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10 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　ご予約は　お電話 03-5639-1776　または　info@fukagawatokyo.comまで

10 月 19 日 ( 土 ) 14 時半～（開場 14時）

モダン講談会

モダンな講談

予約9月5日（木）～

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

秋深く、艶を増したる、モダン館

定員：60名（要予約）   

共催
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10 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
10 月 1 日 ( 火 ) 14 時～ 15 時半 深川と養魚業 予約9月15日（日）～

共催

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

江東モダン亭

予約・当日 1,500 円　定員 50 名

10 月 27 日 ( 日 ) 14 時半～（開場 14 時）

夏丸降臨　　桂 夏丸・雷門 音助

区内在住の若手落語家らによる寄席

予約10月5日（土）～

定員 50名

圓橘の会
圓朝作怪談「牡丹燈籠」仇討編・孝助の忠義

マムシが這い出るのはきまってうららかな日だ
　　　　　　　　　　―シェイクスピア『ジュリアス・シーザー』

10 月 26 日（土）　15時～（開場 14時半）

予約 2,500円　当日 2,800円

三遊亭圓橘

歴史講座⑧ 江東×水戸
予約9月25日（水）～

予約9月25日（水）～

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

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)

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

主催

10 月 14 日 ( 月祝 ) 14 時～ 15 時半

共催

主催
モダン館おもちゃ箱 10月12日（土）

おりがみ： 高橋 勝美さん　
ベーゴマ： 鈴木 祥元さん教える人

②コドモアソビ　

リトミックを取り入れた生演奏での音楽ライブ　親子で簡単な工作も

①ふかにこファクトリー　～親子ふれあいコンサート　11 時～ 12 時

20 組 ( 予約制・申込順 )　大人 700 円子供 300 円

こどもむけイベント

14 時～ 16 時（おりがみ、ベーゴマ）

参加無料

予約不要　

雷門 音助



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。

3

モダン館ボランティアガイドだより 79

（文と写真　江東区文化観光ガイド　鈴木 俊朗）

　モダン館と同じ門前仲町にある臨海小学校は私
の母校です。祖母・父・私・息子の四代が卒業し
ました。「都の辰巳深川の大川端に地をしめて、
礎固き学校は名も臨海と海近し」と歌われた校歌
は、「故郷」「春の小川」等を作った高野辰之が作
詞し、「七つの子」「赤い靴」等の曲を作った本居
長世が作曲しました。
　明治 38年に開校した小学校は当時屋上からは
富士山はもとより遠くに筑波山が、そして東京湾
が見え、大川と称された隅田川近くに品川の海が
臨めたのでしょう。
　私が小学校に入学した昭和 29年当時、東京大
空襲で全焼してしまった校舎にはその爪痕が生々
しく残っていました。木材はすべて焼け落ちて体
育館の天井からは鉄筋が吊り下がり、壁には空襲
の時に焼死された人の座ったまま姿が人の油で
残っているような状況でした。空襲で家をなくさ
れた人達が校舎の一部を使用しており授業中に魚
を焼いている臭いがただよって来たり、洗濯物も
干されていました。また小学校の裏にある大横川
には水上生活者がおり、同級生も船から学校に
通っていました。

　昭和 30年過ぎには牡丹町に出来た住宅に引っ越
ししました。私が卒業した昭和 35年前には校舎も
修理され、空襲時のおもかげもなくなりました。
小学校に通っていた当時、隣接する臨海公園は海
苔干し場であり、漁師町と言われたこの界隈は赤
貝、あさり等の貝類が陸揚げされ、大島川西支川
あたりの道は貝殻で山が出来ていました。今でも
地面を掘ると貝殻が出て来ます。又大横川には筏
が浮いており、よく筏に乗って遊びましたが死亡
事故が起きてしまい乗ることが出来なくなりまし
た。又現在のように堤防がなくカニ取りやハゼ釣
りをよくしました。
　戦時中は学童疎開で新潟に行っていた学童が大
空襲の直前に一時自宅に帰って来た時に空襲にあ
い多くの生徒が亡くなりました。当時の学童疎開
の写真や資料を学校の資料室に展示しています。
又臨海小学校の卒業生である「のらくろ」を執筆
していた田河水泡が執筆した資料も展示しており
ますので見に来てください。来年にはモダン館で
資料の一部を展示する計画もあります。

臨海小学校の想い出

臨海小学校校舎
　『第 55回 卒業記念 昭和 35 年 3月』より



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82号（2019年9月27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」

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。

Cirsium 
　oligophyllum

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。

貸会議室・多目的スペース

会議室(20㎡)多目的スペース(80㎡)

※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。

理由あって、モダン館！
「アイドルマスター SideM」のスピンオフアニメ
「アイドルマスター SideM　理由あってMini!」の
アイドルラッピングポスターが門前仲町に
帰ってきます！

第Ⅴ期　9月17日（火）～10月16日（水）
 ＜展示ユニット＞
深川東京モダン館 　全ユニット集合ＫＶ

ワ　ケ

主催
深川東京モダン館（深川観光協会） 
一般社団法人 江東区観光協会
ⒸBNEI/WakeMini

第Ⅰ～Ⅳ期登場のユニット
双方の境内に分かれて展示
　　※9時～16時のみ

富岡八幡宮境内 
深川不動堂境内

♪今回初登場の大型です

※10 月 15 日は休館日


