
大田区内を散策します。７月は
羽田空港付近に位置する穴守稲
荷、多摩川沿いに残る赤煉瓦造
の古い堤防、羽田神社の富士塚
などを訪れます。９月は多摩川
台公園付近に散財する古墳群、
田園調布の街並を訪れます。

切絵図で歩く「江戸の坂」
～御府内編～ 玄治店濱田家（げんやだな は

まだや）は、創業100年を超える
老舗の田五三郎が料亭を開きま
した。昭和35年建造の希少部材
を用いた数寄屋造りの建物で、
伝統の日本料理を楽しみます。

玄治店濱田家前集合

江戸後期に発行された『金鱗堂・尾張
屋清七板』の切絵図は、驚くほどの正
確さで作られています。この切絵図と
現代地図を手に、江戸の坂(約500)と、
明治以降の坂(約140)を踏破しようとい
う試みです。

講師：坂道研究家 山野 勝
日時： 7/26 六本木～三田

9/27 春日～小石川
(火）13：00～16：00 2回

受講料：会員 9,020円 一般 11,220円

戦前の古い内装を多く残す目黒のホテル雅叙園東京の中で
も、特に風格を感じさせる和室宴会場「竹林」。四季の花
を描いた天井画や、孔雀を描いた欄間を鑑賞し、昼食を
取ったあとは、他の部屋を見学します。

講師：建築史家 松本 裕介
日時：8/25 (木)

10:30～15:00 1回
目黒駅前交番集合

受講料：会員 19,772円
一般 20,872円 食事代含む

講師：大阪公立大学教授
倉方 俊輔

日時：7/2、7/16、7/30、8/20、
9/3、9/17 (土)
10:00～11：00 各回

受講料：会員・一般ともに2,310円

建築の分かりやすい解説で定評のある講師が、毎回1人の建
築家を取り上げ、作品と生涯を語ります。日本の近代建築の
入門編でありながら奥深い内容となっています。

近世・近代建築の記憶 大田区

講師：建築史家 松本 裕介
日時：7/7、9/1(木)

13：00～16：00 現地集合
受講料：(2回) 会員 9,164円

一般 11,364円
(各回)会員 5,093円

一般 6,193円

はじめての建築散歩
ホテル雅叙園東京

講師：ヨーロッパインテリア史研究家
田島 恭子

日時：9/14 (水)
12:00～14:00 1回
玄冶店 濱田家前集合

受講料：会員 32,560円
一般 33,660円 食事代含む

食とインテリア探訪
伝統と格式の料亭「玄冶店 濱田家」

2022 の現地講座ガイド

東京レトロ建築探訪入門 9月
目白・モダン建築探訪

山の手・下町グルメ散歩
「ふくい、望洋楼」で堪能する旬の味

講師：建築家 矢原 奈欧
日時：9/17 (土)

10:30～12:30 1回
JR目白駅集合

受講料：会員 5,399円
一般 6,499円

講師：絵地図師・散歩屋 高橋 美江
日時：8/22 (月)

11:20 ～13:30 1回
東京メトロ表参道駅集合

受講料：会員 12,265円 一般 13,365円
食事代含む

オンライン講座
建築の日本ものがたり

東京レトロ建築探訪入門 7月
成田・三里塚教会を訪ねる

玄冶店 濱田家（げんやだな はまだや）は、創業100年を超え
る老舗の料亭。大正元年(1912)、貞奴ゆかりの置屋の名を譲
り受け、板前の三田五三郎が料亭を開きました。昭和35年建
造の希少部材を用いた数寄屋造りの建物で、伝統の日本料理
を楽しみます。

大田区内を散策します。7月は羽田空港付近に位置する穴守稲
荷、多摩川沿いに残る赤煉瓦造の古い堤防、羽田神社の富士塚
などを訪れます。9月は多摩川台公園付近に散在する古墳群、
田園調布の街並を訪れます。

北陸の老舗料理旅館「望洋楼」直営の日
本料理店で、山海の幸をふんだんに使っ
た料理を楽しみます。海産物に和牛にお
米と、福井県の旬の味覚を盛り込んだラ
ンチを堪能しましょう。

講師：建築家 矢原 奈欧
日時：7/23 (土)

10:30～12:30 1回
JR成田駅集合

受講料：会員 4,959円
一般 6,059円

1954年に竣工した、吉村順三の設計によ
る三里塚教会を訪ねます。時代を経てな
お凛とした姿と豊かさを保つ、心のこ
もった建築を見学します。

目白の地に建つ吉村順三記念ギャラリー（1976年）と、ソル
フェージスクール（1967年）を訪ねます。建築が作り出す豊か
さや心地良さを体感します。



季節の花に出会う 8月
小石川植物園で高山植物を観察

講師：日本植物友の会副会長
山田 隆彦

日時：8/19 (金)
10:00～14:30 1回
東京メトロ茗荷谷駅集合

受講料：会員 4,830円
一般 5,930円

高級住宅地として知られる成城
は、多摩川に流れ込む野川と仙
川に挟まれた高台で、西南側に
は富士山を望む眺望の良い街で
す。国分寺崖線沿いの階段や坂
を上り下りして、周辺の地形と
街並み・景色や眺望を体験しま
す。集合場所：小田急小田

東京の階段を歩く
ー中井～目白ー

講師：尚美学園大学講師 松本 泰生
日時：9/27 (火)

13:00～15：30 1回
西武新宿線中井駅集合

受講料：会員 4,070円 一般 5,170円

散歩師 志村先生と歩く

東京地下鉄でめぐる街-千代田線編-

講師：東北芸術工科大学教授 志村 直愛
日時：7/11 日比谷駅 9/12 乃木坂駅

(月) 14:00～16:00 2回
現地集合

受講料：（各回）会員 4,070円 一般 5,170円

東京の地下鉄駅を1駅づつ下車し、2時間程度
の散策をしながら、江戸から東京への歴史を
伝える町並みや建築、名所、旧跡などを訪ね
ます。開業順に銀座線、丸ノ内線、日比谷線、
東西線を経て千代田線へ進みます！

●新型コロナウィルス対策についてのご理解とお願い●
※当日の健康状態や体調は各自の責任で判断いただきご参加いただくようにお願いします。

※ご受講の折には、受講前の検温、手洗い、うがい、マスク着用、咳エチケットにご留意ください。

※食事を伴う講座は、ワクチン接種証明、もしくは陰性証明書の提示が必要となる場合がございます。

※状況により日程が変更となる場合がございます。 皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

お問い合わせ・お申し込み
プロジェクト事業本部へ

住所：〒163-0210
東京都新宿区西新宿2－6－1  新宿住友ビル10F

●詳細はインターネットでどうぞ

検索朝カル 新宿

℡03-3344-2041
10：30～17：30（日祝、夏季休業8/11～17は除く）

季節の花に出会う 7月
無人島の猿島散策 夏の植物を愛でる

講師：日本植物友の会副会長
山田 隆彦

日時：7/1 (金)
10:45～16:15 1回
京急線横須賀中央駅集合

受講料：会員 5,250円
一般 6,350円

健康太極拳箱根合宿
季節の花に出会う 9月

箱根・姥子へ秋の草花を訪ねる

講師：日本植物友の会副会長
山田 隆彦

日時：9/2 (金)
10:15～16:00 1回
JR小田原駅集合

受講料：会員 5,450円
一般 6,550円

妙正寺川北側の落合・中井界隈を訪れます。
四の坂、霞坂など目白の高台と妙正寺川沿
いの低地を結ぶ坂や周辺の大小の階段を
巡り、名所旧跡も訪れます。昭和初期に拓け
た山の手郊外の住宅地を歩くコースです。

小旅行気分を味わいながら無人島・猿島のガクアジサイや満開
のクマノミズキ、ヤナギイチゴの実などを訪ねます。海岸植物も
紹介します。

小石川植物園で緑陰と冷温室で高山植物を楽しみます。タニワ
タリノキ、キツネノカミソリ、ミズカンナ等の夏の花、小笠原固有
種のハマギキョウを観察します。

箱根・姥子周辺にトンボソウやマツムシソウ、モミジガサなど秋の
草花を訪ねます。ちょっとした小旅行気分を味わって下さい。

美しい自然の中、竹石師範、島原師範の実技
と共に、NPO法人日本健康太極拳協会・楊進
理事長の貴重な技術解説があります。第5回は、
24式太極拳のうち13～15番まで指導します。
基本を見直すチャンスです。

講師：楊進・竹石和代・島原和子
日程： 8/25(木)～26(金) 

ホテル花月園 13:00集合
旅行代金 ： 会員39,050円一般40,150円
お申込・お問い合わせ ホテル花月園
☎0460-84-8621

現地講座ガイドの発行は、本ガイドをもって終了致します。
長らくのご愛顧、誠にありがとうございました。


