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5 月のカレンダー 催し物の詳細は 2面をご覧ください
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喫茶にちようの営業日は http://nichiyou.net/wp/ をご覧ください開館時間　10：00-18：00（金・土曜日は 19 時まで）
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（～ 5/7）

GW企画展示

主催 ゴールデンウィーク企画展示

4月26日（水）～5月7日（日）

江東区内に現存している
近代建築物・構造物などについて
詳しく紹介します

※5月1日（月）休館日

入場無料

江東区の近代建築展

おきがる講座

おきがる講座 ふかにこカフェ

休館日



5 月の催し
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一、みいら取り 吉原は二度と行く所でないと三度行き

一、圓朝作 名人長二・その三　生みの親より育ての親

第352回 圓橘の会 5月27日（土）15時～

出 演 三遊亭圓橘

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

共催

予約 2,500円 
当日 2,800円

（開場14時半）　

めいじんちょうじ

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

5月 28 日（日）①11 時～②13 時半～
参加料　おとな 1000 円　こども 500 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、お子様には素敵なおかしのプレゼントあり。

申込期間：5月 16 日（火）～　
メール → fukanikocafe@gmail.com 　お電話 → 03-5639-1776

★参加アーティスト★
シンガーソングライター YUKKIY
イラストレーター Reap フードコーディネーターしらいのりこ
and more...

主催

5月13日（土）14時～16時
昔懐かしい「ベーゴマ」、折って楽しい「折り紙」。
コドモアソビ、してみませんか。
大人の方もぜひ遊びに来てください。

参加無料 　

ベーゴマ：鈴木祥元さん

折り紙： 高橋勝美さん

5月26日（金）14 時～ 15 時半「深川と蘭学」　

主催

両日とも　

料 金500円（1ドリンク付）
予約不要・定員30名

おきがる講座
コーヒー・お茶を飲みながら
江東区の歴史についてお話しします

講師　龍澤 潤（深川東京モダン館）

5月9日（火）14 時～ 15 時半「東京市深川食堂」　

教える人

再

コドモアソビ



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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モダン館ボランティアガイドだより 53

（文　江東区文化観光ガイド　福　明子）

深川と故郷

　私の故郷は石川県の大聖寺という町です。『日本
百名山』を著した深田久弥の故郷なので山好きな
方ならご存知かもしれません。江戸時代には加賀
百万石前田藩の支藩大聖寺藩の城下町で私の子供
のころでも日本舞踊や琴のお稽古をする人がおり、
お祝いの席では謡の一つも出る土地柄でした。
　江東区に住んで30年になります。とは言えずっ
と南砂地域に住んでいましたので深川や亀戸地域
の事はあまり知りませんでした。そんな時に目に
飛び込んできたのがカルチャーナビ KOTOの「江
東区文化観光ガイド養成」の講座案内です。江東
区の勉強もできるし知らない方とお話しするのも
楽しそうだなとガイドに向けての一歩が始まりま
した。
　そして今、モダン館でガイドとしていろいろな
方とお話ししたりガイドしたりと楽しく活動させ
ていただいています。「この地域にこんなに見どこ
ろがあるなんて」と喜んで頂けるのが何よりです。
　この深川には私の故郷と関連のあるところはな
いだろうなとちょっと寂しく思っていたところ、
モダン館の龍澤さんから「加賀藩の蔵屋敷がこの
付近にあったよ」とのお言葉が・・・うれしくなっ
てこれを紹介します。

　以下『下町文化』269 号（2015 年 4月）を参
照しての内容となりますが、慶安４年（1651 年）
から明治初期まで深川黒江町に加賀藩の蔵屋敷が
ありました。蔵屋敷は大名自らが入手した抱屋敷
で年貢米などを収納するため設けられました。場
所は左下の切絵図の赤丸で囲った部分で、現在の
門前仲町１丁目、モダン館のあたりです。2,668
坪ありました。黒江町蔵屋敷には米蔵が置かれて
おり明治維新まで存続し、前田家の江戸における
貯蔵施設として利用され続け、米は藩邸の御台所
や江戸藩士の扶持米として使用されました。それ
以前、慶長 10年（1605 年）ごろには永代島邸と
よばれる蔵屋敷が水運の便が良い為に現在の仙台
堀川北側（現千石１丁目付近）にありましたが、
後にこの機能が黒江町蔵屋敷に移されたのです。
　自分の今いるこの場所が故郷とつながっている
という不思議・・・
　ガイド活動を通して江東区にさらに愛着がわき
そうです。

本所深川絵図（嘉永 5年）より
深川黒江町の加賀藩蔵屋敷



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55号（平成29年4月28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」

そして夏季限定「ひやしコーヒー」

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。

ガイドブック・お土産品
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』

・『江東区の文化財』各地域

・江東区観光キャラクター

　コトミちゃんグッズ各種

・江東区の名所を描いた絵

  はがき(水彩・切絵・写真)

・一筆箋各種

・Ｔシャツ、てぬぐい

　江戸切子、ICカード入れ

　もくレース、深川めしの素

　ランチョンマットなど

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～ 

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　800円～

・カレーセット　1000円～

Wisteria floribunda


