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11 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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企画展（～11/23）

明治江東人物伝

※入場無料

11月3日(土祝)～23日(金)

主催 企画展示

※5日・12日・19日（いずれも月）休館日

明治時代のあんな人、こんな人
実は江東区と関係あるんです

中村彌六

渋沢栄一
いずれも国立国会図書館デジタルコレクションより



11 月の催し
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予約 2,500円　当日 2,800円

共催 11月24日（土）15時～
三遊亭圓橘

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

（開場14時半）圓橘の会
赤穂浪士四十七士秘話　岡本綺堂作　磯部のやどり

第369回

おりがみおろう！
ベーゴマまわそう！
こどもたち、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
教える人

主催 おきがる講座

主催 11月3日（土祝）14時～16時コドモアソビ

講　師：龍澤  潤 ( 深川東京モダン館 )

場　所：深川東京モダン館2階　受講料：各500円（コーヒーまたは紅茶つき）

定　員：各30名（要予約）　03-5639-1776 または　info@fukagawatokyo.comまで        

11 月 30 日 ( 金 ) ①13 時～ 14 時半  ②15 時～ 16 時半
明治 150 年江東人物伝⑧　中村弥六と林業

※11月15日（木）から受付開始予約制・二回開講

12 月の催し物ご予約情報

てづくりの寄席

Ⅲ モダン講談会 12 月 8 日（土）　14 時半～（開場 14時）

　立体講談あり 「おんなたちの忠臣蔵」　赤穂義士伝特集！！
神田 陽子、神田 紫、神田 京子、神田ひとみ、神田 桜子、神田 陽菜

 ※いずれも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

 予約 2,500 円・当日 2,800 円

定員 60 名

Ⅳ 江東モダン亭
予約 2,000 円・当日 2,500 円

定員 50 名

三遊亭歌扇、林家あんこ、 雷門 音助

Ⅱおきがる講座 12 月 4 日 ( 火 ) ①13 時～ 14 時半  ②15 時～ 16 時半

清洲橋 受講料：各500円（コーヒーまたは紅茶つき）　定員：各30名（要予約）　
講　師：龍澤  潤(深川東京モダン館)

12 月 9 日（日）　14 時半～（開場 14時）

Ⅰ 深川の屋敷講座 12 月 2 日 ( 日 ) 14 時～ 15 時半

江東×宇都宮

受講料：1000円（お土産代込）　定員：30名（要予約）　講　師：龍澤  潤(深川東京モダン館)

江東区域とゆかりのある地域をとりあげそのつながりを紹介する講座です
予約期間：11 月 15 日（木）～　

予約期間：11 月 25 日（日）～　

予約期間：11 月 25 日（日）～　

予約期間：11 月 25 日（日）～　



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 69

（文　江東区文化観光ガイド　中瀬　勝義）

ソウル観光旅行
　日本への外国人の旅行者が増え、インバウン
ドは 2000 万人を超え、4000 万人を目指すまで
になった。その一番の貢献者は韓国や中国の方々
ではないだろうか。青海やお台場は驚く程の韓
国や中国の方々で賑わい、年間 1000 万人を超
えるまでになったと聞く。そんなことから、急
に韓国に関心が高まり、昨年・今年と韓国を旅
する機会を得た。昨年は「韓国スタディツアー」、
今年は「在韓米軍基地スタディツアー」と若干
マニアックなツアーに参加した。
　前者は、2016 年 10 月から 4か月間毎週土曜
日にソウル市の中心部で百万人ろうそくデモが
行われ、朴大統領を訴追させた要因を知りたい
と思ったからだ。一回のツアーでそんなことは
知りえないかと思っていたが、韓国やソウル市
や市民運動の中心的な方々に会えたことから、
少し理解できた。社会革新の「参与連隊」は
2300もの市民団体・労働団体のリンク役になり、
また自発的な多数の市民が参加し、世界初の平
和革命がなされたことを知ることができた。ソ
ウル市長はデモの許可に加え、仮設トイレをつ

くり、警察が放水しないように水道を止めたとの
こと。ソウル市長が民主主義をリードした感が
あった。さらにソウル市の中で最も民主化が進ん
だクムチョン区を訪問し、行政に頼らない市民の
自立した市民活動を知ることができた。ソウル市
では、区役所の役人が高齢者などの家庭を訪問し、
問題解決する訪問介護「チャットン」を展開して
いることが注目された。
　後者は、韓国の中にある米軍基地が、削減傾向
にあり、ピーク時には 37万人もいた米軍人が、
2万 7千人に縮小していることを知った。因みに
日本には５万人の米軍人がいることに驚き、何も
知らない自分を反省した。さらに、米軍基地の前
は、日本軍基地だったと知らされ、戦前、日本の
植民地だったことを実感させられた。日本は韓国
の方々の辛い厳しい労働の中で、九州の産業遺産
などをつくり上げ、近代工業化、産業革命・資本
主義化を進めたことを痛感させられた。
　これからは韓国の方々の辛かった歴史を学び、
温かい気持ちで「おもてなし」したい。

戦争記念館



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72号（平成30年10月26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

トコーヒーの「小樽」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 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　もくレース

  深川めしの素、

　ちくま味噌、あま酒

　コースター　など

深川東京モダン館

Anemone hupehensis var. japonica


