深川東京モダン館の情報誌

平成 27 年 4 月

第 32 号

深川東京

モダン館だより

第11回お江戸深川さくらまつり
3月28日（土）～4月19日（日）

※土日のみ

まつりに関するお問い合わせは 深川観光協会 TEL03-3643-0114
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
さくらまつり期間中の深川東京モダン館の催し物
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圓橘の会
うゑださと士
作品展

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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4 月の催し
第330回

共催

圓橘の会

4月18日（土）15時～
（開場14時半）

特別企画リレー口演「子別れ」
一、上「強飯の女郎買い」三遊亭橘也
一、中「合せ物は離れ物」三遊亭圓橘
一、下「子はかすがい」 三遊亭圓橘
主催

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

モダン館 コドモアソビ
4月11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。

主催

※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）

おきがる講座 Salon de ふかがわ
・・・

4月10日
（金）14 時〜 15 時半 黒江町の魚市場
4月21日
（火）14 時〜 15 時半 深川セメント工場と浅野総一郎
講 師

龍澤

潤(深川東京モダン館)
両日とも

主催

料 金

※4 月 21 日は 2012 年 10 月 26 日分の再講座

500円（1ドリンク付）予約不要・定員30名

ＧＷ企画展示

うゑださと士作品展
4月25日
（土）〜5月6日
（水・祝）4月27日（月）休館日

漫画家うゑださと士さんが描いた懐かしい昭和30年代の東京の作品を多数展示
入場無料
うゑだ先生の
似顔絵コーナー（有料）

うゑださと士 先生プロフィール
昭和 23（1948）年 東京・神田生れ。麻雀劇画でデビュー以来、学習漫画歴
史物や HOW TO 物など描き下ろしの単行本落語漫画、4 コマなど手掛ける。
平成 21 年社団法人 日本漫画家協会特別賞を受賞。
しんぶん赤旗でストーリー漫画「昭和の神田っ子」を 3 月末まで連載中。
先生の WEB サイト http://www1.tcn-catv.ne.jp/s-ueda/index.html より
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モダン館ボランティアガイドだより㉚

戦後昭和 20 年代の深川こども遊び
私は昭和 17 年 8 月永代 2 丁目に生れ、戦時中は

上は小学 6 年、下は 5 ～ 6 才の男児 20 人近くが

父の実家である栃木県壬生町に疎開、小学 3 年の昭

すぐ路地裏に集まり、メンコ、ビー玉、ベーゴマ、

和 26 年に深川に戻り、三好町 3 丁目で子供時代を

キチク（駆逐）スイライ、泥棒警官、缶蹴り、馬乗り、

過した。

Ｓ（エス）、押しくらゴンベー、ケン玉、凧上げ、
コマ廻し、五寸釘を使った陣取り、縁台将棋、

昭和 40 年に学校を卒業し、1 年間の修行の後、
父が起した区役所通り商店街（現深川資料館通り）

トランプ、花札、近くの堀にて筏に乗ってのダボ

白河 3 丁目の洋品店の跡を継いだ。町会・商店街活

ハゼ取り、原ッパにてのオートギン（大きなバッタ）

動にも積極的に参加、昭和 50 年代位迄は商売も順

取り、トンボ取り、時には遠征と称して、清澄庭園、

調であったが、江東区役所及び木場移転等の影響に

深川八幡様裏の富士山（今はない）登り、紅梅キャ

もより、平成 3 年 49 才の時に店を閉じた。しかし

ラメル巨人軍カード景品引換に亀戸迄みんなで歩

その間に取得した宅地建物取引主任、社会保険労務

いて行った。みんな懐しき想い出である。
しかし子供の遊びにもそれなりのルールがあり、

士等の資格が生き、友人の会社に就職、脱商のサラ

それを破ると「ナッパ」という仲間外れにされる

リーマンとして現在に至っている。

掟があり、規律がある団体行動が取られていた。

「まちあるきガイド」については、又、地元に何
か役立てる事はないかと考慮中、古石場文化セン

この原稿のキッカケは昨年 9 月、モダン館のこど

ターのまちあるきガイド講座の記事を見て参加、現

も遊びにてベーゴマがあり、当番であった私も 60

在ガイド歴 5 年となる。ガイドに関しては、この欄

年振の遊びに恐る恐る加わった所、見事に床に廻

にて先輩諸氏の素晴しい報告、名文が掲載されてき

せた事にスッカリ嬉しくなって書いてしまった次

たので、私は自分が楽しく体験してきた昭和 20 年

第です。

とこ

代混乱期の「深川こども遊び」を書いてみようと思
う。
私は昭和 26 年 4 月、元加賀小学校に 3 年生とし
て転校してきた。登校初日、まず隣の席の鈴木君に
カ

話しかけた所「何だ、お前田舎ッペじゃねえか！」
と一喝。大ショックを受け学校に行くのが嫌になっ
た。さいわい住居の近所のガキ仲間はすぐ受け入れ
てくれ、学校より近所のガキ大将以下の仲間との遊
びにノメリこんだ。

（文

江東区文化観光ガイド

神長

信一）

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32号（平成27年4月1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。

