深川東京モダン館の情報誌

平成 26 年 11 月

第 28 号

深川東京

モダン館だより

企画展示

主催

江東発祥

近代江東の産業史
11月11日(火)～24日(月・祝)

※17日（月）休館日

明治時代以降、江東全域は工場や会社などが多く立地されていきます。この展示では、
古地図や写真などから、江東区域の産業のうつりかわりについて紹介していきます。
第一会場
第二会場

深川東京モダン館（門前仲町 1-19-15、℡03-5639-1776）
Gallery SAGA（佐賀 1-12-3）
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開館時間

10：00-18：00（金・土曜日は 19 時まで）

圓橘の会

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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11 月の催し
第326回

共催

圓橘の会

11月29日（土）15時～

（開場14時半）

出 演 三遊亭圓橘・橘也
半七捕物帖より「半鐘の怪」
放火は死罪の江戸の法

予約 2,500円 当日 2,800円
※お申込みはお電話 03-5639-1776
または info@fukagawatokyo.comまで

モダンな食堂へようこそ

主催

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。

11月8日（土）・9日（日）

11時半～16時

ブロイルド、チキン
（コーヒー又は紅茶付）

主催

料金 1,000円 ※各日限定25食

◆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

モダン館 コドモアソビ

11月8日
（土）14時〜16時

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）

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。

12 月の催し

先行予約のお知らせ

共催

講談会

第3回
筆

12月6日（土）14時半～

（開場14時）

予約 2,500円 当日 2,800円
予約期間：11 月 15 日（土）から

定員 60 名に達し次第受付終了

※予約：電話 03-5639-1776またはinfo@fukagawatokyo.comまで

＜義士特集＞
開口一番
樋口一葉・大つごもり
カルメン
お楽しみ
仲入り
忠僕直助
天野屋利兵衛

神田 紅佳
神田 紅葉
ひとみ
神田 陽子
神田
神田

山吹
陽司

おきがる講座日程変更のおしらせ
11月28日
（金）に開催を予定していた
ですが
「おきがる講座Salon de モダン」

12月5日
（金）に日程を変更いたしました。

12月5日
（金）14 時〜 15 時半
内 容 「世界史を学び直そう～ワインの歴史」
講 師 渡 辺 賢 一 郎(深川東京モダン館)
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モダン館ボランティアガイドだより㉗

大化～平成＠248
西暦 1940+660＝紀元 2600＝昭和 15
元々は小名木川リバーガイドが私のガイド歴の始まりです。平成 20 年にガイドの認定証を取得し、
先輩方と共に小名木川のミニクルーズのガイドをしていました。小型の漁船に 7 ～ 8 人のお客様を
乗せ、番所橋～万年橋間をゆっくりクルーズしながら周囲の観光ポイントを案内するものです。東
大島文化センターと NPO 江東区の水辺に親しむ会の協賛で月 1 ～ 2 回開催します（冬場はお休みで
す）。
ある日突然モダン館のガイドの話が飛び込んでビックリ。モダン館については勿論、その近くの
街歩きのガイドなぞ一つも勉強してないからと、初めは断りましたが、それなりの研修や、勉強の
為の DVD もあるからと説得され結局引き受けるはめに…..。ところが、あとでベテランのガイドの
方々と話して又々ビックリ。その知識の豊富さ正確さ、聞けば文化財ガイド講座の修了者の由、ス
ゴイなー。
私は特に元号とそれに対応する西暦がうまく覚えられません。元号は大化に始まり平成までなん
と 248 もあります！……現在では新天皇の即位を機に変えますが、明治以前はそれ以外に、天災、
大火、疫病、彗星出現等、気に入らないことがある度に気軽に変えていたようです。歴史の出来事
を示すのに更に厄介なのが「3 代将軍家光の頃」といった表現です。オマケに紀元（皇紀）まであ
ります。
自己紹介とか年齢を聞かれた時、生年月日は紀元 2600 年 10 月 17 日と言うことにしています。こ
の近辺に生まれた方は分かると思いますが昭和 15 年です。当時日本は軍国主義華やかなりし頃で西
洋よりも我が国の歴史のほうがずっと古いのだとアピールする為か、神武天皇から始まる「紀元」
を今の西暦のように使っていました。特に兵器にはこの下二桁の番号を付けるのがルールになって
いたようです。例えば紀元 2596 年に制式採用された戦闘機は 96 式艦上戦闘機、紀元 2600 年だと零
式艦上戦闘機という風になります。余談ですがこの機体がゼロ戦と呼ばれるようになったのは戦後
のことで正しくはレイセンです。尚、陸軍は零式と呼ばず
100 式司令部偵察機のように命名していました。2601 年に
なると陸海軍とも、1 式◯◯と名付け、終戦の 2605 年ま
でに陸軍は 5 式まで、海軍は何故か 2 式まで（ヒコーキ以
外の兵器には有ったかも）使われていました。
という訳で、ヒコーキには多少の自信が有りますが、そ
れ以外の歴史、特に元号、◯代将軍の頃、西暦等をうまく
覚えられず苦労しています。何か良き方法をご存知でした
らご教示下さい。
（文

江東区文化観光ガイド

下山

敦司）

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28号（平成26年10月31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」「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。

