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モダン館だより

催し物

共催

広井政昭・江戸独楽展

1月4日(日)～15日(木)

入場無料

※1月5日（月）休館 13日（火）臨時開館 16（金）臨時休館
世界的に認められた職人・広井政昭氏の比類なき技によって制作された
江戸曲独楽とからくり独楽を展示いたします。
また独楽まわし体験・販売コーナーもあります。

平成 26 年 12 月・27 年 1 月のカレンダー

その他の催し物の詳細は
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
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平成 26 年 12 月・27 年 1 月の催し
共催

圓橘の会 第327回
12月20日

15 時～ （開場14時半）
三遊亭圓橘・橘也
（土）

出 演

演 目 太宰治[新釈諸国噺]より"貧の意地"
大晦日に酒盛りを催した浪人の面々に何が……

新春圓橘一門会
1月2日（金）・3日（土）16 時～ （開場15時半）
出 演 三遊亭圓橘・小圓朝・萬橘・橘也
各日とも予約2,500 円 当日2,800 円
※お申込みはお電話 03-5639-1776 または

モダンな食堂へようこそ 主催
12月13日（土）・14日（日）

info@fukagawatokyo.com まで

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。

12 月

ハッシビーフ

1月17日（土）・18日（日）
サーモン、
カレード、
コロッケー
時間：各日11時半～16時
料金：1,000円 ※各日限定25食

1月

（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）

共催

第3回
筆

12月6日（土）14時半～
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

ふかにこカフェ

講談会

「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。

12 月 23 日（火・祝）11 時〜・13 時半〜（2 回公演）

（開場14時）

＜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

電話 03-5639-1776 または

共催

参加料

神田 紅佳
神田 紅葉
ひとみ
神田 陽子
神田
神田

おとな 1,000 円

こども 500 円

申込期間：12 月 5 日（金）〜
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。
※プレゼントあり：1ドリンク
（大人）、おかし
（こども）

山吹
陽司

メール → fukanikocafe@gmail.com

info@fukagawatokyo.com

お電話 → 03-5639-1776

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。

モダン館 コドモアソビ

おきがる講座

12月13日（土）
・1月17日（土） 共催
14時〜16時

Salon de ふかがわ 講 師 龍澤 潤(深川東京モダン館)
12月19日
（金）14 時〜 15 時半 「深川の出開帳」
1月30日
（金）14 時〜 15 時半 「紀文稲荷神社」

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。
注意：折り紙は 12 月お休みします
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）

主催

Salon de モダン 講 師 渡 辺 賢 一 郎(深川東京モダン館)
12月5日
（金）14 時〜 15 時半 「世界史を学び直そう〜ワインの歴史」
1月23日
（金）14 時〜 15 時半 「世界史を学び直そう〜監獄と近代社会」
料金

各回500円（1ドリンクつき） 予約不要・定員各30名
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モダン館ボランティアガイドだより㉘

私の生まれ育った街モダン館界隈
で、水泳が強い学校でした。
戦前この辺りは漁師によって開けた町で漁師町と
言われ、魚類に関係ある家が多かったそうです。私
の小学校時代も東京湾で取れた海苔を小学校裏の道
路で干していました。また戦前は蛤町と言われてい
る通り貝のむき身作業が行われ貝殻が道路いっぱい
に積まれていたことを覚えています。戦前は東京湾
で取れた江戸前の新鮮な魚を、黒江町通り（今の永
代通り）の夕河岸で売られていたそうです。

黒江町の魚市場

私がモダン館のガイドになろうとしたきっかけ
は、地元で観光案内施設であるモダン館が開設され
たことでした。
モダン館に改装される以前モダン館は戦後すぐに
内職補導所になり、その後障害者の作業所になって
いました。その 2 階が貸ホールになっており、ピア
ノがあったことからコーラスの練習を私はしていま
した。
モダン館の開設を知りこの地で生まれ育った自分
でしたので、この地域の観光ガイドが出来ればと思
いガイドに応募しガイドとして広く皆さんにこの地
の話を伝えていくことが大切と思いました
鈴木家の過去帳によりますと 300 年この地で住んで
いることが分かっています。代々佐官業をしていま
した。今でも親戚が工務店をしています。
私の祖父は昭和 20 年 3 月 10 日の深川大空襲で亡
くなりました。父の話によると、当時祖父は消防団
の責任者で町の人を安全な場所に誘導していました
が、自分が焼夷弾に当たり命を落としました。その
時、父親と祖母は清澄庭園に逃げて助かり、祖父を
探し続けて 4 日後に富岡八幡宮裏手の池の中に浮い
ているところを見つけたそうです。
戦後祖母は富岡町の三業通りで料亭「鈴和」を開
業し、昭和 30 年代には辰巳芸者が店でお客のお相
手をし、大変賑わいがあったことを覚えています。
私も当時は小学生でしたので芸者さんに遊んでもら
い自転車の乗り方も教えてもらいました。当時のこ
の界隈は三味線やギターを弾く流しがいて、粋な町
であったことを思い出します。
私が卒業した小学校は門前仲町にある臨海小学校
です。昭和 29 年に入学した当時はまだ大空襲で多
くの犠牲者が出た校舎でしたので、その爪痕がまだ
残っており、空襲で家を失った方達が小学校の一角
で生活をしていました。また小学校の裏に流れてい
る大横川には水上生活者もいて、そこに生活する子
供たちは船から学校に通っていました。川には筏が
あり、授業が終わると筏に乗って遊びましたが、誤っ
て筏の下に入ってしまい、亡くなる子供もいました。
大空襲のときは熱さのため多くの人がこの川に飛び
込み、亡くなったそうです。今でも黒船橋、越中島
橋の袂には亡くなった方の慰霊碑が建っています。
臨海小学校は来年創立 110 年を迎えますが、創立
当時はその名からして品川沖の海が見える小学校で
はなかったでしょうか。また深川で初めての総タイ
ル張りの 25m プールが昭和の初めに造られた小学校

モダン館に近い清澄通りにある赤札堂は、戦後門
前仲町の交差点近くにあった小さな洋品店でしたが
その後江東区内にも数店舗もつスーパーに発展しま
した。赤札堂が建つ前は辰巳武蔵野館という映画館
で子供の頃よく行きました。
モダン館を訪れた来館者に地元の歴史を、父から
聞いたこと、自分の目で見たこと、聞いたことを直
接語り掛けていきたいと考えています。

（文

江東区文化観光ガイド

鈴木

俊朗）

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 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）
※臨時休館：年末年始（12月27～1月1日）、1月16日（金）
※臨時開館：1月13日（火）

「深川東京モダン館だより」第29号（平成26年11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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※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」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。

