深川東京モダン館の情報誌

平成 26 年 2 月

第 19 号

深川東京

モダン館だより

モダンな食堂へようこそ

主催

2月15日（土）・16日（日） 11時半～16時
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。

チキンスチウほか

コーヒーor紅茶付

料金 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）

第318回
出 演

圓橘の会

2月22日（土）15 時～

共催

三遊亭圓橘・橘也

予約2,000 円 当日2,500 円

演 目 “忠臣蔵外伝”岡本綺堂原作

磯部のやどり
2 月のカレンダー
月

3

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

催し物の詳細は 1 面、2 面をご覧ください
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おきがる講座

開館時間 10：00-18：00（金・土曜日は 19 時まで） ★喫茶にちよう営業日（11：30-16：00 変更・短縮の場合あり）
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2 月の催し

ベーゴマ道場

共催

おきがる講座

2月8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。

主催

コーヒー・紅茶を飲みながら江東区
や世界史についてお話しします。

Salon de ふかがわ 講 師 龍澤
2月28日
（金）14 時〜 15 時半
「深川七軒寺町の成立」

潤(深川東京モダン館)

Salon de モダン 講 師 渡 辺 賢 一 郎(深川東京モダン館)
2月14日
（金）14 時〜 15 時半
「世界史を学び直そう～チョコレートから見た歴史」（再）
参加無料

共催：下町探偵団

ご参加ありがとうございました

それぞれ

料金

500円（1ドリンクつき） 予約不要・定員30名

宝さがし in 深川〜深いぞ、深川

昨年 11 月 2 日から 12 月 1 日まで開催されたイベント「宝さがし in 深川〜深いぞ、深川」の正解をお知らせいたします。
全問正解者の方から抽選で 5 名様に、株式会社きかんしのご厚意により「こうとうのまち百景」絵葉書全種類セット（約
1 万円相当）をご提供いただき、お送りいたしました。また、惜しくも抽選でもれた全問正解者の方にも、秀文社印刷株
式会社のご厚意により絵葉書をお送りいたしました。両社の皆様に厚く御礼申し上げます。なお、館内 1 階では、写真付
きで問題の解説展示を行っています。

このイベントを企画した共催者のコメントは 4 面です

Q1 平賀源内電気実験の地標柱 日本で始めてエレキテルを
Q12 間宮林蔵の墓 江戸時代の有名な探検家間宮林蔵の墓、
作ったといわれる平賀源内。その実験した場所には江東区が
墓石の正面には北方地の探検家としての功績にちなんで、「顕
建てた石碑があります。石碑の説明の最後に「江東区 第○
實院殿宗圓拓○日成大居士」という戒名が付けられています
○号」とありますが、ここに入る数字は何？ 正解：31
が、○に入る文字は？ 正解：北
※誤植があり、正しくは
Q2 セメント工業発祥の地 ここには、横浜港を作るために 「顕實院殿拓○宗圓日成大居士」でした。お詫びいたします。
Q13 亀久橋 亀久橋には他の橋とは違った特徴ある飾りが
使用した明治 27 年製のコンクリートのかたまりが保存され
ています。これには、「№2○○7」という製造番号が刻まれ
つけられています。それは何？ 1. 時計
2. 水晶
3. ス
ていますが、○に入る数字は何？ 正解：72
テンドグラス 正解：3
Q3 赤穂義士休息の地碑 赤穂義士が吉良邸討ち入り後、甘
Q14 福富川公園にある旧富島橋の欄干 福富川公園には旧
酒をふるまわれた場所にある碑ですが、この石碑の右から 5
富島橋の一部が保存されています。この欄干には動物がデザ
行目（「赤穂義士休息の地」も行数に含む）の一番上に刻ま
インされていますが、それは何？ 1. 鳥
2. 亀
3. 魚
れている文字は何？ 正解：の
正解：3
Q4 滝沢馬琴誕生の地モニュメント 深川ふれあいセンター
Q15 冬木辨財天 入口にある葛西橋通りに面した石垣に「天
の前には、江戸時代の小説家である滝沢馬琴誕生の地のモ
保六年七月吉日」の文字が刻まれています。この石には他に「石
ニュメントとしてたくさんの本が重ねた状態を表現していま
垣壹坪」と「○組」の文字も彫られていますが、○に入るのは
す。さて、この本は何冊あるでしょう？ 正解：106
何？ 正解：四
Q5 芭蕉の座像のある採荼庵跡 採荼庵跡脇の仙台堀川沿い
Q16 国重文八幡橋がある八幡橋遊歩道 八幡橋遊歩道には、
には遊歩道「芭蕉俳句の散歩道」があり、「おくのほそ道」
昭和 7 年に製造された橋も保存されています。この橋の名は「旧
で詠まれた俳句が紹介されています。さて採荼庵跡側から
○○橋」といいますが、○に入る文字は？ 正解：新田
入って 3 番目の立札の俳句はどこで詠まれた？ 正解：日光
Q17 富岡八幡宮 永代通りから入った本殿手前にある石段
Q6 石造燈明台 台の南側の一番上には「征清軍凱旋記念燈」 の両脇には、江戸時代に奉納された狛犬があります。この台
座には江戸時代の深川にあった海辺○○町という町名が彫ら
と彫られていますが、その下方の楕円形の石には内陣○○講
れていますが 、○は何？ 正解：大工
と彫られています。○に入る文字は何？ 正解：十六
Q7 旧富岡橋親柱 油堀川公園には、かつて油堀川にかかっ
Q18 三十三間堂跡モニュメント 三十三間堂モニュメント
ていた旧富岡橋の親柱（石柱）が保存されていますが、この
には、昔の長さの単位 1 間（約 1.8 メートル）を表現する矢の
親柱は上から見ると何角形でしょう？ 正解：八角形
絵がありますが、この矢の先はモニュメントに向かって左、
右どちらを向いている？ 正解：左
Q8 深川東京モダン館 モダン館の保存階段には展示ケース
がありますがケース内に展示されている戦前のビンは何のビ
Q19 東富橋 東富橋の欄干には、江東区無形文化財であっ
ンでしょう？ 1. ヨーグルト 2. 牛乳 3. ビール 正解：2
た山崎喜作さんの刺繍画をもとにした銘板がはめられていま
す。「深川○○（深浜風景）」という作品ですが、○に入る文字
Q9 四世鶴屋南北住居跡 「東海道四谷怪談」の作者として
は？ 正解：八景
知られる四世鶴屋南北、この居宅跡がある黒船稲荷神社の賽
銭箱の色は何？ 1. 朱 2. 黒 3. 金 正解：1
Q20 平久橋西詰波除碑 平久橋のたもとには、4 本の石柱が
立っています。このうち江戸時代に建てられた波除碑は左か
Q10 大島川水門 大島川水門の説明板には、過去の水害と
ら何本目でしょう？ 正解：4
して狩野川台風と○○○台風が紹介されていますが、この○
に入る台風は何？ 正解：キティ
Q21 トーテムポール 木場駅近くの児童遊園のトイレ前に
は、トーテムポールが立っていますが、これはカナダの何州
Q11 霊厳寺 寛政の改革で有名な松平定信、このお寺に
から贈られたもの？ 1. ブリティッシュ・コロンビア州
お墓があります。さて、お寺の山門前には「史跡楽翁松平定
2. オンタリオ州
3. ケベック州 正解：1
信墓」の石碑がありますが、この碑は昭和○年に建てられた
2
でしょうか ？ 正解：4

モダン館ボランティアガイドだより⑱

文化観光ガイドになって思うこと
無趣味で、家と職場を往復するだけの私が定年
退職することになりました。家でごろごろしてい
ては嫌がられるだろうと思っていた時、「亀戸の
まちのサポーターになろう！」と言う文化セン
ターの講座が目に入りました。そう言えば、住ん
でいる街のこと何も知りません。面白そうなので
参加しました。若い学生さんや参加者と共に、町
を歩く楽しさを、又、ワークショップと言う皆で
発見したことを発表して町の資源を探すことなど
が面白かったです。翌年、かめいど福都心単語帳
「かめたん」作りにも参加させていただきました。
知ったことは、話しをしたくなるのが人の常です。
私も、永六輔さんの言う男のおばさんの気持がわ
かり始め、アメちゃん持ってお節介でもしようか
と思ったとき、「深川東京モダン館でガイドをし
ませんか」と言う講座。文化財の事を勉強されて
いる皆さんの中で、ただ興味半分だけの私でも仲
間に入れていただきガイドデビューができまし
た。ガイドの心得としてお上から、お寺さん、お
宮さんにご迷惑をかけてはいけない事、そして、
お客さまの安全を心がけてご案内するようにと言
われました。仲町は、江戸時代から永代寺の門前
町です。２万坪の広さを持った永代寺の跡は、今
でも深川公園、お不動さま、八幡さまがございま
す。車を気にすることなく安心してお客さまをご
案内できます。そして、常に変化し続けるお不動
さま、お祭りなどたくさんの人を引きつける八幡
さま。わからない事も優しく教えて下さいます。
見所も多くお客さまを楽しくご案内することがで
きます。お客さまから、おいしい物食べて帰りた
いの、お土産は何がいいの、ちょっと休んでいけ
るお店はないの等のお話がございます。個々のお
店の紹介はしてはいけないと言われていますので
ちょっとこまってしまいます。深川には、伝統工

芸を伝えているたくさんの職人さんや、名物と言
われるおいしい食べ物、お土産などがございます。
見て、聞いて、体験してそして食べて満足してい
ただけるようなご案内ができないものでしょう
か。モダン館では、月々色な催し物が行われ、
「モ
ダンな食堂」では、大正昭和のカフェメニューが
再現されています。お客さまも良くごぞんじで早
く行かないと食べられないほどの人気です。さて、
夜のご案内はできませんが、お客さまから飲み屋
さんのお話しもお聞きします。夕方の４時前には
行列のできるお店、昭和レトロのお店が集まった
横丁、美人姉妹で評判のお店など良く教えて下さ
います。ちなみに私は、猫のみーちゃんと深川育
ちの大将、女将さんが招き入れてくれるお店が好
きです。いつも家族づれのお客さんがいて、仲町
の今を教えてくれます。でも、年金生活がまんが
まんと自分に言いきかせて帰るようにしていま
す。
最後に、モダン館には経験豊かなガイドさんが
たくさんおられます。ぜひ、おいでくださいまし
て一緒に街歩きを楽しんでいただければ幸いで
す。お待ちしております。

（文

江東区文化観光ガイド

青山

登起雄）

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。
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イベント「宝さがし in 深川〜深いぞ、深川」を終えて

「深川ジオキャッシング協議会」のみなさんのコメント
昨年 11 月 2 日から 12 月 1 日まで開催されたイベント「宝さがし in 深川〜深いぞ、深川」は、企画から問題作成・アプ
リ制作・広報に至るまで、共催団体の「深川ジオキャッシング協議会」のみなさんに多大なるご協力をいただきました。
深川東京モダン館として心よりお礼申しげます。協議会のみなさんから、イベントを終えてのコメントをいただきました。

・深川の魅力を自分自身も再発見できた貴重な機会となりました。ありがとうございました。
（坂之上

様）

・イベントを通じて深川を深く知ることができ、深川のことが大好きになりました。アプリをつくるなど、
今後も深川を盛り上げるために活動していきたいと思っています。（藤中

様）

・これを機会に、皆様の身近にある史跡旧跡等、地域のお宝に興味を持ってもらえれば、望外の喜びです。
（山口

様）

・問題作成に関わることができ、私自身が見逃していたお宝を再発見できました。（中井

様）

・深川をもっと深く知ってもらうため、身近な深川の発見を楽しんで頂くため” 体験型” で楽しさいっぱ
いの「お宝探し in 深川

深いぞ〜深川」の企画をさせていただきました。深川の史跡をお宝にたとえ、

それを見つける” 新しい発見” の楽しさとスマートフォントとも連動した” 地域活性型” の新たなチャレ
ンジの企画です。ご参加いただきました、幅広い年齢層のお客様から、楽しい声をいただき大変うれしく
思っております。この企画は継続していきたいと思っており、今後、世界からおみえになるお客様にもス
マートフォンを通して深川の魅力をよりアピールしたいと思っております。世界に向けて” 深川のおもて
なし” の土俵のスタートにお手伝いが出来たと思います。これをスタートとして、より” 深川の魅力” を
伝えて行きたいと思います。今回の企画は、GPS を使用した宝探しゲームのノウハウを持ったメンバーの
協力と、モダン館の皆さまの協力の賜物です。ありがとうございました。（ 吉田

様）

ジオキャッシングとは、インターネットで公開されている宝
箱を、スマートフォンや GPS 機器を使って探し出す遊びです。
2000 年にアメリカで始まったこのゲームは世界中に広まり、
ゲームのホームページに登録すれば誰でも自由に無料で宝箱
を探すことも、宝を隠すこともできます。詳しくは、公式ホー
ムページ（https://www.geocaching.com/）をご覧ください。
※深川ジオキャッシン
グ協議会は、ジオキャッ
シングの普及とジオ
キャッシングのノウハ
ウを生かした新たな取
り組みとして、地域の
活性化につながる活動
を行っています。

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19号（平成26年1月31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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