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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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その他の催し物の詳細は
2面をご覧ください

第381回 圓橘の会
12月21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、睨み返し ―行く年くる年　暮れの後始末―

一、御慶 ―初春の喜び―

共催 新春圓橘一門会
1月2日（木）・3日（金）

両日とも　萬丸、朝橘、萬橘、圓橘

15時～

29 講談会

寄席

秋保イベント

臨時休館日

30

臨時休館日

モダン館だより

（開場14時半）
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おきがる講座 寄席

臨時休館日

寄席

おもちゃ箱

おもちゃ箱
（～19）



あーめでたいな、 めでたいなチョイチョイ　という訳でお目出度いおはなし、 楽しいおはなしをおおくり致します‼

2019 年 12 月・2020 年 1月の催し
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共催

12月14日（土）
1月18日（土）

深川の歴史講座 

ベーゴマ：鈴木祥元さん
おりがみ：高橋勝美さん
わゴムてっぽう：鈴木康允さん　　　　　　

14時～16時

モダン館おもちゃ箱

第24回

モダン講談会
共催

予約 2,500円 当日 2,800円

1月25日（土）14時半～ （開場14時）

予約期間　1月 15 日（水）～
定員 60 名に達し次第受付終了

神田 陽子　　神田 紫

神田 京子　　一龍斎貞橘

神田ひとみ　 神田 陽菜

2 月の催し物　ご予約情報

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

江東モダン亭共催 12月1日（日）14時半～

共催 仙台・秋保 × 深川

1 月 17 日（金）16 時～ 19 時
1月 18 日（土）10 時～ 19 時
1月 19 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・深川ワイナリー
ワインの飲み比べ 100 円ほか

（開場14時）

後援：一般社団法人日本講談普及協会・日本講談協会

江東×熊本

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)

2月9日(日）14時～15時半

主催

1月4日(金)～13日(月祝) 

観覧無料

江戸独楽職人・故広井政昭氏の制作した
からくり独楽などを紹介

※わごむてっぽうは1月18日のみ（13時～。
　先着5名）。この日はほかに発砲スチロール
　でのケーキの工作もあり

おきがる講座 2 月 4 日 ( 火 ) 14 時～ 15 時半

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

それぞれ　予約：1月 25 日（土）～　

主催 おきがる講座

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）　　　　　　 講　師：龍澤  潤(深川東京モダン館)　

12 月 20 日 ( 金 ) 平野甚四郎

予約制

予約：12 月 15 日（日）～　

広井政昭
江戸独楽展

※6日（月）休館

両日とも　14 時～ 15 時半

12 月 3日 ( 火 )　渋沢栄一と深川区政 予約：11月 26 日（火）～　

木場公園

会場：深川東京モダン館1階

12月22日（日）14時半～（開場14時）

1月26日（日）14時半～ （開場14時）
予約・当日　1500円

三遊亭歌扇　三遊亭歌つを

林家あんこ　柳家寿伴　　　

柳家喬の字　柳家ほたる改め権之助定員 50名に達し次第受付終了

予約：11月 6日（水）～

予約：12 月 5日（木）～

予約：1月 15 日（水）～

※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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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　金井　園江）

再開発前の豊洲の思い出

　何年振りかで、このコーナーを頂いての投稿です。
その間に、新しい優秀なガイドも沢山増えて、私は
年齢的にも上から何番目になるのでしょうか？
　私は、橋を１つ渡ると豊洲と云う地域に住んでい
ます。私がここに越してきたのは昭和58年（1983年）
で、この 36年間の豊洲地区の変わりようは大変な
ものでした！　実際に変わっていく様を見ていまし
たので、当時を思い出して書いてみたいと思います。
　再開発計画で急激に変わったのは、豊洲２丁目・
３丁目と豊洲埠頭（現在６丁目）です。
　当時の２・３丁目は、石川島播磨重工（現 IHI）の
工場や運動場と巴コーポレーションで敷地のほとん
どを占めていましたから、まさに工場地帯でした。
　晴海通りの幅は今と同じでしたが、東京都港湾局
貨物線の線路が晴海通りを横切っていました。私は
貨物列車を見かけませんでしたが、平成元年には線
路は撤去されました。
　晴海通りと三つ目通り（現在支線と云う）の交差
点に、２階建ての石川島コープがありました。１階
が食料品で２階は日用雑貨と衣料品。結構賑わって
いましたが、センタービル建設のため、少し北側の
野球場の横に移転し、数年後に閉店しました。
　現在バスターミナルのある一角は緑の多い公園で、
新婚者が記念植樹した桜の木が沢山ありました。
　本格的に再開発となるのは、昭和 63年６月６日
に有楽町線が開通した頃からでした。
　センタービルが平成４年に出来たのを始めとして、
センタービルアネックス・ビバホーム・IHI 本社ビル・
ららぽーと豊洲・ゆりかもめ駅・芝浦工大・豊洲北
小学校・オフィスビル・マンション・シビックセン
ター・・・と次々に新しいビルが林立しました。　
　そして現在、駅前にオフィス・商業・ホテルが入
る３５階と２３階建てのビルが建設中ですが、これ
が完成すると、２・３丁目の開発はほぼ終わります。
　豊洲市場が出来た豊洲６丁目は、少し前まで豊洲
埠頭と言っていました。私が越してきた頃は、まだ

新東京火力発電所も東京ガス豊洲工場も稼動中で、
一般車は、今の晴海大橋南詰め辺りで通行止めでし
た。火力発電所と東京ガスが稼動中止になってから
しばらく空き地だった埠頭に、ゆりかもめが開通し、
道路も有明まで通行可能になりました。
　豊洲市場移転の計画に伴って、東京ガス使用地だっ
た土地の土壌入れ替え作業が何年か続いていた時に
東北地震がありました。豊洲は液状化して大変な事
になっている！と、市場移転反対の友人から言われ
たので、市場予定地まで見に行ったのです。ゆりか
もめの駅から見下ろしても変わりなくて、工事現場
の人に聞いてもここは大丈夫だよと言われて、地元
民としてはほっとしたものです。
　昨年市場も開業して軌道に乗ったようです。世界
一清潔な設備を持つ市場だと思います。最近は外国
人の見学者も増えているようです。
　６丁目はまだまだ空き地もありますので、又何年
か後にはすっかり変わっているのではないでしょう
か。
　開発から取り残された様な４丁目の商店街も、豊
洲を盛り立てようといろいろ頑張ってます。格好い
い豊洲と少し懐かしい豊洲のバランスも楽しんでい
ます。

モダン館ボランティアガイドだより  ８１



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84号（2019年11月29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

A��e� ��m�※臨時休館：年末年始（12月27～1月1日）

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

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」そして新登場の「モダン館

ブレンド」（しっかり・すっきり）

の 4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。

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。


