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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）

深川東京

モダン館だより
fukagawa tokyo modankan newsfukagawa tokyo modankan news
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その他の催し物の詳細は
2面をご覧ください

主催 広井政昭・江戸独楽展
1月4日(木)～15日(月) ※9日（火）休館

観覧無料

世界的に認められた職人・広井政昭氏の比類なき技によって
制作された江戸曲独楽とからくり独楽を展示いたします。
また独楽まわし体験・販売コーナーもあります。

ひ　ろ　い　ま　さ　あ　き　　　え　　ど　　こ　　ま　　て　　ん
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華やかにおめでたい講談

平成 29 年 12 月・30 年 1月の催し
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第359回圓橘の会
演 目

12月16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

※それぞれ　予約2,500 円 当日2,800 円

（開場14時半）

一、圓朝作 緑林門松竹- またかのお関
　“石川や 浜の真砂は尽きるとも 世に盗人の種は尽きまじ”

共催

新春圓橘一門会 1月2日（火）・3日（水）

出 演　　三遊亭圓橘、小圓朝、朝橘、まん坊

（開場15時半）各日とも16時～

共催

12月9日（土）

1月20日（土）

講 師  龍澤　潤(深川東京モダン館)　

おきがる講座　主催

料金　各回500円 予約不要・定員各30名
 教える人：鈴木祥元さん（ベーゴマ）
　　　　 高橋勝美さん（折り紙）
　　　　　　　　　

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！！

14時～16時
12月5日（火） 深川七福神　
12月15日（金） 松平定信と海荘
1月26日（金） 明治150年江東人物伝①
　　　　　宇都宮三郎とセメント業

コドモアソビ

第16回

モダン講談会
共催

予約 2,500円 当日 2,800円

1月27日（土）14時半～
（開場14時）

予約期間　1月 15 日（月）～
定員 60 名に達し次第受付終了

開口一番　　神田桜子
大地の子　　神田ひとみ
お楽しみ　　神田紫
お楽しみ　　神田陽子　
お楽しみ　　一龍斉貞橘

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

2 月の催し物　ご予約情報
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

2月 3日（土）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）　※要・保護者同伴　※1ドリンク（大人）、おかし（こども）あり

1 月 25 日（木）受付開始　

メール → fukanikocafe@gmail.com 　お電話 → 03-5639-1776

みどりのはやしかどのまつたけ

参加無料

江東区ゆかりの若手落語家ら
によるてづくりの演芸会

落語　　桂 夏丸
              三遊亭歌扇
              林家あんこ

江東モダン亭
共催

1月28日（日）14時半～

予約期間　1月 15 日（月）～
定員 50 名に達し次第受付終了

予約 2,000円 当日 2,500円

ブレゼーポーク、
インディアン、スタイル

深川モダン食堂
12月9日（土）・10日（日）

主催

11時半～14時

料金　1,000円　※各日限定20食

昭和初期のレシピを再現する食のイベント

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。

（写真はイメージです）

すべて14 時～ 15 時半　

共催 仙台・秋保 × 深川

1 月 19 日（金）16 時～ 19 時
1月 20 日（土）10 時～ 19 時
1月 21 日（日）10 時～ 16 時

仙台・秋保温泉郷の魅力
を味わう交流イベント
秋保ワイナリーと深川ワイナリー
の飲み比べ 100 円ほか

（開場14時）

後援：日本講談協会



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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（文　江東区文化観光ガイド　長　公子）

江戸情緒も楽しんで

　「深川東京モダン館」で周辺のまちあるきツ

アーをさせていただくようになって、８年にな

ります。日本のさまざまな地方から、いろいろ

な思い、又興味を持って訪ねてこられます。

　その思いに応えるべく、知恵を絞ってコース

を考えます。

　まず ポピュラーなコースとしては、モダン館

を出て、清澄通りを渡り辰巳新道を右に見て、

深川公園に入ります。ここは、江戸時代に栄え

た「永代寺」の広大な境内地。時代が下り平成

の世。何時も参拝者で賑わっている「成田山深

川不動堂」。本堂中央に座す木造の「お助け不動」

又毎日奇数時間に とり行われる「護摩焚き」。

いきおいよく立ち上る炎、僧侶による太鼓の響

き、大声で唱えられる念仏に圧倒されます。

　深川公園に隣接して建つ「富岡八幡宮」。境内

には「日本一の黄金神輿庫」や「横綱力士碑」「木

場の角乗り碑」「深川の力持ち碑」等、深川にま

つわる多くの石碑が昔を忍ばせます。平成 24

年に建立された「天皇皇后行幸啓碑」並びに境

内に植樹された桜の若木。今年は花を咲かせ、

参道も整備され 新しい富岡八幡宮の表玄関にな

りました。この後 八幡掘り辺りを案内 一時間

程で終了します。少し時間に余裕のある方にお

勧めのスポットに「深川江戸資料館」があります。

白河一丁目 江東区役所跡地に建てられました。

　ここは 江戸時代末の「深川佐賀町」を実物大

で想定復元され街並みを散策している気分に浸

れます。館では 江戸庶民の年中行事の再現が行

われます。

　「正月飾り」 　門松（大店の松飾）神棚　　　 

　　　（注連縄 鏡餅 餅花）等。

    「初午」   　二月の最初の午の日 町中 稲荷社が

　　　にぎやかに地口行灯で彩られる。

    「雛の節句」  　土雛 古今雛 立ち雛（紙製）と

　　　菱餅やさざえ 桃の花 等 狭い長屋に工夫

　　　をこらして飾ります。

    「端午の節句」  「七夕飾り」  「月見飾り」………  

　また伝統芸能の公開も行われます。

    　　江戸庶民の語り物「新内流し」 

　　　「江戸の物売りと大道芸」 「琵琶と語り」

　深川の神社仏閣を廻り、時には江戸情緒に浸っ

ていただきたく江戸資料館を紹介しました。

モダン館ボランティアガイドだより  60



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62号（平成29年11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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※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「小樽珈房」と「ベ
イキャメル」の 2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。
・『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、甘酒
　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～14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　800円～
・カレーセット　1000円～

Cyclamen persicum※臨時休館：年末年始（12月27～1月1日）


