
　さて、モダン館では 8/1 ～ 15 の日程で、「地域の記憶」と題

した企画展を開催します。門前仲町地域を中心に、150 枚ほどの

古写真を紹介します。また、同時に 1階スペースでは、今年のゴー

ルデンウィークに展示した「こうとうのまち 100 景」でおなじ

みの吉村勲二さんの原画を再展示します。今回は、前の展示で

お気に入りの絵を選んで頂いたアンケートをもとに人気の高

かった 20 点を吉村さんのコメントとともに紹介します。子供神

輿の見学のついでに、また涼みに来がてらモダン館にお立ち寄

り下さい。

深川東京

モダン館だより
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8 月のカレンダー 催し物の詳細は 2面をご覧ください

★喫茶にちようの営業日（変更になる場合があります）　　　開館時間 10：00-18：00（金・土曜日は 19 時まで）
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休館日

休館日

休館日

モダンな食堂

　今年は梅雨があっという間に明け、明けたと同時に連日の猛

暑が続く夏となりました。富岡八幡宮の祭礼がある 8 月、今年

は 11 日に子供神輿連合渡御が執り行われます。今年のような暑

さが続く陽気であれば、「水かけ」も気持ち良く感じることでしょ

う。

やっぱり「水掛け」
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圓橘の会

休館日
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おきがる講座

9/1
ふかにこカフェ

地域の記憶展
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8 月の催し

第313回 圓橘の会

モダンな食堂へようこそ

内 容　「名所辰巳八景」
講 師  龍澤　潤(深川東京モダン館)

おきがる講座

国登録有形文化財建造物に登録された「モダン」な食堂で、
大正・昭和のカフェメニューの再現レシピをお楽しみください。

8月24日（土）・25日（日）11時半～16時

演 目 圓朝作 怪談
　       「乳房榎-おきせ口説-」

　　　　　　　　　　　　

8月31日（土）15 時～（開場14 時半）

出 演　三遊亭圓橘・橘也

※お申込みはお電話 03-5639-1776　または　info@fukagawatokyo.comまで
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共催

主催主催

コーヒーを飲みながら江東区の歴史
についてお話しします。

予約2,000 円

当日2,500 円

ベーゴマ道場

場所　深川東京モダン館1階

　

料 金　500円（1ドリンクつき）
申 込　当日館にお越しください

ベイクビーンズほか
（コーヒー又は紅茶付）

1,000円　※各日限定25食
（各日・なくなり次第終了となります。

ご予約は承っておりません）

共催

8月10日（土）14時～16時
昔懐かしい遊びのベーゴマに触って
童心に返ってみませんか？
お子さんとぜひ遊びに来てください。

参加無料 　共催：下町探偵団

Salon de ふかがわ

8月23日（金）14 時～ 15 時半

共催ふかにこカフェ
「食、絵、歌」のプロが集結し「見て、触って、
歌って、感じて、味わう」という新しいタイプ
の体験型紙芝居をします。

9月 1日（日）
　・11 時～　・13 時半～（2回公演）
参加料　おとな 700 円　こども 300 円

各回子供 20 人まで　※対象年齢 0歳～小学生までです。
※お子様だけのご入場はできませんので保護者同伴でお越しください。
※大人には1ドリンク、お子様にはおはなしにちなんだ素敵なおかしのプレ
　ゼントあります。

申込期間：8月 15 日（木）～ 8月 30 日（金）　
メール → fukanikocafe@gmail.com 　　お電話 → 03-5639-1776

地域の記憶

2 階では、江東区内を写した古写真 150 点を紹介します。

1階では、4/26 ～ 5/6 に展示した吉村勲二氏の「こうとうのまち 100

景」のうち、人気の 20 点を吉村氏のコメントとともに再展示します。

平成25年度 深川東京モダン館企画展示

※入場無料

8月1日（木）～15日（木）
※ 5日・ 1 2 日（月）は休館日

あなたの家に残された何気ない写真

被写体とともに写り込んだ風景
全てが貴重な歴史資料です

豊洲運河（1957年）



モダン館ボランティアガイドだより⑬

深川東京モダン館では、江東区文化観光ガイドによる館内のご案内（10時～16時）および
ご希望によりモダン館周辺のまちあるきツアー（1時間程度、11時・14時出発）を行って
おります。  ※諸事情によりガイド不在の場合もございます。

（文　江東区文化観光ガイド　日紫喜 一史）
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に架かっているわけだ。
　さらに、短径間に向くとされるポニートラス
もある。緑橋や平久橋がそれだ。トラスの上側
がつながっていないことで見分けられる。
　深川地区では他にも多種多様な橋が架かり、
過去の技術、現代の技術を比較鑑賞できる。
　モダン館は橋を眺める街歩きには好位置にあ
る。
　モダン館を出発して首都高速9号線（旧油堀川）
沿いに西に歩くと緑橋（上述）に迎えられる。
大島川西支川を南下すると大横川（旧大島川）
に出る。東富橋を過ぎて平久川を北上し、仙台
堀川を清澄排水機場までたどれば（「Ｂコース」）
延長 3.5km に 18 橋が架かっている。平久川の代
りに大横川を経由するのも茂森橋を含むので推
奨できる。
　また、小名木川を万年橋から横十間川までた
どり、横十間川を北上、柳島から北十間川を西
へスカイツリー下まで（「Ｃコース」）達すると、
延長5.5km、道路橋24，鉄道橋1（総武線）を数える。
加えて首都高速道路 7号線も下から観察できる。
　上記ＡＢＣ三コースに限らず、多彩なコース
が設定でき、様々な橋を鑑賞できる。
　深川地区を中心とした川と橋の豊かな景観を
これからも人々に知らせ続けて行きたい。

　深川地区が誇っていいことの一つに川（水路）

に架かる橋の多いことがあげられる。
　例えば、小名木川を万年橋から大横川までたど
り、大横川を南下して仙台堀川との交点から仙台
堀川を西へ清澄排水機場まで（「Ａコース」）は水
路の長さが 4.0km であり、その区間に橋が 18 架
かっている。ざっと 220ｍ間隔に橋が存在する勘
定だ。
　同じ程度の密度で橋が架かるのは神田川・外堀・
日本橋川の一連の水路だ。柳橋から神田川を後楽
橋までたどり、外堀を通って、日本橋川を豊海橋
まで（「Ｋコース」）水路延長は 8.0km であり、橋
の数は 41 だが、鉄道橋が 5 あり、道路橋は 36 で
ある。
　上に述べたＡコースと道路橋では同様な密度で
あることが分る。ただ非常に異なるのは、Ｋコー
スでは柳橋と豊海橋を除いてすべてが上路橋、つ
まり車や人が通行する路面が橋の構造の上側にあ
る橋である。これに対して橋の構造が路面より上
にあるのが下路橋で、一般的には、通行する車や
人が橋の構造に圧迫を感じずに通行できる上路橋
がベターとされている。しかし橋の下を通行する
船がある場合は話が別である。
　Ｋコースでは沿川に物流を水路に頼る工場倉庫
などは少なく、ハシケの往来も限られおり、アー
チ構造や桁構造の上路橋が大半を占めるように
なった。トラス橋は一つもない。
　これに対して、深川地区は水路が原材料製品の
主要な物流ルートであり、橋の下はハシケやイカ
ダで混雑した。軟弱地盤による沈下も予測された
ために、橋は下路橋が多く架けられた。そのため
1930 年前後、昭和初期に架設された多数のトラ
ス橋を現在も見ることができる。
　事実、これほど沢山のトラス橋が集積する地域
は東京都内では特別な地区である。しかも小名木
川に架かる曲弦トラス橋（上側がカーブ）、仙台
堀川・大横川に架かる直弦トラス橋（上側が直線）
と構造が異なる。これは径間 50ｍ以上は曲弦ト
ラス、50ｍ未満は直弦トラスを推奨する、という

教科書の通りで川幅を反映している。力の掛り具

合から言えば、曲弦トラスが適合しているが、製

作コストは直弦トラスの方が安いので、材料費と

製作費との兼合いから形式が選定され、それが現

深川地区は橋の宝庫



深川東京モダン館では2階の多目的スペースと会議室をお貸し出ししています。ミーティングや

イベントを行うスペースなどにご利用ください。

◆会議室

利用日時：開館日時　利用例：社内ミーティング、商談、お花・書道・語学の教室等

◆多目的スペース

利用日時：開館日時　利用例：展示、イベント、社内研修、演劇の公演、講演会、教室等

貸会議室・多目的スペース

会議室多目的スペース

百圓珈琲

開館日および開館時間

　10：00-18：00（金・土曜日は19時まで）

　休館日：月曜日 

　（月曜日が祝日の場合、翌火曜日が休館となります）

「深川東京モダン館だより」第14号（平成25年7月26日）
発行　深川東京モダン館　
〒135-0048　東京都江東区門前仲町1-19-15
TEL 03-5639-1776    FAX 03-5620-1632
Mail  info@fukagawatokyo.com
ホームページ　www.fukagawatokyo.com
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※料金、ご予約（ご利用日の半年
　前から受付）詳細については、　
　お電話またはメールにてお問い
　合わせ下さい。

※スクリーン、プロジェクター、
　マイクなど機器類もご利用いた
　だけますので、ご相談ください。

深川東京モダン館 1F カウン

ターでは 100 円のコーヒーを

ご提供しております（「喫茶

にちよう」の営業日のうち土

日をのぞく）。ホットコーヒー

「小樽」「ベイキャメル」、そ

して「ひやし」の 3 種類をご

用意しております。まちある

きの休憩時や会社のお昼休み

中の一服にどうぞ。

深川東京モダン館1階では、

まちあるきに役立つガイド

ブックや江東区の文化財ガ

イドなどを販売しています。

・『まちあるき観光ガイド』

　『おさんぽ案内帖』

　（各100円）

・『江東区の文化財』

   (各500円)

・江東区の名所を描いた絵

  はがき（各種1枚100円

　セット割引あり）

・その他、Ｔシャツ、てぬ

　ぐい、江戸切子など。

販売物 喫茶にちよう
深川東京モダン館2Fで不定

期に営業している喫茶店で

す。美味しいコーヒーと米

粉スイーツ、そしてきまぐ

れカレーランチをご用意し

て皆様のご来店をお待ちし

ております。

※http://nichiyou.net/wp/

営業時間：11 時半～ 17 時

メニュー

・にちよう珈琲　300円

・にちよう紅茶　300円

・カレーランチ　700円～

・カレーセット　900円～


