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清澄庭園
清澄3-3-9　☎03（3641）5892
都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線
「清澄白河」駅A3出口より徒歩3分
近世庭園史上貴重な回遊式林泉庭園。全国各地
から収集した奇岩珍石や広大な泉水池に大小の
島や磯渡り、涼亭を配した眺めの美しさなど都内屈
指の名園として知
られている。昭和
54年（1979）には、
都の名勝第1号に
指定され、新東京
百景の一つにも選
ばれている。
■〔休園日〕年末年始
■〔料金〕中学生以上150円、65歳以上70円
　小学生以下、都内在住在学の中学生　無料

富岡八幡宮
富岡1-20-3　☎03（3642）1315
都営大江戸線・東京メトロ東西線
「門前仲町」駅徒歩3分
江戸三大祭りの一つ「深川八幡まつり」で有名。3
年に1度（8月中旬）本祭りが催され、50基余の神輿
の担ぎ手が水をかけられながら練り歩く連合渡御は
勇壮無比で、辰巳芸者の手古舞や粋な鳶頭衆の
木遣りが、江戸情緒を盛り上げる。境内には、「横綱
力士碑」「木場の角乗碑」「深川の力持碑」など、
深川にまつわる
多くの石碑が
ある。毎月1・
15・28日が縁
日。第3日曜日
を除く日曜日に
は境内で骨董
市を開催。

深川東京モダン館
門前仲町1-19-15　
☎03（5639）1776
都営大江戸線・東京メトロ東西線
「門前仲町」駅徒歩3分
昭和7年（1932）に建
設された旧東京市
深川食堂を改修し、
一般に公開。昭和初
期のモダンな建築様
式を伝える数少ない
現存施設として、国
の登録有形文化財
（建造物）となっている。1階は江東区の観光案内所と
して、2階では講座、展示、喫茶、落語会などを不定期
開催している。観光ガイドが常駐している。
■〔休館日〕月曜日（祝日の場合は翌日）

成田山 深川不動堂
富岡1-17-13　☎03（3641）8288
都営大江戸線・東京メトロ東西線
「門前仲町」駅徒歩2分
元禄16年（1703）の成田山新勝寺の出開帳が深
川不動堂の起こりで、明治14年（1881）初代不動
堂が完成。平成14年に内仏殿、平成24年に新本
堂、平成29年には翼殿が完成した。この辺りは、門
前町として江戸情緒を色濃く残す深川の中心で、
納め不動（12月28日）や毎月1・15・28日の縁日は、
多くの露店が並び参詣者で賑わう。

東京都現代美術館
三好4-1-1　☎050-5541-8600（ハローダイヤル）
東京メトロ半蔵門線「清澄白河」駅B2番出口より徒歩9分
都営大江戸線「清澄白河」駅A3番出口より徒歩13分
約5,500点もの収蔵作品を活かして、主に1945年以
降の国内外の美術を紹介するコレクション展や、大
規模な国際展をはじめとする特色ある企画展など、
幅広い展覧会を開催している。

■〔休館日〕月曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始、展示替え期間
■〔料金〕コレクション展 一般500円 大学生・専門学
校生400円 高校生・65歳以上250円 中学生以下
　無料   ※企画展は展覧会により異なる

芭蕉記念館
常盤1-6-3　☎03（3631）1448
都営新宿線・大江戸線「森下」駅徒歩7分
俳聖松尾芭蕉が庵を結んだゆかりの地に建つ記
念館では、芭蕉の書簡や
俳文学関係の書画等、貴
重な資料を随時展示して
いる。また庭園には、池や
滝、芭蕉の句に詠まれた
草木が植えられ、有名な
「古池や……」の句碑な
どがある。近くにある芭蕉庵
史跡展望庭園や芭蕉稲荷神社も必見。
■〔休館日〕第2・4月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年
始、展示替期間
■〔料金〕大人200円、小中学生50円

深川江戸資料館
白河1-3-28　☎03（3630）8625
都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線
「清澄白河」駅A3出口より徒歩3分
江戸時代後期（天保年間）の深川佐賀町の町並み
を実物大で想定復元。深川の1日の暮らしを音響と照
明効果で演出。
■〔休館日〕第2・4月曜日（祝日の場合は開館）、年末
年始、臨時休館（設備点検・展示替え等）
■〔料金〕大人400円、小中学生50円　※中学生以
下は大人同伴

歴史３館共通入館券
深川江戸資料館、芭蕉
記念館、中川船番所資
料館の３つの施設にそれ
ぞれ１回ずつ入館できる。
最初の利用日から１年間
有効で、区内の文化センターでも購入可能。
■〔料金〕大人500円、小中学生100円

粋と人情の下町散歩

状況によって
開館日・開館時間・料金等は変更、
電話対応等は休止となる
場合があります。

亀戸天神社
亀戸3-6-1　☎03（3681）0010
JR総武線・東武線「亀戸」駅徒歩15分
寛文2年（1662）
九州太宰府天満
宮の神人が神木
飛梅の木で菅原
道真公の像を造
り祀ったのが創建
といわれ、学問の
神様として信仰を集める。道真公にちなんだ筆塚や
歌碑など有名な碑が数多く残され、梅や藤の美しさ
は、広重の「名所江戸百景」で有名。4月中旬から
下旬に心字池の周りいっぱいに咲き誇る藤の花は
都内随一で、新東京百景の一つにもなっている。毎
年1月24・25日には「うそ替神事」が行われる。

中川船番所資料館
大島9-1-15　☎03（3636）9091
都営新宿線「東大島」駅大島口徒歩5分
江戸時代に置かれた中川番所跡地付近にあり、番
所の一部を再
現し、江戸をめ
ぐる水運の歴
史と中川番所
の役割、郷土
資料を中心に
した江東区の
歴史、江戸和竿などの釣具を展示公開している。
■〔休館日〕月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
■〔料金〕大人200円、小中学生50円

旧大石家住宅　
南砂5-24地先（仙台堀川公園内）
東京メトロ東西線「南砂町」駅徒歩15分
江戸時代建築の区内最古の茅葺民家。安政の大
地震、大正の高潮、関東大震災、戦災といったいく
つもの災害を
まぬがれ、建
築当初の姿
をとどめた貴
重な住宅。区
の有形文化
財に指定さ
れている。
■〔休館日〕平日、年末年始

香取神社
亀戸3-57-22　☎03（3684）2813
JR総武線・東武線「亀戸」駅徒歩10分
天智天皇4年（665）の創立と伝えられる区内で最も
古い神社。当時この地に藤原鎌足が訪れたとき香取
大神を招き太刀一振を納めて旅の無事を祈願した
のが起こりといわれ、江戸の古跡十二社の一つ。境
内には「亀戸大
根の碑」や「亀ヶ
井」という井戸が
ある。4月3～5日
の植木市は元祖
といわれ、5月5日
の勝矢祭では、
武者行列などが古式豊かに行われる。

砂町銀座商店街
北砂4-18-14　
☎03（3644）5854（砂町銀座商店街振興組合）
都バス「北砂2丁目」、「北砂7丁目」すぐ
全国に名を知られる有名
商店街で、生鮮食品の
ほか、おでん種などのお総
菜や呉服・洋品にいたる
まで様 な々お店約150店
が軒を連ねている。古き良
き昭和の商店街ながら、
年2回のイベントなど新し
い取り組みにも積極的。 

旧中川
大島9
都営新宿線「東大島」駅大島口より徒歩6分
大正13年（1924）に荒川放水路に注水を開始したこ
とで分断された中川の下流部分。小名木川との合流
地点近くにある「旧中川・川の駅」は、水辺のにぎわい
創出のため、水陸両用バスのスロープや手漕ぎ船乗
船場などを備える。河畔の遊歩道には河津桜やアジ
サイなどが植えられており、お散歩コースに最適。サギ
やカワウ、カモなどの姿が数多く見られ、ハゼなどの魚
影も濃い。川の流れが穏やかなため、カヤックやカヌー
などのイベントも実施。四季折 の々自然と東京の街並
み、スカイツリーなどの景色が堪能できる。

亀戸梅屋敷
亀戸4-18-8　☎03（6802）9550
JR総武線・東武線「亀戸」駅徒歩7分
江戸時代、梅の名所として知られた「亀戸梅屋敷」を
コンセプトに作られた観光・地域交流施設。休憩所、
地域の名産品販売や展示ギャラリー等がある。館内
には各種観光パンフレットが取りそろえられ、観光案内
所としても気軽に利用できる。
■〔休館日〕なし
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城東エリアその他のみどころ
亀戸銭座跡 亀戸2-6
江戸幕府の鋳銭場。寛文8年（1668）から安永2年（1773）まで、各種の寛永通
宝銭が鋳造された。

天祖神社 亀戸3-38-35
毎年、9月中旬には、流鏑馬（歩射）が行われる。亀戸七福神のひとつ福禄寿が祀ら
れている。

仙台堀川公園 北砂6-19～東陽6-6
四季折 の々花薫る都内最大級の親水公園（延長3,700m、面積10．4ha）。

南砂緑道公園 南砂2-3～35
桜のトンネルが美しい。桜まつりが開催される。長州藩大砲鋳造跡地のモニュメン
トがある。

荒川・砂町水辺公園 東砂3・新砂3
「太陽の広場」をテーマに整備された総延長2.3kmに及ぶ公園。8月初旬には江
東花火大会の会場となる（令和3年度は時期未定）。

湾岸エリアその他のみどころ

お台場SKYツーリストインフォメーション
青海1-2-1 ☎03（3215）0008　
りんかい線「東京テレポート」駅徒歩１分
駅前ロータリーに設置された観光案内所。無料休憩施設
としても利用できる。観光案内所内、水陸両用バス「スカイ
ダック台場」チケットカウンターにて乗車券を販売している。
（電話での事前予約可）。
■10:00～18:00　火曜日・年末年始
■対応言語については日本語、英語

テレコムセンター展望室
ラウンジViewTokyo
青海2-5-10 テレコムセンタービルEAST20F
☎03（4405）2694
電話受付時間（土日祝）13:00-18:00
ゆりかもめ「テレコムセンター」駅徒歩１分
情報通信の拠点となるテレコムセンターにある地上99m
にある展望室。東京タワーやレインボーブリッジが眺めら
れ、夜景は日本夜景遺産にも選ばれるほどすばらしい。
■〔休館日〕ビルの休館日に準ずる、年末年始
■〔料金〕大人500円、子供300円、団体割引あり
■〔営業時間〕新型コロナウイルス感染症拡大
防止の為、営業時間短縮中平日：休業、土日
祝：11:00～20:00 最終入室 19:30

深川エリアその他のみどころ
明治丸 越中島2-1-6 東京海洋大学
三本マストの優美な明治丸（国指定重要文化財）は、鉄船としてわが国に現存
する最古のもの。明治7年（1874）に英国グラスゴーのネピア造船所で建造され、
灯台巡視船として活躍。その後、明治29年（1896）からの約50年間では、係
留練習船として約5,000人の船員を育成した。
東京海洋大学明治丸海事ミュージアム事務室　☎03（5245）7360

横十間川親水公園 扇橋3-22～東陽6-1
延長1,900mにボート場、野鳥の島、菖蒲園がある。海辺乗
船場から、和船の乗船・櫓漕ぎ体験を週１回程度で実施
中（無料）。
和船問合先/（平日のみ）
江東区土木部河川公園課工務係　☎03（3647）2538

発行：江東区地域振興部文化観光課　〒135－8383　東京都江東区東陽4－11－28　令和5年3月, IB 50,000

■江東区文化観光課観光推進係 電話03（3647）3312（直）（平日のみ） HP「江東区役所」：https://www.city.koto.lg.jp/
■一般社団法人江東区観光協会 電話03（6458）7400（平日のみ） HP「江東おでかけ情報局」：https://koto-kanko.jp

深川シャトル急行06系統
深川地区と臨海副都心を結ぶ直行便

城東シャトル急行05系統
城東地区と臨海副都心を結ぶ直行便

大人210円 こども110円（IC 105円）
（シルバーパス・一日乗車券・PASMO・Suica使用可）都バス土・日・祝日運行

江東区文化観光ガイドが史跡名所等を案内するツアーを実
施しています。約２時間程度の多様なコースから選ぶことがで
きます。※２名以上２週間前までにお申込みください。

コース詳細については、江東区観光協会公式ウェブサイト
「江東おでかけ情報局」をご覧ください。
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湾岸
エリア

深川
エリア

中川番所ジオラマ

日本科学未来館
青海2-3-6　☎03（3570）9151
都バス「日本科学未来館前」すぐ
宇宙や生命、ロボットなど、先端の科学技術が体験で
きる国立のサイエンスミュージアム 。
■〔休館日〕火曜日（春夏冬休み期間などは開館の
場合あり）、12/28～1/1 

■〔料金〕常設展 大人630円、18歳以下210円

がすてなーに
ガスの科学館
豊洲6-1-1　☎03（3534）1111
東京メトロ有楽町線・ゆりかもめ「豊洲」駅徒歩6分
エネルギーやこれからの暮らし、社会について楽しみ
ながら考えることができる施設。
■〔休館日〕月曜日（祝日の場合は翌日）・年末年始・
施設点検日

■〔料金〕無料

夢の島熱帯植物館
（夢の島公園内）
夢の島2-1-2　☎03（3522）0281
JR京葉線・東京メトロ有楽町線・りんかい線
「新木場」駅徒歩15分
温室内は熱帯・亜熱帯の多様な植物や小笠原諸
島の貴重な植物が育ち、まるでジャングルのよう。エ
キゾチックな風景を楽しみながら植物と生活との関
わりを学べる植物館。※臨時休館の場合あり
■〔休館日〕月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
■〔料金〕一般250円、65歳以上120円、中学生100円

キッザニア東京
豊洲2-4-9　
アーバンドックららぽーと豊洲1ノースポート3階　
☎0570（06）4646
東京メトロ有楽町線・ゆりかもめ「豊洲」駅徒歩8分
3～15歳の子ども達を対象とした約100種類の職
業・社会体験ができる全天候型施設。
■休館日・料金等につきましては、オフィシャルサイト
（www.kidzania.jp)をご確認ください。

東京国際
クルーズターミナル
青海2地先　☎03（5962）4391（9～17時）
ゆりかもめ「東京国際クルーズターミナル」駅
から徒歩8分
海の玄関口として国内外の旅客船が出航・寄港。波
や帆をイメージした雄大な大屋根が特徴で、3階多目
的エリアでは各種イベントも開催する。

若洲公園・若洲海浜公園
新木場2　☎03（5569）6701
都バス「若洲ゴルフリンクス前」
「若洲キャンプ場前」徒歩2分
都内有数の大型海上公園でキャンプや海釣りが
楽しめる。約6kmのサイクリングコースから眺める東
京ゲートブリッジは絶景！夜景も美しい。
■[休場日]火曜日・年末年始
■[料金]無料

東京ゲートブリッジ
若洲3　☎03（5463）0223
東京港管理事務所 港湾道路管理課
JR京葉線・東京メトロ有楽町線・
りんかい線「新木場」駅から車・バス約15分
「恐竜橋」とも呼ばれる約2.6㎞にわたる巨大な橋。
歩道は無料で通行可能だが通り抜けは不可。通
行時間は要確認。
■自転車の通行はできません。

東京ビッグサイト
有明3-11-1　☎03（5530）1111
ゆりかもめ「東京ビッグサイト」駅徒歩3分
りんかい線「国際展示場」駅徒歩7分
総展示面積115,420㎡を有する国内最大の展示
場。年間を通じて展示会やイベントなどの催しが行
われており、開催日には多くの人 で々賑わう。館内に
は各種レストラン・カフェもあり、お食事や休憩に利
用できるほか、屋外の庭園では植栽の四季折々の
変化が楽しめる。また、会議棟外壁にプロジェクショ
ンマッピングが定期上映されており、ダイナミックな映
像・音楽が体験できる。

観 光 に
関 す る
お問合せ

豊洲市場 マグロせり

豊洲ぐるり公園

有明ガーデン

■まちあるきガイドサービス

江東区文化観光ガイド事務局（江東区観光協会内）
Tel 03－6458－7410　Fax 03－6458－7420
9:00～17:00 土日祝、年末年始休
公式ウェブサイト　https://koto-kanko.jp/

お問合せ・お申込み
1月 ◆七福神めぐり（深川・亀戸）

※その年により開催時期が異なる場合があります。

2月 ◆亀戸天神梅まつり

3月

4-5月

◆リバーフェスタ江東（旧中川・川の駅）
◆お江戸深川さくらまつり

◆亀戸天神藤まつり

5月 ◆勝矢祭（亀戸香取神社）
◆江東こどもまつり（猿江恩賜公園ほか）
◆大島旧中川そらまめ祭り

7月 ◆朝顔市（深川神明宮）
◆深川閻魔祈願祭（法乗院）
◆川せがき・灯籠流し（小名木川高橋付近）

8月 ◆砂町銀座七夕まつり
◆深川八幡祭り
◆旧中川灯籠流し
◆江東花火大会

◆水彩フェスティバル（小名木川クローバー橋）9月

◆流鏑馬（天祖神社）9月

◆江東区民まつり（木場公園）
◆民俗芸能大会（木場公園）

10月

◆深川酉の市（富岡八幡宮内）
◆江東湾岸まつり（豊洲公園）
◆江東シーサイドマラソン

11月
◆伝統工芸展（深川江戸資料館）10-11月

江東区歳時記 2023

豊洲ぐるり公園
豊洲5,6　☎03（3520）8819（豊洲ぐるりパークセンター）
ゆりかもめ「新豊洲」「市場前」駅徒歩10分
東京メトロ有楽町線「豊洲」駅徒歩10分
豊洲ふ頭の周りをぐるりと全長4.5km。散歩やランニ
ングを楽しむ方 に々人気。レインボーブリッジを一望
できる景観に加え、パークレストラン、バーベキュー施
設もあり魅力いっぱい。

SMALL WORLDS TOKYO
有明1-3-33 有明物流センター
ゆりかもめ「有明テニスの森」駅より徒歩3分
りんかい線「国際展示場」駅より徒歩9分
車「首都高湾岸線有明」出口より5分
総面積約8,000㎡を誇る屋内型ミニチュアテーマ
パーク。最先端の技術を駆使した“動くミニチュア”
を実現。日常を忘れてワクワクし、夢中になれるもう一
つの世界を体験することができる。
■〔営業時間・休館日〕公式HPを確認
■〔入場料〕入場パスポート18歳以上2,700円、中高
生1,900円、４歳～11歳1,500円
■〔駐車場〕提携駐車場あり

東京都中央卸売市場 豊洲市場
豊洲6　☎03（3520）8205
平成30年10月11日に、築地から豊洲へ移転し開場。商
品特性にあった適温管理ができる最新の施設で、広さ
は築地市場の約1.7倍あり、マグロのセリを間近で見られ
るデッキや見学者が利用できる飲食店・物販店もある。

有明ガーデン
有明2-1-8　☎0570（077）711
ゆりかもめ「有明」駅より徒歩4分・「有明テニス
の森」駅より徒歩3分
りんかい線「国際展示場」駅より徒歩6分
約200店のモールを核に、ホテル、スパ、シアター、
有明四季劇場が集まる東京湾岸エリアの大規模
複合施設。

４０３号蒸気機関車
豊洲6-2-7
芝浦工業大学附属中学高等学校公開空地内
☎03（3520）8501
創立１００周年記念の一環として、高輪築堤の築
石を機関車土台として設置された。明治～昭和に
活躍した蒸気機関車。毎日１２時及び１７時に汽笛
及び走行音が流れる。

高層ビルが並ぶ湾岸エリアは、
巨大な商業施設や公園など、
ダイナミックな景観が魅力です。


