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6 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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芝工大地域提案展

講談会 演芸会

芝浦工業大学

芝浦工業大学建築学科の学生による
門前仲町周辺のまちづくり提案成果を展示

6 月 9 日 (土 ) ～ 17( 日 )　

観覧無料

建築学科地域提案展

学生発表会・公開講評会
6月 16 日 ( 土 )14 時～ 16 時

内容：学生の発表、教員と市民からの講評等

定員 30 名
参加無料

　※11 日（月）休館日　※最終日 16 時まで



6 月の催し
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主催

6月2日（土）14時～16時

ベーゴマまわそう！
おりがみをおってみよう！
ちびっこたちあつまれ！

参加無料 　

ベーゴマ：鈴木祥元さん
折り紙： 高橋勝美さん

明治150年江東人物伝④

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）

6月5日（火）14 時～ 15 時半　雨宮敬次郎と深川　

教える人

再

コドモアソビ

共催
第364回圓橘の会

三遊亭圓橘

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

江東区ゆかりの若手落語家らによるてづくりの寄席

桂 夏丸　　柳家喬の字　　林家あんこ

モダン講談会 6 月 23 日（土）　14時半～（開場 14時）

瀧川 あまぐ鯉　神田 ひとみ　神田 京子　一龍斎 貞橘　神田 紫

 ※お申込みは深川東京モダン館   お電話 03-5639-1776 　または　info@fukagawatokyo.comまで

後援：一般社団法人日本講談普及協会・日本講談協会  予約 2,500 円・当日 2,800 円

予約期間：6月 5日（火）～　定員 60 名

江東モダン亭 6 月 24 日（日）　14時半～（開場 14時）

予約期間：6月 5日（火）～　定員 50 名

予約 2,000 円・当日 2,500 円

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

共催

共催

 予約 2,500 円・当日 2,800 円

　見て　聞いて　語る　講談会

6 月 30 日（土）　15時～（開場 14時半）

米穀問屋・奥三郎兵衛6月22日（金）14 時～ 15 時半　

沼田原頭紅涙雨
ぬ　ま　た　  げ   ん   と   う    こ   う   る   い   あ   め

クライマックス　“青の別れ”

圓朝作 塩原多助一代記

　日本の“伝統話芸”の競演

　落語あり

　講談あり

体験講談教室あり



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 65

（文　江東区文化観光ガイド　高田　光）

福住町界隈
　今から40数年前のことだったと思います。
浜松町の運送屋でアルバイトをしていました。
コピー機の配達と設置の仕事でした。作業所は
江東区の福住町でした。
　中型のコピー機（20から30kgほど）を配送し、
ビル内はもっぱら階段を人力で運んでいました。
その人力＝作業員が問題です。
　私の仕事は運転手、兼作業指揮者でお客様の
前にはコピー会社の作業服を着て現れます。ま
た作業員も同様の装いです。クリーニングされ
アイロン掛けされた作業服を福住の作業所で着
替え、コピー会社の作業員風に変身して一日が
始まります。
　ところで、この作業員がどこから来るか言え
ば当時の山谷、今の南千住のドヤ街の人たちで
す。会社は、目先の聞く人に目を付けそこから
人を集めてきたようです。
　配送は、運転席の後に作業員を乗せて走るダ
ブルキャブという車なのですが、冬場が問題で
す。彼等はなかなかお風呂に入らないようで、
暖房をかけると汗というか体臭というかミック
スが充満します。運転席側の窓から風を入れし
のいだものです。
　当時のドヤの宿泊代は１泊 500 円と聞いてい
ました。故あって住民票を持てない彼等は、健
康保険には入っていません。「怪我と弁当は自分
持ち」を徹底し、小さな怪我は隠すのが当たり
前でした。ただ住民票に代わるものとして１週
間そのドヤに住み続けると宿主から居住証明が
発行され、それが職安に認められていたとのこ
とです（偽名であれ）。20日以上の就労（勤め
先の印）が認められると１日の有給休暇（職安
からの）があったようです。我々バイト者に無

いことなので、その格差には驚いたものです。あ
る時、財布から古い切り抜き記事を見せられ、白
バスの社長であったが事故補償を免れるため逃げ
てきたと打ち明けられました。私の故郷の隣町の
人でした。
　今、福住町の作業所を思い出し探してみました
が見当たりません。ローソンのある辺りの斜め向
かいであった気がしています。当時は高速９号線
― 隅田川大橋が掛けられた時期のようで、朝に
はその脇でトラックに積み込みをしていました。
いつもはトラックで浜松町に帰っていたのです
が、時にはそこから地下鉄で帰ることもありまし
た。見慣れぬ土地なので興味深く街を眺めながら
帰ったものです。葛西橋通りを渡った側に古びた
社会福祉施設があったような気がいたします。そ
こが、今の深川東京モダン館になったのでしょう。
　モダン館 ― 福住町界隈の記憶は、倉庫街 ― 
ごちゃごちゃした町並しかありません。今その町
並を、したり顔で江戸の町・川と案内している自
分の姿を不思議な眼で眺めています。



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(20㎡)

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(80㎡)

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67号（平成30年5月25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 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～

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

（マスコット、シールほか）

・江東区の名所を描いた絵

  はがき(水彩・切絵・写真)

・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、

　コースター　など

深川東京モダン館

Erythrina 
　　variegata


