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③ 日本橋から渋沢栄―翁の兜町、

下町人形町をめぐる

日本橋からNHK大河ドラマの「青天を衝く」で脚光を浴びてい

る兜町、看板建築と下町の人情の香る人形町を歩きます。

福徳神社→日本橋郵便局→旧第一国立銀行跡→東京証券

取引所→兜神社→鎧の渡し跡→昭和初期の看板建築→小

網神社参拝→甘酒横丁→東京水天宮

(工事中の場合は、立ち寄れないことがあります)

Gい 1月 8日 (月 )

9:50集合 10:00～ 12130

③ll月 13日 (土 )

9:50集合 10:00～ 12:30

集合 :福徳神社鳥居前

(最寄駅 東京メトロ銀座線、

半蔵門線「三越前駅」)

解散 :東京メトロ半蔵門線
「水天宮前駅」

NPO法人 東京シテイガイ ドクラブ

〒■13‐0033 東京都文京区本郷3-17-7本 郷太日 UTビル3F

ア 戸

② 銀座八丁神社めぐり

④ トキワ荘マンガミュージアムを巡る

新たな点ま癸鬼め

① 江戸城 36見附を歩く

四谷御門から赤坂御門まで

第 4回「江戸城 36見附を歩く」は、四谷御門から、赤坂御門

まで歩きます。その間の江戸の面影を探しましょう。

」R四ツ谷駅麹町口四谷御門展示→上智大学→真田濠→尾

張藩中屋敷跡→喰違門跡→迎賓館 (紀州1藩屋敷跡 遠望)→

紀ノ国坂→井伊家中屋敷跡→紀尾井坂→弁慶橋 ,弁慶堀→

紀州藩上屋敷跡→クラシックハウス→赤坂御門跡

①10月 9日 (土 )

10:20集 合 10:30～ 13:00

◎10月 13日 (水 )

10:20集 合 10130～ 13:00

集合 :」 R「 四ツ谷駅」麹町口

地下改札外

解散 :東京メトロ銀座線、

丸の内線

「赤坂見附駅」

「えつ、銀座に神社が ?」 世界の流行の最先端を行く銀座の

裏には生活する方々が信心するお稲荷様等が祀られていま

す。あなたの知らない銀座をご案内します。

幸稲荷神社→龍光不動尊→朝日稲荷神社→歌舞伎稲荷神

社→銀座出世地蔵尊→宝童稲荷神社→あづま稲荷神社→

黒護稲荷神社→熊谷稲荷神社→豊岩稲荷神社 (御朱印はあ

りません。一部、コロナ禍で立入禁止の可能性があります)

④ll月 1日 (月 )12150集合 13:00～ 15:30

③ll月 3日 (水祝)12:50集 合 13:00～ 15:30

集合 :東京メトロ有楽町線

「銀座一丁目駅」

6番出口方面改札外

解散 :銀座八丁目

資生堂ビル前

一 特別企画展見学

マンガの聖地トキワ荘のあつた椎名町は、レトロな街並みを体

感できます。ゆかりの地を巡り、トキワ荘マンガミュージアムで

充実した興味深い特男1企画展を見学します。

椎名町駅→トキワ荘通りお休み処→マンガステーション→

中華料理店松葉→跡地モニュメント→トキワ荘マンガミュージ

アム

①ll月 13日 (土)13:20集 合

③ll月 16日 (火 )13:20集合
集合:西武池袋線「椎名町駅」

北口陸橋下広場

解散 :トキワ荘マンガミュージアム

(最寄駅 都営大江戸線

落合南長崎駅)

別途費用:500円
(特別企画展入場料 )

13:30´‐16:00

13:30-16:00

TEL/FAx 03-6912-1518



⑤ 築地とミツシヨンスクール発祥の地      ⑤ 黄葉紅葉の田園調布と多摩川台

明石町を旅する ～渋沢栄―翁の理想郷

築地の発祥から外国との交流を経て沢山のミッションスクー

ルとキリスト教の教会が出来た明石町。ツアー後は、お買い

物も楽しめる築地場外市場へもご案内します。

築地本願寺→築地川公園→聖路加国際大学構内の記念碑
→蘭学事始地碑→慶応義塾発祥の地→築地カトリック教会

前→ミッションスクール発祥の記念碑めぐり→聖路加タワー→

隅田川テラス→はとば公園→波除稲荷神社→築地場外市場

④ll月 20日 (土 )

9:50集合 10:00～ 12:30

③ll月 24日 (水 )

9:50集 合 10:00～ 12:30

集合:東京メトロ日比谷線
「築地駅」1番出口地上

解散:東京メトロ日比谷線
「築地駅」

② 【手話付き】

手話ガイドと楽しく歩く浅草

【手話付き】(手話を必要とする方を優先します)

元々は外国人と修学旅行生で溢れていた浅草仲見世、少し

すいた今だからこそその魅力にゆっくり触れてみたいと思いま

す。難聴の皆様にも楽しんで頂きたく手話を付け説明フリップ

も掲示、見てわかるガイドを心がけています。

雷門→仲見世→宝蔵門→浅草寺本堂→浅草神社→影向堂
→淡島堂→ホッピー通り→浅草六区→公会堂→オレンジ通り
→伝法院通り→雷門通り→浅草文化観光センター

13:50集合

13:50集合

14:00-16:00
14:00-16:00◎ 3月 26日 (土 )

集合:雷門交番裏

解散 :

浅草文化観光センター

定員 :

当コースのみ各回 10名

◎ 新宿七福神めぐり

渋沢栄一の求めた田園都市とは?その答えを見つけるべく、

彼が晩年に手掛けた田園調布の町を散策する。周辺の多摩

川台古墳群や新しいスポット(I)も加え、黄葉紅葉に色づく

町を彼の思いと共に歩きましょう。

田園調布駅→田園調布町内→宝来公園→多摩川台古墳群

(多摩川台公園古墳展示室)→ 多摩川浅間山神社→田園調

布せせらぎ公園→多摩川台駅 (希望者のみ )

④ll月 23日 (火祝)

10:20集合 10:30～ 13:00

③ll月 26日 (金 )

10:20集合 10:30～ 13:00

集合:東急東横線・目黒線
「田園調布駅」改札外

解散:田園調布せせらぎ公園

(最寄駅多摩川台駅へ徒歩 1分 )

③ 廃線跡を巡 りながら戦争遺跡を訪ねる

(武蔵野市 )

マリアナ諸島サイパン島から直接の東京空襲で最初の攻撃

目標 (武蔵野市・中島飛行機武蔵製作所)跡地と、その工場
への廃線跡を歩き、戦中から戦後の変わり方を感じ、平和な

日本を再認識する街歩きです。

」R三鷹駅→世界連邦平和像→廃線跡遊歩道→玉川上水ぎ

んなん橋→境浄水場→関前高射砲陣地跡→延命寺・源正寺
→都立武蔵野中央公園 (中 島飛行機武蔵製作所跡地)→武

蔵野市陸上競技場

12月 5日 (日 )

9:50集合 10:00～ 13:00

集合 :」R中央線

「三鷹駅」改札外

解散 :武蔵野市陸上競技場

⑩ アキバ、オタクカルチヤー探訪と

「清い空七福神の初景色」「コロナにさよなら !」 、新宿七福

神めぐりをして運気を呼び込みましょう。

太宗寺→稲荷鬼王神社→永福寺→法善寺→厳嶋神社→経
王寺→善国寺 (神楽坂 )

① l月 4日 (火)9:50集合 10:00～ 13:00

③ l月 8日 (土)9:50集合 10:00～ 13:00

集合 :

東京メトロ丸ノ内線
「新宿御苑前駅」

3番出口方面改札外

角翠昔女:

善国寺 (神楽坂 )

(最寄駅 都営大江戸線
「牛込神楽坂駅」ヘ

徒歩 5分 )

ア
=メ

の聖地巡礼

電気街からオタクカルチャーの地に変貌した秋葉原の裏から

表まで、アニメ、ゲーム、フィギュアなど、大人がお金を注ぎ込

む趣味であり、数兆円規模の経済効果となつているコンテンツ

を解説しながら探訪します。

新御茶ノ水駅前→神田明神(アニメの聖地巡礼、アニメ売店、絵馬
等)→オタク系ショップ巡り(フィギュア、ドール、トレーディングカード、
アニメグッズ、模型、eスポーツ、メイドカフェ、アイドルなど)→ガチャ
ポン会館→ラジオセンター→ラジオ会館→」R秋葉原駅前

① 2月 3日 (木 )

13:50集合 14:00～ 16:30

③ 2月 6日 (日 )

13:50集合 14:00～ 16:30

集合 :東京メトロ千代田線
「新御茶ノ水駅」Bl出 日前広場

解散 :」R秋葉原駅前



①伝説の巨″ダイグラボツチ′の地

&
⑫ 神田駅～秋葉原駅めぐり「代田」

「梅まつり」

ダイダラボツチに因む地名「代田」は、幾多の文学・芸術が生

まれた地です。伝説の巨人の足跡や昭和の文化の痕跡を探

しながら、起伏に富む「代田」を散策し、最後は羽根木公園で

春を告げる紅自の梅を楽しみましょう。

代田橋駅→玉川上水(開 渠部)→ダイダラボッチの足跡(?)→

新代田駅(遠望)→文化人の痕跡①→世田谷代田駅→代田八

幡神社→文化人の痕跡②→北沢川緑道(文學の小路)→羽根

木公園(梅まつり)→ 梅ヶ丘駅(希望者のみ)

④ 2月 11日 (金祝)

10:20集合 10:30～ 13:00

③ 2月 15日 (火 )

10:20集合 10:30～ 13:00

集合:京王線「代田橋駅」改札外

解散:羽根木公園

(最寄駅 Jヽ田急線「梅ヶ丘駅」徒歩 3分 )

⑬ 江戸から令和を紡ぐ高輪さんぼ

―ディープ神田へようこそ一

江戸時代職人の町として形成され青果市場もあった神田。戦

災を免れた貴重な建物、須田町老舗街、有数の賑わいを誇つ

た万世橋駅の遺構、江戸の総鎮守神田明神、独自の進化を

遂げる秋葉原とディープな神田をめぐります。

」R神田駅→今川橋跡→神田中央通り(丸石ビル、旧第十銀

行など)→神田下水→多町通り(松本家住宅など)→神田青

果市場発祥の地→須田町老舗街 (ばたん、竹むら、いせ源な

ど)→マーチエキュート神田万世橋→昌平橋→神田明神→滝

沢馬琴住居跡→神田青果市場跡→」R秋葉原駅

2月 20日 (日 )

12:50集 合 13:00～ 16:00

集合 :」 R「神田駅」南口

解散 :」 R「秋葉原駅」

⑭ 古地図を使つて勝海舟邸跡や毛利庭園など

高輪ゲートウェイ駅近くの鉄道遺構「高輪築堤 (ちくてい)」 、赤

穂浪士の眠る泉岳寺や高輪道で古 (い にしえ)の高輪を歩き

ます。

」R高輪ゲートウェイ駅(鉄道遺構)→泉岳寺→旧細川邸・大

石良雄他 16人忠烈の跡→(二本榎通)→承教寺→高輪消防

署出張所→高野山東京別院→旧竹田宮邸・グランドプリンス

高輪・庭園→」R品川駅

3月 8日 (火 )

9:50集合 10:00～ 12:30

集合 :

」R「高輪ゲートウェイ駅」

改札外

解散 :

」R「 品川駅」高輪ロ

赤坂名所巡り

古地図を使つて赤坂御門から赤坂の地をこよなく愛した勝海

舟の旧邸跡 (3か所 )、 南部坂、水川神社、大名屋敷跡などの

名所を巡り、更に江戸名所を描いた浮世絵で江戸の情景を思

い描きながらご一緒に歴史散歩しましょう。

永田町駅→赤坂御門→弁慶橋→旧大山街道→牛鳴坂→武家屋敷

F](山脇学園)→丹後坂→勝海舟邸跡①→安芸広島藩浅野中屋敷

跡(現・赤坂サカス)→勝海舟邸跡②→南部坂→氷川神社→勝海舟

邸跡③→長門萩藩中屋敷跡毛利庭園→長門府中藩上屋敷跡毛利

庭園(lV朝 日前)→六本木ヒルズ又は六本木駅

3月 21日 (月 祝)9:50集合

集合 :東京メトロ「永田町駅」

5番出口地上

(半蔵門線・有楽町線・南北線 )

解散 :六本木ヒルズ (又は、

東京メトロ日比谷線「六本木駅」)

10:00～ 13:00

⑪‐青天を衝け～渋沢栄―の足跡ん

波乱万文の生涯を送つた渋沢栄―。パリ万博から帰国後、東京での活躍は素晴らしいものがあります。

渋沢栄―ゆかりの地を訪ね、渋沢の功績を再確認します。

<第 1回 渋沢活躍の地 (日 本橋兜町)>

第一国立銀行跡→東京証券取引所→旧

渋沢邸跡→常盤橋渋沢栄一像→貨幣博

物館

10月 8日 (金 )

12:20集 合

12:30～ 15:00

集合 :

日本橋野村證券

ビル前

解散 :

貨幣博物館

<第 2回 渋沢終の棲家>

洋紙発祥之地→お札と切手の博物館→

飛鳥山 (1日 渋沢邸・渋沢史料館 )

11月 10日 (7К )

12:20集合 12:30～ 15:00

集合 :」 R「王子駅」改札外

解散 :

渋沢史料館

別途料金 :

渋沢史料館

300円
紙の博物館・ |

北区博物館との |

3館共通券 720円 |

<第 3回 徳川慶喜と共に>

西郷隆盛像→彰義隊慰霊碑→寛永寺→

谷中霊園 (徳川慶喜墓・渋沢栄一墓 )

12月 10日 (金 )

12:20集 合 12:30～ 15:00

集合 :

」R「上野駅」

公園口改札外

解散 :

」R「 日暮里駅」



② 旧大山街道を三軒茶屋から二子・溝ノロ宿まで歩く

大山街道 (矢倉沢往還)は古代よりl日 東海道の脇往還などの東西の主要街道で、第 1回は三軒茶屋から用賀まで(上町線)を、駒

留八幡神社、常盤塚、世田谷代官屋敷・郷土資料館、大山道追分、真福寺など、第 2回 は用賀から溝ノロまで、慈眼寺、瀬田玉川

神社、二子の渡し跡、大山街道ふるさと館、二ヶ領用水などの名所を2回シリーズで訪ねて歩きます。

三軒茶屋駅→駒留八幡神社→常盤塚→世田谷代官屋敷・郷土 1用賀駅→慈眼寺→瀬田玉川神社→二子の渡し跡→大山街道

資料館→大山街道旅人の像→大山道追分→真福寺→用賀駅 |ら、るさと館→二ヶ領用水→溝口神社→溝の口駅

<第 1回 三軒茶屋から用賀まで (上町線)>

10月 30日 (土 )

9:50集 合 10:00～ 13:00

集合 :東急田園都市線
「三軒茶屋駅」中央改札外

解散 :東急田園都市線
「用賀駅」

<第 2回 用賀から溝ノロまで>

3月 26日 (土 )

9:50集合 10:00～ 13:00

集合 :東急田園都市線
「用賀駅」改札外

解散 :東急田園都市線

「溝の口駅」

⑬季節を感じながら都内の庭園とその周辺を巡る

都会のオアシスとして多くの観光客に親しまれている有名庭園のいくつかを散策し、紅葉や桜など季節の変化を感じていただくと共

に、周辺エリアも巡つて街歩きも楽しんでいただきます。第 1回 は初秋の武蔵野を感じる明治神宮御苑と若者のメッカ原宿、第 2回

は紅葉の映える六義園と本郷通リブラ散歩、第 3回は春の訪れを告げる浜離宮と築地場外市場、第 4回はほころんだ桜を愛でな

がら皇居東御苑・二の丸庭園から北の丸公園、とそれぞれの季節を味わい歩きます。

<第 1回 秋風薫る明治神宮御苑>

竹下通り→表参道欅通り→原宿口→南参道→明治神宮御苑

(武蔵野の面影)→本殿(お参り)→西参道→北広場→代々木ロ

11月 3日 (水祝 )

9:50集合 10:00～ 12:30

集合 :」 R「原宿駅」竹下回改札外

解散 :」 R「代々木駅」

別途費用 :入苑料 500円

<第 2回 紅葉が映える六義園>

六義園 (出 汐湊他からの紅葉)→富士神社→天祖神社→吉祥

寺→天栄寺 (土物市場跡)→ 白山神社

12月 7日 (火 )

9:50集合 10:00～ 12130

集合 :」 R「駒込駅」北口改札外

解散 :都営地下鉄三日線「白山駅」

別途費用 :入園料 300円

(65歳以上150円 )

<第 3回 春の訪れ告げる浜離宮>

旧新橋停車場駅舎→カレッタ汐留 46F展望場→浜離宮恩賜庭

園(梅林、菜の花畑他)→築地場外市場→築地本願寺

2月 24日 (木 )

9:50集合 10:00～ 12:30

集合 :」 R「新橋駅」銀座口改札外

解散 :東京メトロ日比谷線築地駅

別途費用 :入園料 300円

(65歳 以上 150円 )

<第 4回 桜ほころぶ皇居東御苑>

常盤橋公園 (渋沢栄一像)→修復された常盤橋→東御苑大手

門→二の丸庭園→北桔橋門→皇居外苑→北の丸公園(雑木林

の滝)

3月 23日 (水 )

9:50集合 10:00～ 12:30

集合 :」 R「 東京駅」日本橋ロ

解散 :北の丸公園
「ザ・フォレスト北の丸」前

お申し込み方法

次のいずれかの方法でお申し込みください

○ ホームページ : httpsノ/tcgcjp
「TCCC募 集型提案ガイド」の「大江戸衛歩き申し込みフォーム」からお申し込みください

．一
一一

・一

○ メール

O FAX
:  planningtour@tcgcjp

:   03-6912‐ 1518

★ 申し込みの際、次の内容を明記願います

・コース番号・コース名 口開催日時

口氏名 口住所・年齢 日電話番号ロメールアドレス

・緊急連絡先電話番号 (ご自分以外)・ 緊急連絡先氏名

注)シ リーズ企画も 1コースごとにお申し込みください

※募集定員 :各コース共 15名 (但し、コース⑦のみ 10名とし、手話を必要とする方を優先します)

※参加料  :各コース共 1,000円 (当 日、集合場所で界金
|ま

す)                  .=
※男1途費用 :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にご負担いただきます    ・・

※募集締め切り日は各|―ス、催行日の1週間前です:定員を超えた場合は、申し込み1贋にキヤンセル待ちとします

※新型コ|チウイルス、荒天等の影響により、催行を中止する場合があります。ご了承ください



催行日 集合時間 コース番号 歩行距離 コース名 

10 月 8 日(金) 12：20 ㉑－１ ゆったり Ⓢ青天を衝け～渋沢栄一の足跡～ 第 1 回「渋沢活躍の地（日本橋兜町）」 

10 月 9 日(土) 10：20 ①－Ⓐ ゆったり 江戸城 36 見附を歩く 四谷御門から赤坂御門まで 

10 月 13 日(水) 10：20 ①－Ⓑ ゆったり 江戸城 36 見附を歩く 四谷御門から赤坂御門まで 

10 月 30 日(土) 9：50 ㉒－１ 健脚 Ⓢ旧大山街道を三軒茶屋から二子・溝ノ口宿まで歩く 第 1 回「三茶～用賀」 

11 月 1 日(月) 9：50 ②－Ⓐ 健脚 銀座八丁神社めぐり 

11 月 3 日(水祝) 9：50 ②－Ⓑ 健脚 銀座八丁神社めぐり 

11 月 3 日(水祝) 9：50 ㉑－3 健脚 Ⓢ季節を感じながら都内の庭園とその周辺を巡る 第 1 回「明治神宮」 

11 月 8 日(月) 9：50 ③－Ⓐ 健脚 日本橋から渋沢栄一翁の兜町、下町人形町をめぐる 

11 月 10 日(水) 12：20 ㉑－Ⓐ ゆったり Ⓢ青天を衝け～渋沢栄一の足跡～ 第 2 回「渋沢終の棲家」 

11 月 13 日(土) 9：50 ③－Ⓑ 健脚 日本橋から渋沢栄一翁の兜町、下町人形町をめぐる 

11 月 13 日(土) 13：20 ④－Ⓐ ゆったり トキワ荘マンガミュージアムを巡る～特別企画展見学 

11 月 16 日(火) 13：20 ④－Ⓑ ゆったり トキワ荘マンガミュージアムを巡る～特別企画展見学 

11 月 20 日(土) 9：50 ⑤－Ⓐ 健脚 築地とミッションスクール発祥の地明石町を旅する 

11 月 23 日(火祝) 10：20 ⑥－Ⓐ 健脚 黄葉紅葉の田園調布と多摩川台～渋沢栄一翁の理想郷 

11 月 24 日(水) 9：50 ⑤－Ⓑ 健脚 築地とミッションスクール発祥の地明石町を旅する 

11 月 26 日(金) 10：20 ⑥－Ⓑ 健脚 黄葉紅葉の田園調布と多摩川台～渋沢栄一翁の理想郷 

11 月 27 日(土) 13：50 ⑦－Ⓐ ゆったり 【手話付き】手話ガイドと楽しく歩く浅草 

12 月 5 日(日) 9：50 ⑧ 健脚 廃線跡を巡りながら戦争遺跡を訪ねる（武蔵野市） 

12 月 7 日(火) 9：50 ㉓－２ 健脚 Ⓢ季節を感じながら都内の庭園とその周辺を巡る 第 2 回「六義園」 

12 月 10 日(金) 12：20 ㉑－３ ゆったり Ⓢ青天を衝け～渋沢栄一の足跡～ 第 3 回「徳川慶喜と共に」 

1 月 4 日（火） 9：50 ⑨－Ⓐ 健脚 新宿七福神めぐり 

1 月 8 日（土） 9：50 ⑨－Ⓑ 健脚 新宿七福神めぐり 

2 月 3 日（木） 13：50 ⑩－Ⓐ ゆったり アキバ、オタクカルチャー探訪とアニメの聖地巡礼 

2 月 6 日(日) 13：50 ⑩－Ⓑ ゆったり アキバ、オタクカルチャー探訪とアニメの聖地巡礼 

2 月 11 日(金祝) 10：20 ⑪－Ⓐ 健脚 伝説の巨人ダイダラボッチの地「代田」 & 「梅まつり」 

2 月 15 日(火) 10：20 ⑪－Ⓑ 健脚 伝説の巨人ダイダラボッチの地「代田」 & 「梅まつり」 

2 月 20 日(日) 12：50 ⑫ ゆったり 神田駅～秋葉原駅めぐり ― ディープな神田へようこそ ― 

2 月 24 日(木) 9：50 ㉓－３ 健脚 Ⓢ季節を感じながら都内の庭園とその周辺を巡る 第 3 回「浜離宮」 

3 月 8 日(火) 9：50 ⑬ ゆったり 江戸から令和を紡ぐ高輪さんぽ 

3 月 21 日(月祝) 9：50 ⑭ ゆったり 古地図を使って勝海舟邸跡や毛利庭園など赤坂名所めぐり 

3 月 23 日(水) 9：50 ㉓－４ 健脚 Ⓢ季節を感じながら都内の庭園とその周辺を巡る 第 4 回「皇居東御苑」 

3 月 26 日(土) 9：50 ㉒－２ 健脚 Ⓢ旧大山街道を三軒茶屋から二子・溝ノ口宿まで歩く 第 2 回「用賀～溝の口」 

3 月 26 日(土) 13：50 ⑦－Ⓑ ゆったり 【手話付き】手話ガイドと楽しく歩く浅草 

     * 歩行距離の目安は、「ゆったり」4 ㎞未満、「健脚」4 ㎞以上です           

     * Ⓢはシリーズ企画を示します 


