深川東京モダン館の情報誌

平成 26 年 10 月

第 27 号

深川東京

モダン館だより

主催

モダンな食堂へようこそ

10月11日（土）・12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。

カレードポーク
（コーヒー又は紅茶付）

料金 1,000円
※各日限定25食

10 月のカレンダー
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◆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

25

圓橘の会

26

休館日
開館時間

10：00-18：00（金・土曜日は 19 時まで）

喫茶にちようの営業日は http://nichiyou.net/wp/ をご覧ください
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10 月の催し
第325回

共催

圓橘の会

10月25日（土）15時～
（開場14時半）

出 演

三遊亭圓橘・橘也

人生七転び八起き

［続・ちきり伊勢屋］
※お申込みはお電話 03-5639-1776
または info@fukagawatokyo.comまで

予約 2,500円 当日 2,800円
主催

おきがる講座 Salon de ふかがわ
10月10日
（金）14 時〜 15 時半

昭和 7 年 (1932) に建築された東京市深川食堂は、何度かの変遷
を経て、平成 21 年（2009）10 月 10 日に深川東京モダン館と
して開館しました。開館からちょうど 5 周年をむかえるこの日、
東京市深川食堂についてお話しします。

内 容 東京市深川食堂
講 師 龍澤

潤(深川東京モダン館)
料 金

主催

500円（1ドリンク付）予約不要・定員30名

モダン館 コドモアソビ

10月18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）
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モダン館ボランティアガイドだより㉖

未発見生物

深川の河童

私がモダン館ガイドの世界へ踏み込んだきっかけ
は、毎日、通勤電車で読む時代小説の中に、自分の
住む深川の名前をよく目にしたからです。この深川
の地に、江戸時代の人々の賑やかな生活があり、そ
れを想像すると想いは一気に江戸時代へタイムス
リップします。
深川にはたくさんの言い伝えや物語が残っていま
すが…。なんと、この地に住んでいたのは人々だけ
ではないという話が！
それは河童！ 河童もいました。
深川は河川に囲まれた地域です。江戸時代には
もっと多くの大小様々な川や掘割がありました。
木場公園も、かつて材木の供給基地としての広大な
材木置場で、保管のため縦横に掘割があり、公園と
して埋め立てられた時には掘割を繋いでいた 29 も
の橋が無くなりました。そして、そこに河童が住ん
でいたというのです！
深川に河童は居たのです。最近はなかなか見かけ
ることがありませんが。
澄んだ水をたたえた掘割にたくさんの魚やおなか
の出た河童も居たと思うとわくわくして、深川の町
をもっと楽しく歩けますね！

では、河童とは？
江戸時代の本草学者らが書き残した資料には多種
多様に描かれています。
河童の大好物はきゅうり（寿司のカッパ巻きが好
きな人は先祖が河童？）。相撲が大好きでよく子供
を相撲に誘う。相撲に負けた子供は尻子玉を抜かれ
る。河童は大人よりも力が強いが、仏前に供えた飯
を食べた後に闘えば子供でも負けないと言われてい
る。また相撲をとる前にお辞儀をすると河童もお辞
儀を返し、それにより頭の皿の水がこぼれて、力が
出せなくなるともいう。水の中では、12 時間いられ
る。シダの葉で頭をなでると人間に化けることがで
きるとされる。義理がたい…等々。
一度会ってみたいものですね。
今でも、木場公園には夜な夜な二つ目の河童がう
ごめいているかも・・・ガタンゴトン

（文

江東区文化観光ガイド

華山

康造）

深川の河童情報
①海辺橋 月の見える夜には筏の上で唄を歌う
②仙台藩蔵屋敷内・大溝堀 河童撃ち殺され、塩漬けにされる
③深川入船町 河童に詫び証を書かせる
④佐賀町・蕎麦屋 札幌で捕獲された河童を見世物に
上記のほかにも…
扇橋 船大工の下女 河童に追い駆けられる
本所御竹倉 河童捕獲
本所須奈村 芦の中の沼田で子育て中の河童を村人が発見

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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貸会議室・多目的スペース
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
※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。

多目的スペース

会議室

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』
・『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。

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～

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27号（平成26年10月3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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※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。

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」と「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。

