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学問の神様を祀る

亀戸天神社

学問の神様・菅原道真公を祀る「亀戸の天神さま」には、受
験シーズンになると合格祈願の絵馬を奉納する受験生が多
く訪れます。また、早春の梅や藤、菊など花の名所として
人気を集めています。

2021年はウシ年！
牛は天神の神使として信仰され、神牛像に触ることで
病気が治り、知恵を授かると言われています。

境内には本殿と東京スカイツリー Ⓡが
一緒に撮影できるスマホスタンドがあり
ます。
JR総武線・東武亀戸線「亀戸」駅
北口徒歩15分
江東区亀戸3-6-1
☎03-3681-0010

安産・子宝の守護神

商売繁盛などの神様

花園社

御嶽神社

道真公の妻・宣来子の方および御子
14 方が祀られ、安産・子宝の守護神
として信仰されています。

本殿の東側に建てられている御嶽神
社は、商売繁盛や開運、火災除け、
雷除けにご利益があります。
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スポーツ振興の神様

香取神社
創建は 665 年、藤原鎌足公が香取大神を勧
請され太刀を納めたのが始まり。その後も
大勢の武将や剣豪から信仰を集めてきまし
た。現在は「勝ち運」を司るスポーツ振興
の神としても知られ、全国から参拝者が訪
れています。
JR総武線・東武亀戸線「亀戸」駅北口徒歩10分
江東区亀戸3-57-22
☎03-3684-2813

ƻ ƽǖȒ Ȉ

境内で白星を見つける

石に触れて勝ち運アップ

境内の砂利から白い石を見つけ、
袋に入れて持ち帰る「勝運袋」が人
気です。

約５トンのどっしりとした「勝石」には、上部に剣の浮き
彫りが施されています。

眼病平癒にご利益

船橋屋 亀戸天神前本店

龍眼寺

船橋屋は創業文
化二年（1805）
。
江戸名物の一つ
に数えられるほ
ど人気となった
くず餅は、良質な小麦澱粉を原料
とした無添加の発酵食品です。お
正月限定、金箔の入った「黒豆く
ず餅」が販売される予定です。

応永２年（1395）創建、本尊は
木造による聖観音菩薩。寺の湧
き水で洗顔すると目が良くなると
の言い伝えから、疫病や眼病平
癒の観音様として信仰されていま
す。本堂の手前に、
万治２年
（1659）
に造立された江東区内最古の庚
申塚や、境内に立つ松 尾芭蕉、
落合直文など文人墨客の句碑が
昔の風情を偲ばせています。

JR総武線・東武亀戸線「亀戸」駅
北口徒歩15分
江東区亀戸3-2-14 ☎03-3681-2784

龍眼寺
香取神社

JR総武線・東武亀戸線「亀戸」駅
北口徒歩15分
江東区亀戸3-34-2
☎03-3681-2620

北十
間川

亀戸天神社 普門院
亀戸香取
勝運商店街
船橋屋
蔵前橋通り 亀戸梅屋敷
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総武線

明治通り

横十間川
0 50m

亀戸野球場

亀戸駅

東武亀戸線

江戸時代初期、
百種類もの萩を境内に植え
江戸時代初期
たことから萩寺と呼ばれるように。

龍眼寺のおみくじは、読んだあとに結ぶので
はなく水に溶かします。

パワースポットの宝庫
成田山 東京別院 深川不動堂
江戸時代より深川のお不動様として親し
まれてきた深川不動堂。元禄 16 年（1703）
に一回目の出開帳が永代寺で行われた以
後、出開帳の度に大勢の江戸っ子が押し
寄せ、賑わったと伝わっています。一説
には最初の出開帳は綱吉の生母桂昌院が
実現させたとも言われています。
不動明王の御分霊が遷座したのは明治元
年（1868）
、明治 14 年（1887）には「深川
不動堂」の名のもと堂宇が完成しました。
ご利益は心願成就
おねがい不動尊は、熊本県天草の樹齢70 0年を超える「楠」で作られた国内最大級の木造
不動尊像。私たちの心の迷い、煩悩を取り除き、全ての人を救うため、忿怒のお顔をされてい
ます。

都営大江戸線・東京メトロ東西線「門前仲町」駅
1番出口徒歩2分
江東区富岡1-17-13
☎03-3641-8288

大人気の龍神願い札

護摩は願いを叶える密教の秘法

商売繁盛や出世を願う

手水舎の龍神様。願いごとを書いた願い札を
水鉢に入れると札が溶けて、龍神のもとへ願い
が届きます。

護摩は古代インドから伝わる真言密教の秘法で
す。燃えさかる炎は、本尊不動明王の 智慧の
炎 であり、参拝者の願いごとが書かれた護摩
木や様々な供物を献じて祈願します。

成田山の出世稲荷を勧請した開運出世稲荷。
商売繁盛や出世のご利益があります。
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だ あ り ま す
ま だ ま
！

ちょっとかわいい

パワースポット

日本最大の えんまさま

法乗院（深川ゑんま堂）
日本最大（全高 3.5 メートル）の閻魔大

洲 神社
「玉の輿たまちゃん」
八百屋の娘から五代将軍・綱吉の生母
にまでのぼりつめたお玉こと桂昌院が
建立。玉の輿の語源となっています。

木場駅

1

都営大江戸線・東京メトロ東西線
「門前仲町」駅6番出口徒歩5分
江東区深川2-16-3
☎03-3641-1652

永代通り 2

50m

東京メトロ東西線
「木場」駅1番出口
徒歩2分
江東区木場6-13-13
☎03-3644-1092

の説法を聞くことができます。ま

た、全 16 枚からなる地獄極楽絵の迫力
は圧巻。本堂 1 階で拝観できます。

法乗院

清澄通り

三ツ目通り

0

さま

深 川不 動 堂には
3 6 0 種 類 以上の
御守りがあり、
自分
にぴったりの御守
りが探せます。

東西線

洲﨑神社

王坐像は必見です。19 の祈願に分かれた
賽銭箱があり、賽銭を入れると えんま

葛西橋通り

大江
戸線

首都高速
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深川不動堂

深川公園
門前仲町駅
永代
通り

猿江神社
「神猿（まさる）像」
平安時代後期に
「猿藤太
（さるのとうた）
」
という武将を祀ったのが由来の猿江神
社。 魔が去る につながる神猿（まさる）
象に、開運や運気上昇を願いましょう。

0 30m

伊勢屋
1

富岡八幡宮

東西
線

伊勢屋 本店

5

50m

小名木川

四ツ目通り

0

半蔵門線

小松橋通り

猿江神社

都営新宿線・東京メト
ロ半蔵門線「住吉」駅
B1出口徒歩2分
江東区猿江2-2-17
☎03-3631-2516

足難除けのわらじ守り願掛け。小さな
わらじに願いを書いて、大きなわらじ
にくくりつけます。

ƻ ƽǖȒ Ȉ

住吉駅
B1

ご利益は足難除け

都営大江戸線・東京メトロ東西線
「門前仲町」駅1番出口すぐ
江東区富岡1-18-12
☎03-3641-0695

伊勢屋は創業明治40年（1907）。
お団子や大福、海苔巻き、いなり
寿 司 が 並 ぶ 有 名な深 川の 和 菓 子
屋。深川あさりご飯や鳥ごはんの
お弁当も人気です。併設のレスト
ランでは中華料理を中心にしたお
食事が楽しめます。

七福神め
めぐりで
１年の幸福を祈願し
年の幸福を祈願しましょう！
日本で七福神信仰が生まれたのは室町時代。
それが庶民に広がり定着したのが江戸時代と言われています。
七福神とは一般的に恵比寿、大黒天、毘沙門天、弁財天、
福禄寿、寿老人、布袋尊の七神を指します。
その七神が祀られている寺社を巡拝し、
万福を祈願するのが七福神めぐりです。

弁財天（弁才天）

福禄寿

寿老人（寿老神）

布袋尊

財運・芸 能

長寿延命

長寿延 命

福徳・人徳

インドの神話に登場する女
神、
サラスヴァティーがルー
ツの 弁 財天。羽 衣をまと
い、琵琶を弾く天女の姿を
していることから、音楽や
芸能の神さまとして信仰さ
れています。

インド

杖と巻 物を持ち、 白く長
いひげが特徴の福禄寿は、
長 寿 延 命 の 神 さまで す。
背中には長寿のシンボルで
ある鶴をしたがえています。
ルーツは中国ですが、大酒
飲みだった老人など起源は
様々な説があります。

中

国

寿老人は、中国の老子が
天に 昇った 化 身といわれ
ています。鹿を連れて、手
には不 老長寿の桃を持っ
ています。この鹿は 1000
年以上生きている鹿で、そ
の 肉を食べると 2000 歳
の長寿を得るという話が伝
わっています。

中

国

福 神として人 気 が 高い 布
袋尊は、七福 神のなかで
唯一実 在した、中国 唐 代
末期の僧・契 此（かいし）
がル ーツとされています。
いつも大きな袋を背負い、
袋にあるもので貧しい人々
を救っていたという話があ
ります。

中

国
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亀戸・深 川 の 七 福 神 め ぐ り は 次 の ペ ー ジ に

めぐ
七福神

り で は お正月だけの授与 品 が あ り ま す

！

１月１日〜７日のご開帳期間中、

七福神のご尊像を模したお鈴を福笹

深川 に一つずつかけていきます。福笹、お
七福神 鈴は各寺社で授与しています。

亀戸 各寺 社で御朱印を集める色紙
を授与しています。
七福神

深川
七福神

初穂料福笹1,000円、お鈴各300円。

ᓮᧇශᏭߢ
৾ߋࠅ߽㧋㧋
富岡
八幡宮

初穂料色紙1,000円、
御朱印各100円。

天祖
神社

七 福 神 恵比寿

（恵比須）

初穂料色紙1,000円、
御朱印各200〜500円。

亀戸
天神社

大黒天（大黒神）

毘沙門天

開運・厄除け

神 様

ご利益

商売繁盛

五穀豊穣

特 徴

烏帽 子に狩 衣を着て、肩
に釣竿、鯛を持ち、ふくよ
かで、いかにも福を呼びそ
うな名前の神さま。広く商
売繁盛の神として信仰され
るようになりました。

大きな袋と打ち出の小 槌
を持ち、米 俵に乗った大
黒天は、元々ヒンズー教の
戦 闘 神シヴァの 化 身。日
本に伝来すると大国と同じ
読みの為、日本古来の神
様、大国主命と習合して、
五穀豊穣の神さまとして崇
められました。

出 身
7

日

本

インド

甲冑を身 にまとう毘 沙 門
天はインドの軍神がルーツ
で、仏 教では四 天 王の多
聞 天としておなじみです。
信 仰 すると開 運・厄 除な
どのご利益が得られます。
軍神だけあって、七福神で
はめずらしく怒った表情を
しています。

インド

ࠁߞߊࠅᱠߡ

㧜ᤨ㑆

亀戸七福神めぐり
ご開帳期間

各寺社により異なります

❷東覺寺（弁才天）
門を入ってすぐ右側に
弁才天を祀るお堂があ
ります。

❶常光寺（寿老人）
天平９年
（737）
に建立。
行基作と伝えられる阿
弥陀如来が本尊です。
本堂の左側に寿老人
を祀る寿老人堂があり
ます。

JR総武線・東武亀戸線「亀戸」駅徒歩9分
江東区亀戸4-24-1
ご開帳：１月１日〜３日

❸

JR総武線・東武亀戸線「亀戸」駅徒歩12分
江東区亀戸4-48-3

天祖神社（福禄寿）

ご開帳：１月１日〜15日

正面の本殿には天照皇大御
神、手前右側に福禄寿を祀る
小さな社があります。

❺普門院（毘沙門天

）

本堂の手前に、毘沙門
天を祀る毘沙門堂があり
ます。

JR総武線・東武亀戸線「亀戸」駅
徒歩15分
江東区亀戸3-38-35

J R 総 武 線・東 武 亀 戸 線
「亀戸」駅徒歩13分
江東区亀戸3-43-3

ご開帳：１月１日〜７日

ご開帳：１月１日〜７日

❹龍眼寺（布袋尊）
龍眼寺には、船がかたどら
れた石塔があります。七福
神と縁起物を乗せたおめ
でたい宝船と関係がありそ
うです。

JR総武線・東武亀戸線「亀戸」駅徒歩15分
江東区亀戸3-34-2

浅

草

通

り

ご開帳：１月1日〜7日

❸
❹

大国神）

❻ ❼ 香取神社（恵比寿神・

天祖神社

境内には恵比寿神と大国
神を祀る福神社があります。
また、
拝殿右手には恵比寿
神と大国神の尊像も。香取
神社では
「大黒神」
ではなく
「大国神」
と書きます。

龍眼寺

❻❼ 香取神社
船橋屋
亀戸天神前本店
●

明治通り

蔵前橋通り

❺ 普門院

亀戸香
取
勝運商
店街

亀戸天神社
●

❷ 東覺寺
❶ 常光寺

JR総武線・東武亀戸線「亀戸」駅徒歩10分
江東区亀戸3-57-22
ご開帳：１月1日〜7日

●亀戸梅屋敷
亀戸水神社●

カメリアプラザ
●

亀戸駅
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ࠁߞߊࠅᱠߡ

㧜ᤨ㑆

深川七福神めぐり
ご開帳期間 1 月 1 日〜 7 日

❷ 深 川 稲 荷 神 社（ 布 袋

尊）

❶深川神明宮（寿老

社殿内に厨子があり、
そ
の中に布袋尊が安置さ
れています。社殿の脇に
布 袋 尊の石 像がありま
す。

神）
境内の寿老神社に
安 置されている寿
老神。こちらの神社
では「寿老人」では
なく
「寿老神」
と書き
ます。

都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線
「清澄白河」駅徒歩3分
江東区清澄2-12-12

❸龍光院（毘沙門天

）

都営新宿線・都営大江戸線「森下」駅徒歩2分
江東区森下1-3-17

毘沙門天は、正月以外でも
本堂の扉を自分で開けて拝
見できます。本堂の階段で
は、
ちんねん像がお出迎え
です。
都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線
「清澄白河」駅徒歩6分
江東区三好2-7-5

❺心行寺（福禄寿）
福禄寿は本堂左手にある六角堂に
安置されています。六角堂のそばに
は福禄寿の石像も。

❹圓珠院（大黒天）
都営大江戸線・東京メトロ東西線
「門前仲町」駅徒歩5分
江東区平野1-13-6

本尊として安置されて
いる為、大黒天は、い
つでも拝 観できます。
境 内には石 造りの大
黒天があります。

❻冬木弁財堂（弁財

西陣織の着物を羽織った弁
財天は、12年に一度、巳年
にお衣替えの儀式が行われ
ます。

都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線
「清澄白河」駅徒歩6分
江東区三好2-7-5
森下駅

隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅
隅隅隅隅隅隅隅隅
隅隅隅隅隅
隅隅隅
隅隅
隅
隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅隅
田田田田田
田田
田
川川川川川
川川川川
川川
川

清澄白河駅

清洲橋通り

新大橋通り

清澄通り

❷ 深川稲荷神社

大江戸線

万年橋通り

●
芭蕉記念館

❶ 深川神明宮

都営大江戸線・東京メトロ東西線
「門前仲町」駅徒歩10分
江東区冬木22-31

小名木川

深川江戸資料館
●

●
清澄庭園

深川資料館通り

❸

龍光院

❹ 圓珠院

❼ 富 岡 八 幡 宮（ 恵 比 須

❻冬木弁財天

堀川

葛西橋通り

深川東京モダン館
●
永代

通り

首都高速９号線
●
深川不動堂

１番出
門前仲
口■
町駅
東西線
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❼ 富岡八幡宮

神）

恵比須神は本社の左手
奥にある恵比須社に祀
られています。

仙台

❺ 心行寺

天）

都営大江戸線・東京メトロ東西線
「門前仲町」駅徒歩3分
江東区富岡1-20-3

『エヴァンゲリオン 格納庫』エリア
クローズアップ KOTO

見る！ 撮る！ 住む！

世界最大級の
屋内型ミニチュア・
テーマパーク

スモール
ワールズ
TOKYO

©khara

©khara

『エヴァンゲリオン
第３新東京市』エリア

格納庫では３体のエヴァンゲリオンが発進す
る、劇中さながらのシーンを再現しています。
指令室には碇ゲンドウ、葛城ミサト、赤木リ
ツコの姿も。

神秘的で、不思議な 1/80 の世界へ！

©khara

金時山から見る第３新東京市の昇降シーンは必見。あの名場面が
再現されています。

今夏、有明にオープンした「スモールワールズ TOKYO」
は、6 つのエリアからなる世界最大級の屋内型ミニチュ
ア・テーマパークです。
1/80 スケールで再現された小さな世界は、私たちが住む
世界に似ているようで、どこか神秘的で、不思議な空間。
魔法のボタンを押せば、小さな世界が動き出します。
お気に入りのフォトスポットを見つけたり、自分そっく
りのミニチュアフィギュアを好きなエリアに住まわせた
りと、いろいろな楽しみ方ができる、新しい 参加型
エンターテイメントとして注目を集めています。
10

『関西国際空港』エリア

『世界の街』エリア

画像提供：SMALL WORLDS
画像提供：SMALL WORLDS

画像提供：SMALL WORLDS

©SMALL WORLDS
画像提供：SMALL WORLDS

離着陸のたびに響くエンジン音に、旅行者やスタッフが行き交う空港
ターミナル。小さな空港の臨場感あふれる営みが楽しめます。
画像提供：SMALL WORLDS

『宇宙センター』エリア

19 0 0 年代 第一次 産業 革命 時 代のアジ
ア・ヨーロッパを舞台とした５つの国は、
スチ ーム パンクとファンタジーが 合 わ
さった、ここだけの世界。

『美少女戦士セーラームーン』エリア

画像提供：SMALL WORLDS

画像提供：SMALL WORLDS

1970年代のアポロ計画時代と未来の宇宙セ
画像提供：
SMALL WORLDS ンター。サターンVロケットとシャトルの打ち
上げが見られます。

0

100m

有明
テニスの森駅
スモールワールズ
TOKYO

有明
ガーデン

有明コロシアム

国際
展示場駅

有明
テニスの森公園
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©Naoko Takeuchi

©Naoko Takeuchi

『 美 少 女 戦 士 セーラームーン』は 、麻
布十番の街が舞台。夜が満ちると、セー
ラー戦士たちが現れる！？

©Naoko Takeuchi

何度でも楽しめる！お得な年間パスポート
１年間いつでも、何度でも利用できるお得なパスポートを販売。同伴者の入場料割引やお買い物・お食事など
の割引特典が受けられます。
※江東区在住の方限定で、年間パスポートが15％オフで購入できる「江東区割」を実施中！
（詳細は公式サイトをご覧ください）
ゆりかもめ「有明テニスの森」駅徒歩3分／りんかい線「国際展示場」駅徒歩9分
江東区有明1-3-33有明物流センター
営業時間・定休日は公式サイトをご参照ください。

入る
ザブ〜ン と海に

が楽しい！
ュ
シ
ッ
スプラ
陸と水上から観光できる水陸両用バス「スカイダック」。豊洲・東京Viewコースは「海

KOTO 水 彩 都 市 物 語

スカイダック

から眺める東京湾ならではの風景」と「進化し続ける湾岸エリア」を一度に楽しむこと
ができます。

ュ！
ラッシ
プ
ス
▼スプラッシュ地点へ走行中。ワク
ワク期待が高まります。

スプラッシュは迫力満点。▶
ガイドのかけ声とともに思
いきり盛り上がります。

豊洲駅
洲駅

豊洲・東京
view コース
ス
▲車内では、
▲
車内では、
ガイドが見どころを紹
介。

晴海大橋

▼湾岸エリアならではの風景や
主要な観光スポット、スポーツ

豊洲大橋

施設などを望むルート。

晴海埠頭
海埠
豊洲市場

▼水上の開放感を味わえるクルー
▼水上の開放感を味わえるクルー
ズタイム
ズタイム。

有明
有
アリーナ
アリー
ーナ

東京港
有明体操
競技場
有明アーバン
有
明アーバン
ン
スポーツパーク
ク

有明
有
コロシ
コロシア
ロシアム
アム
コロシアム

レインボーブリッ
レインボーブリッジ

発着場所
お台場 SKY ツーリスト
インフォメーション

東京ビッグサイト
ゆりかもめ
お台場海浜公園駅

自由の女神像
自由
像
フジ
フジテレビ
ジテレビ
ジテ

りんかい線
東京テレポート駅

パレットタウン
ットタ
タウン

◀発着場所へのアクセスは、
◀発着場所へのアクセスは、
りんかい線「東京テレポー
ト」駅が近くて便利です。

ご予約・お問い合わせは、スカイバス東
京コールセンター（☎ 03-3215-0008）
もしくは公式ホームページ（https://www.
skybus.jp/）まで。

◀カフェが 併 設された
チケットカウンター。

こちらのコースもおすすめです！
銀座
コース

とうきょう
スカイツリー
コース

今なら「江戸っ子割」でお得に乗車できます
東京都内に在住・在勤・在学の２名以上でご利用のお客様
に、当日の利用も可能な割引クーポンを配布中（2021 年２
月末まで）
。クーポン利用で定価より大人 1000 円、子ども
500 円引きになります。

銀座や豊洲など東京らしさを肌
で感じられるコースです。

東京スカイツリー®や亀戸天神社な
ど下町風情が味わえるコースです。
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江東区

イベントカレンダー

〜2 月

（10月28日 ）▶2月14日

特別展「渋沢栄一と江東」
〜実業家栄一 揺鑒（ハジマリ）の地〜
日本近代史に大きな足跡を残した渋沢栄一。福住にあった
邸宅やゆかりの地を紹介し、栄一と江東区のつながりをた
どります。
中川船番所資料館（大島9-1-15）
☎ 03-3636-9091

1月8日 ・9日

トラベルフェスタ
国内・海外の主な観光地が出展する旅の祭典。江東区観
光協会も出展します。
東京ビッグサイト 西展示棟（有明3-11-1）
☎ ツーリズムEXPOジャパン推進室 03-5510-2004
1月15日 ▶17日

仙台･秋保×深川2021
（11月14日 ）▶2月14日

石岡瑛子

血が、汗が、涙がデザインできるか

世界を舞台に活躍したアート・ディレクター、デザイナー
石岡瑛子の世界初となる回顧展です。
東京都現代美術館（三好4-1-1）
☎ 03-5777-8600（ハローダイヤル）

いにしえより名湯として名高い宮城県仙台市秋保温泉郷の
魅力が満喫できる交流イベント。
深川東京モダン館（門前仲町1-19-15）
☎ 03-5639-1776
1月17日

新春 民俗芸能の集い
12月5日 、12日 ・13日

江東シネマフェスティバル
深川が生んだ世界の巨匠・小津安二郎監督にちなんだ映画
祭。小津監督の代表作『東京物語』や名匠・山田洋次監
督の『東京家族』など、幅広く名作・傑作を上映します。
古石場文化センター（古石場2-13-2）
☎ 03-5620-0224
12月開催予定

東京夢の島マリーナ
クリスマスフェスティバル2020
クルージング、ステージライブなど親子で楽しめるイベント
です。※詳細はHPで。
東京夢の島マリーナ内マリーンセンター（夢の島3-2-1）
☎ 03-5569-2710
1月1日 ・㊗、16日

江戸時代に生まれ、伝えられてきた木場の木遣り、富岡八
幡の手古舞などの民俗芸能を披露します。
江東区文化センター（東陽4-11-3）
☎ 江東区文化観光課文化財係 03-3647-9819
1月24日 ・25日

うそ替え神事
木彫りの「鷽（うそ）
」をとり（鳥）替えて一年の幸せを願います。
亀戸天神社（亀戸3-6-1）
☎ 03-3681-0010
1月28日 ▶4月25日

後期企画展「歳時記と季語」
俳句を考えるうえで必要な季節を表す「季語」と句作には
欠かせない季語の解説書「歳時記」をテーマとした企画展。
芭蕉記念館（常盤1-6-3）
☎ 03-3631-1448

深川閻魔祈願祭
日本最大の閻摩像で知られる深川ゑんま堂。地獄の釜の蓋
が開くとされるこの日に護摩焚きで諸難除けを祈願します。
法乗院（深川2-16-3）
☎ 03-3641-1652
1月2日 ・3日

2月3日

節分祭（豆まき・追儺式）
江東区内の寺社で行われる節分行事。詳細は各寺社へ。
深川不動堂（富岡1-17-13） ☎ 03-3641-8288
富岡八幡宮（富岡1-20-3） ☎ 03-3642-1315
亀戸天神社（亀戸3-6-1） ☎ 03-3681-0010

清澄庭園・正月開園
獅子舞などの伝統芸能、福笑いなどのお正月遊びといった
新春にふさわしい催しを開催します。
清澄庭園（清澄3-3-9）
☎ 03-3641-5892
1月2日 ・3日

2月6日 ▶3月14日

梅まつり
境内には300本を超す紅白の梅が植えられており、早咲き
から遅咲きまで、ながきにわたり楽しむことができます。
亀戸天神社（亀戸3-6-1）
☎ 03-3681-0010

深川江戸資料館・正月特別開館
常設展示室では、江戸庶民の年中行事を再現した「正月飾
り」とともに、新春にちなんだ様々な催事を開催します。
深川江戸資料館（白河1-3-28）
☎ 03-3630-8625
1月2日 ・3日

2月14日

第14回江東バンドFESTIVAL 〜粋でイナセないいバンド！〜
プロ顔負けのテクニックで予選を通過した15組のバンドが
グランプリを競います。
江東区文化センター（東陽4-11-3）
☎ 03-3644-8111

芭蕉記念館・正月特別開館
地元深川の噺家による落語会、ヴァイオリン演歌など楽し
いイベントを開催します。
芭蕉記念館（常盤1-6-3）
☎ 03-3631-1448
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※イベントは、新型コロナウイルス感染症の影響により変更・中止
になる場合があります。最新の情報は公式サイト等にてご確認く
ださい。
※ご来場の際は、各施設のガイドラインに従ってご利用をお願いい
たします。

＠koto̲tourism
江東区観光協会 Instagram【公式】

冬の ＃江東おでかけ
インスタグラム フォトコンテスト

作品募集
入賞者 15 名に選べる電子ギフト 2,000 円分をプレゼント
募集テーマ
応募期間 2020 年

＃クリスマス

＃お正月

12 月1日（火）〜 2021 年 1月 11日（月・祝）

応募条件
❶応募者本人が撮影した江東区内で撮影したものに限る
❷単写真のみ（1 回の投稿で複数枚掲載している場合は、1 枚目を応募作品とする）
❸他のコンテストにエントリーにしているものは不可

応募方法
❶インスタグラムアプリをダウンロード
❷江東区観光協会【公式】のアカウント＠ koto̲tourism をフォローする
❸募集テーマの写真を撮る（過去に撮影したものでも可）
❹
『＃江東おでかけ』と募集テーマ『＃クリスマス』もしくは『＃お正月』いずれかをつける

審査方法
主催者によって厳正な審査を行い、受賞作品を決定します。
詳しくは江東区観光協会ホームページ 江東おでかけ情報局（https: // koto-kanko.jp/）をご覧ください

「選べる e-GIFT」より交換商品をお選びいただけます。
「選べる e-GIFT」については https://www.anatc-gift.com/use/ よりご確認ください。
※
「Edy ギフト ID」を登録することで、
楽天 Edy として受け取ることができます。※「Edy ギフト ID」は、楽天 Edy 株式会社との発行許諾契約により、株式会社 NTT カードソリューションが発行する電子マネー
ギフトサービスです。※｢楽天 Edy（ラクテンエディ）」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。※｢nanaco（ナナコ）
」と「nanaco ギフト」は株式会社セブン・カードサービスの登録
商標です。※｢nanaco ギフト」は、株式会社セブン・カードサービスとの発行許諾契約により、株式会社 NTT カードソリューションが発行する電子マネーギフトサービスです。※ App Store , iTunes は
米国およびその他の国々で登録されている Apple Inc. の商標です。※当キャンペーンは、Apple の提供・協賛によるものではありません。※ App Store & iTunes コードは、日本の iTunes Store のみで
ご利用可能です。※ Google Play は Google LLC の商標です。※本キャンペーンは（一社）江東区観光協会による提供です。本キャンペーンについてのお問合せは Amazon ではお受けしておりません。（一社）
江東区観光協会キャンペーン事務局【Tel:03-6458-7400】までお願いいたします。※ Amazon、Amazon.co.jp およびそのロゴは Amazon.com,Inc. またはその関連会社の商標です。

江戸映えキャンペーン
たくさんのご応募ありがとうございました！
こうとうトコトコ日和 特別号のテーマ『浮世絵は江戸のインスタ映えスポット』にちなみ、
あなたの近くの江戸を感じるスポットを教えてくださいと募集したところ、291 点の
作品をお寄せいただきました。今後もこうとうトコトコ日和では＠ koto̲tourism の
お写真をピックアップして掲載してまいります。どうぞお楽しみに。

江東区観光協会
Instagram
公式アカウント
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ガーデン

〒 135-0016 江東区東陽 4-5-18 江東区産業会館内

睦美マイクロ株式会社

一般社団法人 江東区観光協会

こうとうトコトコ日和 2021 冬 │ 制作

有明

進化を続ける臨海副都心に、新しい顔として誕生した有明ガーデン。
注目すべきは、200 店舗を超えるショッピングモールです。
12/3 には関東最大の「無印良品」がオープンし、ますます賑わいをみせます。
また、約 8,000 人収容の劇場ホールや劇団四季専用劇場、
緑に囲まれたガーデンパーク、温泉施設などが併設されています。

江東区へのアクセス

℡ 03-6458-7400

至千葉

ここに注目

至東京
門前仲町

「泉天空の湯 有明ガーデン」では、地下 1,500m
から湧き出る豊かな天然温泉を露天風呂で楽し
めます。東京の温泉ではめずらしい「含ヨウ素」
を多く含むお湯で、心も体もリフレッシュ。
岩盤浴やサウナ、休憩ラウンジなどの施設も
充実しているので、思い思いのリラックスタ
イムを過ごしてはいかがでしょうか。

木場

有明テニスの森

青海

至舞浜

江東区有明 2-1-8
☎ 0570-077-711
●ゆりかもめ「有明テニス
の森」駅徒歩 3 分
●りんかい線「国際展示
場」駅徒歩６分

