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7 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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「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

7 月 30 日（日）　①11 時～　②13 時半～

参加料　おとな 1000 円　こども 500 円

子供 20 人まで　※対象年齢 0歳～小学生まで　※要保護者同伴
※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：7月 15 日（土）～　

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...

ふかにこカフェ
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7 月の催し

2

主催

7月8日（土）14時～16時
「ベーゴマ」まわそう！　
「おりがみ」おろう！
ちびっこたちあつまれ！！

参加無料 　
ベーゴマ：鈴木祥元さん

おりがみ： 高橋勝美さん

7月28日（金）14 時～ 15 時半「名所案内記にみる深川」

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

 S  a  l  o  n    d  e    ふ  か  が  わ　

講師　龍澤 潤（深川東京モダン館）

7月4日（火）14 時～ 15 時半「紀文稲荷神社」　

教える人

再

コドモアソビ

一、付き馬 吉原を手玉に取った男

一、圓朝作 名人長二・その五 

第354回 圓橘の会 7月29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）

第14回 講談会

※予約　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
予約開始：7月 5日（水）から定員 60 名に達し次第受付終了

筆

7月22日（土）14時半～（開場14時）

後援：日本講談協会

陽子・紫　二人会

共催

　

つ　　　　うま

めいじんちょうじ

第 2 回 江東モダン亭

江東区ゆかりの若手落語家らによるてづくりの演芸会
（開場14時）7月23日（日）14時半～

予約開始：7月 5日（水）から定員 50 名に達し次第受付終了
予約 2,000円 

当日 2,500円

桂夏丸　三遊亭歌扇　ほか

※予約　お電話 03-5639-1776　または　info@fukagawatokyo.comまで

生れ出ずる悩み

神 田　桜 子
神 田　陽 子
― 仲入り ―
神 田　克 紫
神 田　紫あでやかに艶やかに語る　華の講談競艶!!



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  55

（文　江東区文化観光ガイド　平田　悦雄）

江東区の思い出

　私は、京都府福知山市の出身で、団塊の世代

の最後の生まれです。故郷を離れて東京に住み

始めて今年で半世紀近くになり、今ではすっか

り東京の人となってしまいました。

　私と江東区との関わりは、東京メトロの前身

である営団地下鉄東西線西船橋（市川市）に独

身寮があり、毎日霞が関まで通っていました。

仕事帰りに、門前仲町駅で途中下車し、仲間と

飲み歩いていました。その後、結婚して都内に

転居しましたが、昭和六十年にふたたび東西線

西葛西に移り住み現在に至っています。たまた

ま上司が、海洋大学の向かいの住宅に住んでい

ました。誘い誘われ途中下車して飲む機会があ

り、昔の店を訪ねたり、新しくなった店に飛び

込んだりしていました。

　独身時代には、辰巳新道にあった店で、故郷

のおふくろを想い出すおかみの手料理で、東西

線の最終に送り出されて帰ったり、深川公園前

の居酒屋で仲間と議論したり、黒船橋の近くに

あった全国銘酒の店を冷やかしたり、財布にや

さしいおやじ居酒屋で飲み歩きました。

また、財布に余裕のあるときは、不動前の大通

りのにぎやかな居酒屋から一歩入った「大島川」

に近い巴橋から石島橋の間の路地をうろうろし

ていました。

　地方勤務もなく定年を迎え、その後の助走期

間も終えて、完全退職しました。ちょうどそん

な時期に、知人の紹介で深川モダン館を知るこ

とになりました。江東区の文化観光ガイド講座

に募集し、江東区の文化観光に携わる機会を与

えていただきました。もともと歴史に興味があ

り、深川地区だけでなく亀戸地区まで幅広く見

聞することにより、益々江東区が好きになりま

した。

　日本橋や大手町の喧騒とは違う門前仲町の空

気が、私にはしっくりいく感じがします。富岡

八幡宮や深川不動堂の境内に入ると何となく落

ち着いた良い気分にさせられます。

　これからも、変わりゆく江東区に少しでも携

わり、区民だけでなく区外の人たちに、江東区

の魅力的なところを発信していければいいなと

思っております。



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57号（平成29年6月30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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Begonia grandis

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

※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 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～

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


