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9 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）

深川東京

モダン館だより
fukagawa tokyo modankan newsfukagawa tokyo modankan news

※上記いずれもご予約は　お電話 03-5639-1776　または　info@fukagawatokyo.comまで
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寄 席

江東モダン亭
共催

鶏声落語会 2　　林家あんこ　三遊亭吉馬

予約・当日 1,500 円　定員 50 名

予約8月6日（火）～①9月 1日 ( 日 ) 14 時半～（開場 14 時）

②9月 29 日 ( 日 ) 14 時半～（開場 14 時）
祝　来年春、真打昇進コンビ

区内在住の若手落語家らによる寄席

予約9月5日（木）～

林家あんこ 三遊亭歌扇

三遊亭歌扇　三遊亭たん丈



9 月の催し
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※上記いずれもご予約は　お電話 03-5639-1776　または　info@fukagawatokyo.comまで

主催 おきがる講座

9 月 27 日 ( 金 ) 14 時～ 15 時半 深川電灯株式会社 予約9月5日（木）～

9 月 3 日 ( 火 ) 14 時～ 15 時半 名所案内記にみる深川 予約8月25日（日）～

共催

受講料：各日500円（コーヒー又は紅茶つき）   定員：各日30名（要予約）  
講師：龍澤  潤(深川東京モダン館)

定員 50名

圓橘の会
圓朝作 怪談「牡丹燈籠」

塵一つでも目は痛む　　心の痛みも同じだ　　　
　　　　　　　　　　　　　――シェイクスピア『ハムレット』

9 月 28 日（土）　15時～（開場 14時半）

予約 2,500円　当日 2,800円

三遊亭圓橘 仇討編「孝助登場」

主催
モダン館おもちゃ箱 9月14日（土）

参加無料 ・予約不要　 おりがみ： 高橋 勝美さん　
ベーゴマ：鈴木 祥元さん
わゴムてっぽう：鈴木 康允さん

教える人

13 時～ 16 時（わゴムてっぽう、発泡スチロールでのケーキの工作）※わゴムてっぽうは 5人（先着順）

こどもむけイベント

14 時～ 16 時（おりがみ、ベーゴマ）

10 月の催し物ご予約情報

10 月 1 日 ( 火 ) 14 時～ 15 時半おきがる講座 深川と養魚業 予約9月15日（日）～

受講料：500円（コーヒーor紅茶つき）   定員：30名（要予約）   講師：龍澤  潤(深川東京モダン館)

10 月 19 日 ( 土 ) 14 時～ 15 時半モダン講談会

モダンな講談

予約9月5日（木）～

10 月 12 日 ( 土 ) 11 時～ 12 時

歴史講座⑧ 江東×水戸 予約9月25日（水）～

神田 陽子　神田 紫　一龍斎貞橘　神田ひとみ　神田 陽菜

予約 2,500円　

当日 2,800円

モダン館おもちゃ箱　ふかにこファクトリー 予約9月25日（水）～

リトミック要素を取り入れたミニコンサートと親子で一緒に楽しめる簡単な作品を作ります

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

子供20人まで(申込順)　大人700円 子供300円

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)

10 月 14 日 ( 月祝 ) 14 時～ 15 時半

秋深く、艶を増したる、モダン館

コーヒーやお茶を飲みながら江東区の歴史を学ぶ講座です

定員：60名（要予約）   



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 78

（文と写真　江東区文化観光ガイド　下山　敦司）

　水彩都市を標榜する江東区には 14の運河と 18の河
川があり、その殆どが結ばれている。ただし、結ばれ
てはいるが全てが同じ水面ではない。小名木川の扇橋
閘門を境に東側の小名木川とそれに繋がる川の水面は
常にエーピー（A.P.）マイナス 1mの高さに調節されて
いる。これを「定水域」と呼び、海の潮位によって水
位が変わる「感潮域」とに分けられる。閘門の西側は
隅田川、つまりは東京湾の潮位の影響をそのまま受け
るのだ。扇橋閘門はこの感潮域と定水域の水位差を調
節して船が通行できるようにした設備である。この水
位差は最大 3.1mとなり閘門の東から西に行く時は船の
高さがその分上がり急に視界が開けてくるので一寸し
た感動を覚える。逆の通行では閉塞感も味わえる。
　よく橋桁に橋名の他に「A.P.4.5m」等の標記が見ら
れるが、これは何なのか？　…A.P. は「Arakawa Peil」
の略でオランダ語、荒川工事基準面とされている。荒
川放水路（今は荒川と呼ばれているが）開削時、水位
の基準とされ、今もそのまま使われている物差しのよ
うなもの。隅田川河口霊巌島で明治初期の 6年間潮位
を観測しその結果により最干潮時の平均を A.P.＝0mと
したものだ。因みに満潮時の水位は 2.1m。
　という訳で、先の橋の表示は橋桁の高さが干潮時の
水面より 4.5mの高さにあるということで、現水面から
の高さではない。尚 A.P. の他、Y.P.、O.P.、T.P. 等、地
名や河川名等を組み込んだ名もある。因みに T.P. は東
京ペイルで、東京湾満潮時の水位 2.1mと干潮時の水位
0mの中間値 1.1344mを T.P.＝0 としたもので、高さ
の基準「標高」となっている。富士山等の標高はこの
高さを 0として計測したものだ（海抜も同様）。
　尚基準面が海面では測定がやりにくいので地表に基
準点を設定することでこれに対処。日本水準原点と呼
び国会議事堂近くに設置された。この高さが当初
A.P.24m5000 だったが、関東大震災で若干沈下し
24m4140、更に 2011 年の東日本大震災で 24m3900
となった。
　それでは江東区の地図から小名木川に繋がる河川を
東から見てみよう。先ず旧中川。この下流側は荒川ロッ
クゲートを経て荒川に繋がり、上流側は北十間川合流
を経て木下川排水機場（江戸川区）へ。そこからポン
プアップされ荒川へと放水。途中で分かれた北十間川

を辿るとスカイツリーに向かう。そのまま進めば北十間
川樋門（水だけ通す水門）を経て隅田川へ繋がる。小名
木川に戻り改めて西に進むと横十間川との交差点。これ
は南に行けない。北に行くと先ほど行った北十間川に繋
がるがここは直進。程なく扇橋閘門へ。ここで定水域は
終わりとなる。閘門で感潮域の水位に調節したらそこを
出て更に小名木川を進む。ここから先この川に直に繋が
る川は全て感潮域となる。次は大横川との交差点だ。大
横川は仙台堀川をはじめ幾つかの川を経て運河や隅田川
に繋がるが話が複雑になるので割愛。大横川との交差点
から先は唯の平坦な水路で新小名木川水門をくぐれば隅
田川だ。
　という訳で当区内部河川の一部紹介と、定水域、感潮
域の区分けそしてそれぞれの水位について眺めてきたが
如何だろうか？　川の繫がりは文章だけでは理解し難い
が手元に地図があるとより分かりやすい。区の地図は役
所で入手できるのでお勧めです（無料）。

定水域／Ａ.Ｐ. ／感潮域



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81号（2019年8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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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

・ランチ　1000円

・ランチ（ドリンク付）1200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

（ぬいぐるみ、缶バッジほか）

・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　甘酒

　ちくま味噌　コースター

　深川ゲイシャコーヒー等

深川東京モダン館

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。

Dahlia pinnata

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

※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。


