→妙義神社→霜降橋商店街→旧古河庭園→無量寺→平塚
神社・平塚亭→城官寺→滝野川公園・御殿前遺跡→西ヶ
原一里塚→七社神社→飛鳥山公園→」R王子駅

5月 9日 (土 )9:50集合
10:00-13 : 00

集合 :JR駒 込駅北回改札外

解散 :」R王子駅

大手町、丸の内、有楽町は日本を代表するビジネス街で
すが、大ビジネス街の中にも確かな歴史の蓄積が隠れて
います。過去からの歴史の蓄積と新 しいビルとの魅力的
なコン トラス ト眺めつつ、ご一緒に楽しみましょう !

竹橋駅→和気清麻呂像→一ツ橋邸跡→将門塚 (伊達騒動
跡)→読売新聞社 (箱根駅伝スター ト・ゴール)→ ファ
イナンシャルシティ (星のや温泉)→大手町川端緑道公
園→信託博物館→東京駅前→丸の内仲通 り→明治生命館
→帝国劇場→DNタ ヮー (旧 GHOビル)→ペニンシュラホ
テル (旧 日活国際会館)→」R有楽町駅

5月 17日 (日 )12:50集合
13 : 00-16 : 00

集合 :東京メ トロ東西線竹橋駅
3a出 口地上

解散 :」R有楽町駅
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③新一万円札の
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「渋沢栄―」の足跡を巡る

新一万円札の肖像に決まった “渋沢栄一"は約 500の企
業の設立に関わ り、「日本の資本主義の父」と呼ばれ、来
年のNHK大 河 ドラマの主人公にも決まりました。日比
谷から兜町を巡 り、業績の一端に触れる街歩きです。
｀
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東京駅丸の内南口→三菱一号館→東京商工会議所→日比
谷通り→地下鉄日比谷駅⇒茅場町駅→渋沢シティプレイ
ス→第一銀行発祥の地→東京証券取引所 (見学)→ 日証
館→郵便発祥の地→常盤橋公園→貨幣博物館 (見学 )

5月 21日 (木)12:50集合
13 : 00-16 : 00

集合 :」 R東京駅丸の内南ロ ドーム

解散 : 貨幣博物館 (最寄 り駅 :東

京メ トロ半蔵門線・銀座線三越前

駅)別途費用 :交通費 ¥170

100年 に一度と言われる大改造真つ最中の渋谷駅周辺。
新名所も続々 !今後も工事は続きますが、未来の姿がか
なり見えてきたこの時期に、過去にも思いを馳せつつ、
「渋谷の今」をご案内します。

渋谷駅モアイ像前集合→渋谷フクラス→渋谷スクランブ
ルスクエア→渋谷ス トリーム→渋谷 リバース トリー ト
(渋谷川)→渋谷ブリッジ→渋谷氷川神社→塙保己一資

料館 (入館)→國學院大學博物館 (入館)→金王八幡神
社→渋谷クロスタワー→渋谷ヒカリエ解散
: , ・・
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5月 23日 (土 )12:50集合

13 : 00～ 16 : 00

集合 :渋谷駅モアイ像前
解散 :ヒ カリエ 2階ロビー

(最寄駅 :」 R、 東京メ トロ渋谷駅 )

別途費用 :塙保己一資料館 100円

電話番号・ 緊急連絡先電話番号」を明記 して、お申し込みください。
=>



⑪天と地を歩く大山街道・渋谷～三軒茶屋

大山街道 (矢倉沢往還)は古代より旧東海道の脇往還な
どの東西の主要街道で、今回は渋谷から三軒茶屋まで、
道玄坂、大坂、大橋等旧名所に加え、渋谷ヒカリエ、ス

クランブルスクエア、日黒天空公園、キャロットタワー

など高層ビル新名所も訪ねます。

渋谷ヒカリエ前→同スカイロビー→スクランブルスクエ

ア→ハチ公像→スクランブル交差点→109→道玄坂碑→

大坂→氷川神社→目黒天空公園→大橋→池尻稲荷神社→

三宿→昭和女子大学→大山道標→三軒茶屋跡→キャロッ
トタワー展望ロビー→三軒茶屋駅

5月 30日 (土 )9:50集合
10: 00-13 : 00

集合 :渋谷ヒカリエ 1階正面入口

解散 :東急田園都市線三軒茶屋駅

募集人数

参加料
別途費用

お申込先

⑫江戸情緒あふれるひぐらしの里散歩と

私たち東京シティガイ ドクラブは、

公益財団法人東京観光財団実施の

「東京シティガイ ド検定」合格者有志に

より結成された観光ボランティア

グループです。

各コース共 30名
各コース共  1′ 000円 (シ リーズ企画も含め催行日の集合場所でお支払いをお願いします)

コース内の施設入館料、拝観料、移動の際の交通費は参加者の負担となります
※募集締切日は、各コース共 催行日の 1週間前 (7日 )

NPO法人東京シティガイ ドクラブ FAX:03… 6912-1518

email:planningtour@tcgcjp

谷中銀座でお買い物

ひぐらしの里の由来は広重・名所江戸百景に描かれてい

るような景色を一日中眺めていても飽きることがなく日
が暮れていく里だそうで、そんな江戸情緒を感じながら
の街歩きと谷中銀座でお買い物を楽 しんで頂きます。

」R西 日暮里駅→西日暮里公園 (ひ ぐらしの里)→諏方神
社→浄光寺→富士見坂→経王寺→本行寺→天王寺→五重
塔跡 (ト イレ休憩)→谷中霊園 (徳川慶喜墓など)→旧
吉田屋酒店→ヒマラヤ杉→大名時計博物館→あか じ坂→

旅館澤の屋→へび道→よみせ通 り・谷中銀座 (店 のご案
内)座→夕やけだんだん (※終了後、各自お買い物 )

10:00-13 : 00
集合 :」R西 日暮里駅北回改札外

解散 :夕 やけだんだん
し

⑭江戸城 36見 附を歩 く 筋違橋御門から⑬東京オリンピツク 幻のマラソンコースの

新国立競技場、オリンピックミュージアム、新宿御苑周
辺、防衛省、亀ヶ岡八幡宮、飯田橋駅前までの名所旧跡
を楽 しく歩きます。

「
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」R信濃町駅→明治記念館前→聖徳記念絵画館前→新国立

競技場→オ リンピックミュージアム→幻のオ リンピック
コース→途中の歴史に関わ りにある場所 (沖 田総司終焉
の地、多武峰神社、四ツ谷大木戸跡)→富久町交差点→

防衛省前→亀ヶ岡八幡宮→飯田橋駅前
|:    :|.it  .■ lti

6月 6日 (土 )12:50集合
13 :00-16 : 00

集合 :」R総武中央線信濃町駅

解散 :」R総武中央線飯田橋駅

「江戸城 36見附を歩く」の 2回 日として、筋違橋御門か
ら、小石川御門を通 り、牛込御門まで歩きます。また、
その間の江戸時代の跡を探 しながら歩きましょう。

な
万世橋→マーチ→筋違橋御門跡→昌平橋→湯島聖堂→神
田明神→昌平坂学問所跡→近代教育発祥の地・聖橋→東
京都水道歴史館・神田上水復元遺跡→忠弥坂→金毘羅神
社 (松平頼重公屋敷跡)→神田上水懸樋跡→水道橋→三

崎神社→飯田町遺跡 (讃岐高松藩上屋敷跡)→小石川橋
(見附)→小石川後楽園→飯田橋→水辺公園→軽子坂 (遠

望)→牛込揚場跡→牛込橋→牛込御門跡

6月 13日 (土 )9:50集合
10: 00-13 :00

集合 :JR秋葉原駅電気街口

(西 口)改札外

解散 :」R飯田橋駅

⑮あの三田用水の尾根道をたどる～八イライ ト～

江戸時代に玉川上水の笹塚付近から分水された三田用
水。そのうち代官山から高輪台までのハイライ ト部分を
取 り上げ、尾根道ならではの景色の良い所を歩き、遺構
を探 しながら水路を辿る楽 しさを味わいましょう。

l itllヤ:1   .='
代官山駅→新坂橋→猿楽口分水跡→猿楽塚古墳→ 目黒元

富士→鎗 ヶ崎→ 目黒新富士→防衛省→茶屋坂→ 目黒駅→

三田用水遺構→高輪台駅

゛
6月 21日 (日 )9:50集合

10 : 00-13 : 00

集合 :東急東横線代官山駅

中央改札日外

解散 :都営浅草線高輪台駅

2020.4前期自主企画



⑬サザエさんの見た昭和のオリンピック～

今年はオ リンピックイヤー、そしてサザエさんの作者・

長谷川町子生誕 100年です。1964オ リンピックの第二会

場・駒沢から桜新町まで、サザエさんの目を通 して、オ

リンピックと昭和という時代を辿 ります。

駒沢大学駅→駒沢オリンピック公園 (聖火台、体育館、屋

内球技場など)→駒沢大学 (外観)→桜新町駅→サザエさ

ん通り→長谷川町子美術館日長谷川町子記念館 (今年 4月

オープン)(解散後自由鑑賞)

6月 24日 (水)9:50集合
10:00～ 13 :00

集合 :東急田園都市線駒沢大学駅

改札日外

解散 :長谷川町子美術館

(最寄り駅 :東急田園都市線桜新町駅 )

⑩染丼霊園と周辺の寺で有名人の墓参 り

⑫ 7月 1日お山開き 目黒富士から
旧地の元富士跡ヘ

④義賊では無かつた !あの鼠小僧ゆかりの
下町 3地域を回遊散策

7月 1日霊峰の山開きに因み、まず目黒富士で登拝しま
す。次に目黒川沿いから天空庭と西郷山公園の展望台か

ら遥拝し、重要文化財旧朝倉家の見学後、浮世絵にある

『元不二』跡から中目黒までの急坂下りです。

池尻大橋駅→大橋氷川神社→目黒天空公園→桜樹記念碑
→菅刈公園和館展示室→西郷山公園→猿楽塚→旧朝倉家

住宅 (観覧料)→元富士跡→東京音楽大学キャンパス (目

切坂)→中目黒駅

7月 1日 (水)9:50集合

10:00´V13:00

集合 :東急田園都市線

池尻大橋駅改札外

解散 :東急東横線中目黒駅

別途費用 :入館料 100円

(60歳以上無料 )

⑬都内の富士塚に登る

7月 1日 のお山開きの日に、都内の富士山 (富士塚)に登

拝しませんか、今回は 3回 目の企画で、近代に定着し流行
したと思われる「府内七富士巡り」の内、現存する3つの

富士塚に登ります。

護国寺駅→①護国寺内 (神仏習合 :音羽富士)→護国寺駅
⇒ (電車移動 :市 ヶ谷経由)⇒千駄ヶ谷駅→②鳩森八幡神
社 (都 /文 :千駄ヶ谷富士)→千駄ヶ谷駅⇒ (電車移動、代々
木口品川経由)⇒新馬場駅→③品川神社 (区 /文 :品川富士)

→新馬場駅

7月 1日 (水)9:50集合
10: 00-13 : 00

集合 :東京メ トロ有楽町線

護国寺駅 1番出回 (改札口)

解散 :京浜急行本線新馬場駅
:交通費 :650

⑩有明に五輪を見に行こう 予行練習ウォーク

東京五輪、有明の 5会場は、近い「有明テニスの森」駅が

使えず、豊洲、東雲、国際展示場駅との間を歩かされま

す。楽 しく歩けるよう、新 しい商業施設や距離感をチェッ

クしながらの、「予行練習」ウォークです

豊洲シビックセンター→豊洲ベイサイ ドクロス (1)→豊洲

市場にぎわい施設「江戸前場下町」 (2)→ 木遣 り橋―有明ア

リーナ→有明体操競技場→有明テニスの森駅→有明アーバ

ンスポーツパーク→有明テニスの森→有明ガーデン(3)→
りんかい線国際展示場駅   81層 茅

=フ
リ8奎瑞蕩薫響肇施設

(3)4月 オープンの大型商業施設

7月 11日 (土 )12:50集合     覇熙甲畷`
F

13 : 00-16 : 00

集合 :豊洲シビックセンター白虎像前

(東京メ トロ有楽町線豊洲駅 7番出口)

解散 :り んかい線国際展示場駅

青山・谷中・雑司が谷に引き続き 4回 目の企画です。江戸

期の駒込村染井は、御薬園や植木職人が多く住んでいまし

た。今回は周辺の本妙寺・慈眼寺・専修院と共に染井霊園
で有名人の墓を訪ねます。

巣鴨駅→本妙寺 (遠山金四郎他)→慈眼寺 (芥川龍之介他 )

→専修院 (角行藤仏)→染井霊園 (松戸徳川家・二葉亭四

迷・岡倉天心・高村光雲/光太郎/智恵子・松浦家・岩崎家・

藤堂家他)→地蔵通り商店街入ロ

9月 26日 (土)9:50集合

10:00-13:00
集合 :JR巣鴨駅改札日外

解散 :地蔵通 り商店街入口

(最寄 り駅 :巣鴨駅 )

子年の 2020年、江戸の義賊 ?鼠小僧の子年の 2020年、江戸の義賊?鼠小僧の生誕地・永眠地など

ゆかりの下町 3地域～両国・人形町・南千住を巡ります (一

部地下鉄移動 )。 鼠小僧実像やエピソー ド満載、町奉行所捕

縛や犯罪刑罰にも触れる楽 しい街歩きです。

」R両国駅西回→芥川龍之介旧居跡→回向院→浜町公園→

松島神社→竃河岸跡→元吉原跡→三光稲荷社→堺町中村

座跡→小伝馬町牢屋敷跡→地下鉄移動 (メ トロ日比谷線/

小伝馬町駅⇒南千住駅)→涸橋→小塚原刑場跡→延命寺→

小塚原回向院→南千住駅 (」 R・ メ トロ日比谷線 )

9月 27日 (日 )9:50集合
10:00-13 :00

集合 :」R両国駅西口改札出回

解散 :南千住駅

(東京メ トロ日比谷線/」 R)

別途費用 :交通費 170円


