
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 26年 9月　第 26 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
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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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伝統はモダン 漆の世界
入場無料

9月13日（土）～15日（月・祝）

レクチャー①「震災 3年目の現場から」　日時：13 日（土）14 時～ 15 時　
  講師：小柳 明子氏（一般社団法人地球の楽好 代表理事）
　定員：15 名　参加無料
レクチャー②「文化財レスキューについて」　日時：14 日（日）14 時～ 15 時　
  講師：佐伯 英里子氏（中央大学講師・文化財保護委員）
　定員：10 名　参加費用：500 円 ( お茶代 +民芸はがきのお土産つき )

※①②ともお申込みは　9月5日（金）10時～　電話03-5639-1776まで

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 宮城県被災文化財等保全連絡会議・東北歴史博物館
特別協力 一般社団法人地球の楽好

～宮城の文化財レスキュー事業の紹介とともに～

 2011 年から開催している宮城県の伝統工芸品展示会も今年で４回目となり
ました。今年は漆工芸をお届けいたします。ようこそ、宮城の技の世界へ！
 また宮城県で震災直後から行われている文化財レスキュー事業をご紹介い
たします。

10時～17時
＊最終日16時まで

漆の世界展
（～15）



9 月の催し
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第2回 講談会

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

共催

予約 2,500円 当日 2,800円

予約開始：8月 15 日（金）から　定員 60 名に達し次第受付終了

筆

モダン館コドモアソビ主催

9月20日（土）14時～16時
昔懐かしい「ベーゴマ」、折って見て楽しい「折り紙」。
コドモアソビ、してみませんか。大人の方もぜひ遊びに来てください。

参加無料 　教える人：鈴木祥元氏（ベーゴマ）
                                  高橋勝美氏（折り紙）

Salon de モダン　9月26日（金）14 時～ 15 時半
　内 容　世界史を学び直そう～「人種」とは何か
　講 師　渡 辺 賢 一 郎(深川東京モダン館)

おきがる講座　主催

料 金　500円（1ドリンク付）予約不要・定員30名

共催 ふかにこカフェ
「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。

9 月 7 日（日）
・11 時～・14 時半～（2回公演）

参加料　おとな 1,000 円　こども 500 円

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、お子様にはおはなしにちなんだ素敵な
おかしのプレゼントあります。

予約開始：8月 26 日（火）から　上記定員に達し次第受付終了

メール → fukanikocafe@gmail.com 　　お電話 → 03-5639-1776

自分で自分の通夜と葬儀をやった男の話し

［ちきり伊勢屋］その二

第324回圓橘の会 9月27日（土）15時～

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

共催

予約 2,500円 当日 2,800円

（開場14時半）

9月6日（土）14時半～
（開場14時）

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20日（土）・21日（日）

主催

ボイルドポーク、ホースレジスソース
（コーヒー又は紅茶付）

11時半～16時

◆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

開口一番　　　　　　　神田　みのり
ｽﾃｨｰｳﾞ･ﾏｯｸｲｰﾝ　　　　 ひとみ
お楽しみ　　　　　　　神田　きらり
　　　　　＜怪談特集＞
番町皿屋敷　　　　　　神田　紫
応挙の幽霊画　　　　　神田　陽子

との出逢い



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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モダン館ボランティアガイドだより㉕

（文　江東区文化観光ガイド　和田　恭子）

ガイドの思い出と
深川でのいまの暮らしについて

　モダン館ガイド 6年目の和田です。現在月 1回、主に水曜の午前に深川東京モダン館でスポット

ガイドを担当しています。

　こちらでガイドとしてお世話になるきっかけは、６年前古石場文化センターで偶然目にした「観

光ガイドボランティア養成講座　深川編」のお知らせでした。

　江東区に住んでまだ日が浅く、自分に観光ガイドが務まるのだろうかという不安はありましたが、

講座の募集があった頃は東京都がオリンピック招致に向けて最初に活動し始めた時期で、自分の生

まれ年が東京オリンピックの年ということもあって、これもなにかの縁かもしれないと受講を決め

たのを覚えています。

　講座が終了して江東区の観光ボランティアガイドになることができ、最初に担当したガイドはや

はり今でも印象深いです。小津安二郎縁の地を巡るツアーで養成講座を一緒に終了した 3人のガイ

ドさんと 20 人程のお客様をご案内しました。いつも自分が自転車で通っている小津橋のエピソード

をお話するのは不思議なきもちでしたし、誰もが知っている八幡様でご案内をするのは面はゆかっ

たですがなにか誇らしくも思いました。新米ガイドとしては緊張の連続でしたが、道すがら質問を

受けたり、話した内容をメモにとってくださるお客様を目にしたりしてとても感激しました。

　現在は仕事をしていることもあって、予約ガイド活動は行っていないのですが、いま改めて振り

返ってみると、江東区のガイドになれたことがここでの自分の生活を支え彩ってくれていると思い

ます。

　モダン館の内外でお客様をご案内するのはもちろ

ん、ご近所の方から昔の町の様子を聞けたりするの

も楽しいことです。ガイドがきっかけでモダン館で

は「モダンな食堂へようこそ」や講座など各種イベ

ントのアルバイトとしても働いています。いろんな

年代の方々と様々な機会で触れ合えたり、自分が住

んでいる土地で日々働けたりすることをたいへん幸

運に思います。

　東京オリンピック年生まれとしては、6年後には、

予約ガイドを再開できるくらいに時間の余裕が持て

ていられたらと思います。



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26号（平成26年8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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※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

てひやしコーヒーの 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』

・『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

・江東区の名所を描いた絵

  はがき

・一筆箋各種

・Ｔシャツ、てぬぐい

　江戸切子、江戸独楽

　ICカード入れ、もくレース

　深川めしの素など。

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　800円～

・カレーセット　1000円～


