
説あるようですが、昭和 22 年 (1947) に兵庫県多可郡野間谷村 (現

兵庫県多可町 ) の門脇政夫村長らがお年寄りを大切にし、その知

恵をもとに村づくりを進めようという構想のもと、当時は農閑期

にあたり、かつ気候も良い 9 月 15 日を「としよりの日」と定めた

のが発祥です。その後、兵庫県全体、そして日本全体にこの「と

しよりの日」が広まり、国民の休日となりました。

　9 月は秋分の日もあり、1 年の中でも比較的休みが多い月です。

モダン館では、敬老の日を含んだ 3 連休、14 ～ 16 日に宮城県の伝

統工芸を取り上げた震災復興イベント、「伝統はモダン　木地の魅

力こけし展」を開催いたします。秋の連休、暖かみのある木地の

魅力を感じにご来館下さい。

深川東京

モダン館だより

深川東京モダン館の情報誌 平成 25年 9月　第 15 号

9 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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　特に暑い日が続いた 8 月、9 月に入ってもまだまだ盛夏の雰囲気が残っていますが、徐々に涼し

くなっていって欲しいものです。

　さて、今月の第 3月曜日は国民の祝日「敬老の日」です。いわゆるハッピーマンデー制度が導入

される平成 15 年 (2003) 以前は 9月 15 日が敬老の日と定められていました。敬老の日の由来は諸

木地の暖かみのある IC カード
（2,000 円で販売中）
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9 月の催し

第314回 圓橘の会 モダンな食堂へようこそ

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。

9月21日（土）・22日（日）

演 目 雌カラスは水神様のお使い姫

9月28日（土）15 時～

出 演　三遊亭圓橘・楽天

※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

予約2,000 円 当日2,500 円

ベーゴマ道場

場所　深川東京モダン館1階

蝦のアメリカンライスほか（コーヒー又は紅茶付）

共催

9月14日（土）14時～16時
昔懐かしい遊びのベーゴマに触って
童心に返ってみませんか？
お子さんとぜひ遊びに来てください。

参加無料 　共催：下町探偵団

伝統はモダン 木地の魅力　こけし展

※入場無料

9月14日（土）～16日（日・祝）

Salon de ふかがわ　講 師  龍澤　潤(深川東京モダン館)　

　9月27日（金）14 時～ 15 時半
　　内 容　「深川三十三間堂の成立」

おきがる講座　主催 コーヒー・紅茶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。

Salon de モダン　講 師　渡 辺 賢 一 郎(深川東京モダン館)

　9月20日（金）14 時～ 15 時半
　　内 容　「世界史を学び直そう
               ～銀とアジア経済」
料金　各回500円（1ドリンクつき）

予約不要・定員30名

（開場14 時半）

［水神］　

11時半～16時

（各日・なくなり次第終了と

なります。ご予約は承ってお

りません）

料金　1,000円

※各日限定25食

レクチャー「伝統こけしのなぞ　“こけしの「なぜ」を知って、あなたもこけしマニア”」

　日　時：15 日（日）10 時半～　所要時間：60 分　

　募集人数：10 名　参加費用：500 円 ( お土産つき )

※ワークショップ・レクチャーのお申込みは　9月5日（木）10時から　お電話 03-5639-1776　まで

ワークショップ　「伝統こけしの絵付け」

　日　時　・14 日（土）14 時～　・15 日（日）14 時～　

　　　　　・16 日（月）①10 時半～　　②14 時～

　所要時間：60 分　

　募集人数：各回 5名　参加費用：1,300 円（材料費）

がんばろう宮城
主 催 真名井制作所　共 催 深川東京モダン館　協 力 カメイ美術館

～宮城の木地師、こけしからお茶道具、リングまで～

2011 年仙台箪笥、2012 年白石和紙と、東京深川におい

て「伝統はモダン」と題して、宮城県の伝統工芸品展示

会を開催いたしました。三回目となる今年は近年ブーム

といわれるこけしに代表される宮城の木地工芸品をお届

けいたします。ようこそ、宮城の技の世界へ！

10時～18時　＊最終日16時まで

木地師・こけし工人　佐藤康広

えび



モダン館ボランティアガイドだより⑭

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。

（文　江東区文化観光ガイド　八幡　葉子）

3

　新しい出会いと発見の連続の中で、あっとい
う間に過ぎた 8 年だったことを思うと、ガイド
活動と私との相性も悪くはなかったのかもしれ
ないという気がしてくる。

***

　昨年の春、私は思いがけない病気で入院をし
た。退院に際して主治医から言われた「これか
らは体の声を聴きながら暮らしてください」の
『体』を、私は勝手に『心と体』に置き換えて暮
らしている。
　相性の良い街に住み、相性の良い仲間達と共
に遊び、学び、そして好きなことだけをやり、
心が悲鳴を上げたり疲弊したりすることは極力
やらない・・・・こんなふうに『心と体』を喜
ばせて我儘に生きることに徹してもバチが当た
らないだけの年齢になったのだと、これまた勝
手に考え「年を重ねることも満更ではない」と
ニンマリしているのである。

　先般、「江東区文化観光ガイドの会」からアン
ケート用紙が送られてきた。

***

　アンケートの中に江東区での居住年数に関する
設問があった。私が江東区に越して来たのは平成
9 年の秋だったから、間もなく 17 年目に入ること
になる。改めて『光陰矢の如し』の感を深くして
いる。
　落ち着きの無い私は、同じ場所に 10 年程住む
と『引越しの虫』が騒ぎ出すため、家族を巻き込
んで 10 年周期での転居を繰り返してきた。そん
な私が同じ所に 16 年も住んでいるなんて！！と
自分で驚いている。
　私も老いてきて、引越しに関する諸々の作業や
不動産売買などに注ぐ元気が無くなってきたこと
もあるが、『引越しの虫』が騒ぎ出さない最大の
理由は、江東区が私の性に合っていたからだった
ように思う。「江東区のどこが好き？」「江東区の
何が好き？」と聞かれてもはっきりとは答えられ
ないが、強いて言えば『江東区に流れる空気（そ
こで出会った人たちも含めて）』ということにな
るだろうか。
　人と人とに相性があるように、街と人にも相性
があるとすれば、江東区と私は相性が良かったの
かもしれない。

***

　アンケートにはガイドの経験年数についての問
いもあった。【1 年以下・2～ 5 年・6 年以上】の
中から該当する項目を選ぶようになっている。
　数えてみたこともなかったガイド年数だが、改
めて指を折ってみると、どうやら 8 年目に入って
いるようだ。某検定試験に合格した有志で作るガ
イドグループの一員に加えて頂いたことがガイド
活動の始まりだった。あれから 8 年・・・・これ
また『光陰矢の如し』である。
　『少年』ならぬ身は、なお一層『老い易く学成

り難い』状況にあるが、たくさんの知識を得るこ

とができたこのグループは私のガイド活動の原点

であり、ここでの経験が江東区文化観光ガイドと

して活動をする上での大きな財産になっているこ

とに感謝している。

雑感　～この頃思うこと～



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

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15号（平成25年8月28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

「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。

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 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～ 17 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　700円～

・カレーセット　900円～


