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5月のカレンダー 催し物の詳細は 2面をご覧ください

★喫茶にちようの営業日（変更になる場合があります）　　　開館時間 10：00-18：00（金・土曜日は 19 時まで）
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休館日

休館日

休館日

休館日

圓橘の会

モダンな食堂 モダンな食堂おきがる講座

　ゴールデンウィークに入り、少しずつ汗ばむ気候となってきました。そのような時に売れるの
がアイスクリームです。5 月 9 日は日本アイスクリーム協会が制定したアイスクリームの日です。
これは、明治 2年 (1869) に町田房蔵が横浜馬車道通りに開いた「氷水屋」で日本初のアイスクリー
ムとして「あいすくりん」を製造･販売した日にちなんだものです。当時のアイスクリームは大変
高価で、現在の値段にすると 1人前 8,000 円もしたため、販売に苦労したと言われています。

「ひやし珈琲」はじめました
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こうとう百景
原画展（～5/6）

21★
★

★ ★

29 30

おきがる講座 講演会

31

★おきがる講座

★ ★

　モダン館では、暑くなってくると 1 階カウンターで提供している「百
圓珈琲」に「ひやし珈琲」が加わります。氷は使用しませんが、ちょう
ど飲み頃の冷たさでご提供していますので、是非お試し下さい。梅雨前
の気持ちよい気候を満喫する上でも、午前･午後に出発するモダン館のガ
イドさんを頼りに門前仲町周辺のまちあるきを楽しんでみてはいかがで
しょうか。



5月の催し

第310回 圓橘の会

モダンな食堂へようこそ

Salon de ふかがわ　講 師  龍澤　潤(深川東京モダン館)　

　5月10日（金）14 時～ 15 時半
　　内 容　「大横川と大島川西支川」
　5月28日（火）14 時～ 15 時半

おきがる講座　

国登録有形文化財建造物に登録された「モダン」な食堂で、
大正・昭和のカフェメニューの再現レシピをお楽しみください。

5月11日（土）・12（日）11時半～16時

演 目　一、[半七捕物帳]その十九　他一席

5月25日（土）15 時～（開場14 時半）

出 演　三遊亭圓橘・橘也

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

主催

主催

コーヒーを飲みながら江東区や
世界の歴史についてお話しします。

「こうとうのまち百景」原画展
ＧＷ企画展示

※4月30日（火）は休館日です

※無料4月26日（金）～5月6日（月・祝）

料 金 予約2,000 円　 当日2,500 円

吉村勲二氏が描いた江東区内の風景原画を展示します。
「こうとうのまち百景」の絵はがき販売も行います。

※定期的に展示替えをしながら
　展示をします　協力：鈴木康允氏

パネル展示　

平岡　 と汽車製造株式会社

場所　深川東京モダン館1階

主催

Salon de モダン　講 師　渡 辺 賢 一 郎(深川東京モダン館)

　5月24日（金）14 時～ 15 時半
　　内 容　「世界史を学び直そう～中国とヨーロッパ」
　
　

主催

主催

共催：(株)きかんし

いずれも
料 金　各回500円（1ドリンクつき）
申 込　当日館にお越しください

後援：(株)東都よみうり新聞社／(株)ダンアートメディア

モダンに親しむ講演会

平岡工場と汽車会社
5月26日（日）　14時～16時

日本最古にしてアジア最大級の鉄道・汽車
製造会社（平岡工場）の歴史を、新幹線に
まつわるエピソードなどを交えて紹介します。

講師　鈴木 康允（人物考古学会）
料金　1,000円

「ドライカレーライス」「クレアスープ」

 ほか（コーヒー又は紅茶付）

   1,000円　※各日限定25食

（各日・なくなり次第終了となります）

　　内 容　「油堀の誕生と埋め立て」（再）
　　　※（再）は昨年度講座のアンコールです

富岡八幡宮

深川不動堂



モダン館ボランティアガイドだより⑩

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がございます。

（文　江東区文化観光ガイド　小泉　寿之）
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書く、明治３７、８年を明治時代の縦書きでは“、”

を入れず、明治卅七八年（日露戦争）と書くこ

とが正式と知った。

　この出来事が、私のガイドに対する姿勢を根

本から変えることになった。ガイドを始めたば

かり、自分のできる所を楽しく説明しようとの

能天気な甘い考えに対し、１人１人の興味を持

つ対象は皆違うという当たり前のことを、ちっ

ちゃな先生たちが笑顔で叩き込んでくれた。新

しいガイドコースがうまれ、先生や先輩との実

踏の後日、姿の見えないちっちゃな先生といっ

しょに実踏するのが習慣になった。君たちはこ

このどこに興味をもつのかなとつぶやきながら。

家で練習するために作り、現場にも持っていく

ようになった、コース毎のガイドマニュアルと

その補助資料のファイルはいつのまにか４０冊

を超えた。

　深川公園を歩くと、ふと立ち止まる場所がある。

そして胸のなかでつぶやいている。

　「やあ、ちっちゃな先生たち、元気かい？　お

じさんもあの時から元気にガイドを続けている

よ。もう２年半になるかな？君たちもうんと腕を

上げたろうね。」と。

　古石場文化センターでの勉強が一応終了し、モ

ダン館で実際にガイドの勤務についたのが、約２

年半前、ガイドを実際にやりたくて仕方がなかっ

た私の前に、確か最初のお客さんだったのが、私

がちっちゃな先生たちと呼ぶ、彼、彼女たちだっ

た。

　習字塾の先生につれられた６～７人位、小学２

年生～４年生位の男女の子供たちだったと今では

うろ覚えである。モダン館に現れ、先生から深川

公園、不動堂、富岡八幡宮などを巡り習字の勉強

となるものを見せたいとの要望だった。当日の当

番だった、私とＹさんでガイドすることとなり、

私が先陣を切ることになった。深川公園の説明が

終わった途端、子供たちが走りだした。なんだ！

と思ううちに、子供たちは大きな碑の碑文を一生

懸命に読んでいた。「何という碑ですか？」との

質問に「？」と思わず絶句。なんとか「戦死者の

忠魂碑です」という名を説明したのかどうかも、

今でははっきりしない。２の矢がすごく、まさし

く手も足も出ない状態だったからだ。質問は碑文

の中の「明治卅七八年とはなんのことですか？」

西暦に換算しようとしても、検討がつかず、判り

ませんと謝るしかなかった。その後の不動堂・八

幡宮は２人で分担しなんとか無難にガイドでき、

先生も子供たちも笑顔でサヨナラと言って別れて

くれた。鉛を飲んだような重い心で、家に帰り、

明治卅七八年を調べた。横書きが一般的な我々が

ちっちゃな先生たち



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

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

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

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。

・『まちあるき観光ガイド』

　『おさんぽ案内帖』

　（各100円）

・『江東区の文化財』

   (各500円)

・江東区の名所を描いた絵

  はがき（各種1枚100円

　セット割引あり）

・その他、Ｔシャツ、てぬ

　ぐい、江戸切子など。

販売物 百圓珈琲喫茶にちよう

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11号（平成25年4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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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～ 17 時頃

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　700円～

・カレーセット　900円～

※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、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「ひやし」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。
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