深川東京モダン館の情報誌

平成 26 年 3 月

第 20 号

深川東京

モダン館だより

第319回
出 演

圓橘の会

共催

3月29日（土）15時～

三遊亭圓橘

（開場14時半）

予約 2,000円 当日 2,500円

岡本綺堂作‐三浦老人昔話し‐より「人参」

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

“哀れな小僧の敵は…”
モダンな食堂へようこそ

主催

3月15日（土）・16日（日） 11時半～16時
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。

豚肉の丸煮ほか

コーヒーor紅茶付

料金 1,000円

※各日限定25食

（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）
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講演会

開館時間 10：00-18：00（金・土曜日は 19 時まで）
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3 月の催し

ふかにこカフェ

共催

「食、絵、歌」のプロが集結し「見て、触って、
歌って、感じて、味わう」という新しいタイプ
の体験型紙芝居をします。

3 月 8 日（土）・11 時〜・13 時半〜（2 回公演）
参加料

おとな 700 円

こども 300 円

申込期間：2 月 25 日（火）〜 3 月 6 日（木）
メール → fukanikocafe@gmail.com

お電話 → 03-5639-1776

各回子供 20 人まで ※対象年齢 0 歳〜小学生までです。
※お子様だけのご入場はできませんので保護者同伴でお越しください。
※大人には1ドリンク、お子様には素敵なおかしのプレゼントあり。

モダンに親しむ講演会

★参加アーティスト★
シンガーソングライター YUKKIY
イラストレーター Reap フードコーディネーターしらいのりこ
アコーディオン 中浩美 ギター 日野雅司

河川とまちの再生

主催

江東区は、河川・運河のまちです。物流の主役の座を奪われた河川・運河は、水質汚染もあり、長く人々か
ら忘れられた存在でした。それが近年では、レジャーや観光舟運で利用されるようになり注目を集めていま
す。本講演では、より多くの市民の方々に河川・運河への関心を高めていただき、また利用していただくた
めに、江東区の河川・運河の歴史、現在の利用状況、河川・運河利用の先進事例、そして江東区の将来像に
ついて解説します。

3月30日（日）14 時～16時（開場13時半）

志村 秀明（芝浦工業大学）

講師

料金：1,000円
定員30名
共催

芝浦工業大学学生成果展

おきがる講座

門前仲町のこれからⅢ
3 月 25 日

共催

（火）

～4月6日

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

コーヒー・紅茶を飲みながら世界の
歴史についてお話しします。

（日）

Salon de モダン

※3月29日
〜30日は別の
イベントのため
展示中断
※31日休館日

3月14日
（金）14 時〜 15 時半
世界史を学び直そう
～ワイマール時代とナチズム
講 師 渡辺 賢一郎

※無料

料金 500円（1ドリンクつき）
予約不要・定員30名

ベーゴマ道場
3月15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。

(深川東京モダン館)

貸館

TAO ART Glass 5ème EXPOSITION

第5回焼絵付けガラス美術研究所生徒作品展
3月19日
（水）〜3月23日
（日）10時〜18時
（21、22日は19時まで、最終日は15時まで）

お問合せ先

場所 深川東京モダン館1階
参加無料 共催：下町探偵団

http://www.tao-artglass.com
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モダン館ボランティアガイドだより⑲

自分を強くしたのは学習から
疎開生活は遠慮の生活、自分の本心を出せな
い生活です。学童疎開のパスした友人達は鳴子
に行きました。疎開先では何がそうしたか誰が
間違ったか分かりませんが、一日早く、つまり
三月九日に東京に帰って行ったと聞きました。
人生の分かれ目だったと思いました。
夜、佐野から東京方面を見ますと、夜空が反
射して真赤に見えました。
当時両親は日本橋浜町に住んで父は消防団で
忙しいので母だけ近くの明治座に避難して亡く
なりました。大正大震災の時、「明治座に入った
方々は助かった」と言われていたのです。
後日、父が一人で鉄道も大変な事ですが、母
の事を報告に参りました。
母との生活が出来たのは七歳迄です。それと
なく「人に思いやりを」「自分より他の人を大切
にしなさい」と教えて往かれました。
ずっとあとで分かる時が来ました。言葉だけ
では理解出来なかったかも知れない。時を経る
迄、私の頭の中で理解するのを母は待っていた
のかも知れません。なぜわがままな私を叱った
りしなかったのか。
その結果の学習は自分の利益に。過ぎてしま
えば苦労は「愉快」と思える様にしたいのです。

以前東日本大震災の話がきっかけで、モダン館
で江東区の大空襲の語り部をというお話を受けま
したが、私は空襲の時は疎開中で戦火の中を逃げ
廻った経験はなく、それでは場所の違う当時の生
活をという事でお話し致しました。
私が生まれ育った所は隅田川西側の、深川から
見れば川向うというのかもしれませんが、台東区
浅草鳥越「旧浅草区」の範囲です。
浅草小島町の三味線堀市場は、モダン館の前身
同様に災害救済の為に旧東京市が十六ヶ所指定し
た食堂の施設です。現在は都営住宅になっていま
すが、建物の前は清洲橋通り。通りは南北に走り、
この通りを挟んで向う側の「佐竹通り商店街」は
元秋田県・佐竹藩（20 万石）の下屋敷があった所
と伝わっています。昔は夏には「竿燈祭り」もあっ
てにぎやかでした。
父の話では、鳥越近くの二長町には江戸三座（市
村座・中村座・森田座）のうちのひとつである市
村座がありましたが、昭和七年に失火のため消失
し廃業しました。廃業以前の市村座内の芝居茶屋
「弁松」に母方の祖母と独身の頃の母が務めて居
りました。残念な結果の廃業後、父母は家庭を持
ちました。
戦前の親達の教育でも、大人達の話に子供の参
加は許さず「子供はだまってなさい」と言われた
ものです。子供の出る幕無しでした。
ある日、入院していた母が退院する時、家族で
病院へ迎えに行きました。父が私に「手を揚げて
ごらん」と言われ手を揚げてみると、スーッと目
の前に車が止まり、タクシーを初めて拾った時、
大人が子供の指示を聞いた事が驚きとうれしさで
一杯でした。
十数年後、世間の様子が騒がしくなり、戦争突
入前、伯父が東京から家族で佐野に移り住み、姉
と私は学童疎開に参加するべき受けた健康診断は
パス出来ず、伯父の所にお世話になり、両親は東
京に残りました。食糧難で東京の子はつらい思い
でした。
父が時々、大豆の炒ったのを封筒に入れて内緒
でおやつにと持って来てくださいました。ウルサ
イいとこ達に感づかれない様に食べるのは大変で
したよ～。

（文

江東区文化観光ガイド

坂本

住子）

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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主催 ： 深川観光協会
共催 ： 江東区、 深川仲町通り商店街振興組合、 NPO 法人江東区の水辺に親しむ会
後援 ： 富岡八幡宮、 深川神明宮、 牡丹町笑栄会、 高橋高盛会、
江東区富岡地区連合町会、 江東区観光協会

第 10 回

お江戸深川さくらまつり

平成26年3月29日（土）～4月20日（日）
石島橋・黒船橋・牡丹町公園お花見エリア
高橋周辺お花見エリア 東京海洋大学お花見エリア
まつりに関するお問い合わせは 深川観光協会 TEL03-3643-0114 FAX03-3643-0106
船に関するお問い合わせは NPO 法人江東区の水辺に親しむ会

販売物

喫茶にちよう

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。

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
短縮営業の場合あり
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～

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20号（平成26年2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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TEL03-03-5639-2818 FAX03-5639-2822

百圓珈琲
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。

