
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 27年 6月　第 34 号

6 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）

第5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：5月 26 日（火）から　定員 60 名に達し次第受付終了
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圓橘の会

講談会

休館日

休館日

コドモ
アソビ

6月6日（土）14時半～
（開場14時）

ふかにこカフェ

開口一番　　　　　　　　神田　紅佳
お楽しみ　　　　　　　　ひとみ
昭和偉人伝
　　～山野愛子一代記　　神田　陽子
　　　　　仲入り
妲己のお百
    ～十万坪の亭主殺し　神田　紫
応挙の幽霊　　　 　　　 神田　阿久鯉

＜特集　怪しの世界＞
あや

おきがる講座

おきがる講座

芝工大展 (～21)

芝工大発表会



6 月の催し
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モダン館コドモアソビ主催

6月13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 　

　6月5日（金）14 時～ 15 時半
　　内 容　古石場川
　

おきがる講座　主催

各回とも　　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。

6 月 28 日（日）
・11 時～・13 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：6月 16 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

圓朝作「塩原多助一代記～江戸編」

第332回圓橘の会 6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）

　6月23日（火）14 時～ 15 時半
　　内 容　東京初の公園 深川公園（※）

※2013 年 2 月 1 日分の再講座

Salon de ふかがわ

講 師　龍澤　潤(深川東京モダン館)

芝浦工業大学共催

芝浦工業大学建築学科の学生が設計演習などの授業を通じて
隅田川・大横川沿いのまちの今後について提案します。

6 月 13 日 ( 土 ) ～ 21( 日 )
※15 日（月）休館日　※最終日 16 時まで

観覧無料

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

設計演習・ゼミナール作品展

学生発表会・公開講評会
6月 20 日 ( 土 )14 時～ 16 時

内容：学生の発表、教員と市民からの講評等

定員 30 名
参加無料



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32

（文　江東区文化観光ガイド　金子　伸文）

５年後も深川にいられるかな

　『採荼庵』何々、さいちゃあん？いやちょっと違

うか．．．　あ、『さいとあん』て云うんだ。で、芭

蕉が住んでいてここから奥の細道への旅が始まっ

たって！

　じゃあここに腰掛けて休んでいるようにみえる芭

蕉像、これから旅に出るところかもしれないな。

　『うみべはし』、面白い名前だな。何か由来がある

のかな？その下を流れる川は仙台掘．．．仙台（藩）

と何か関係があるのかなあ？それに川の両側は桜、

本当にきれいだ。東日本大震災の直後だけど、去年

と同じように咲いているんだろうな。

　『小津安二郎』映画監督、「東京物語」は見た事あ

るなあ、寅さんで有名な柴又帝釈天の和尚さんが出

てたの。目と鼻の先で生まれてるんだ！

　平成２３年３月、深川に引っ越してきて何日か後

近所を探索していた時の印象です。この時、滝沢馬

琴生誕の地や松平定信の墓、紀伊国屋文左衛門の墓

等も近所にある事を知り、教科書や本あるいはテレ

ビや映画でしか知らなかった世界が急に身近に感じ

られ少し気持ちが高ぶったのを覚えています。

　そんな時、江東区の文化観光ガイド養成講座があ

る事を知り応募したのですが、もう少し自分が住み

始めた所を知りたいというのがきっかけでしたか

ら、その時はガイドになる事は考えていませんでし

た。しかし、講義を受けていく中で講師の方々の話

に、区内の名所や旧跡、江戸の文化やそこから現代

に至る歴史等、段々と興味は深まって行きました。

　「また、実際に外へ出て現地での講義や研修、先

輩ガイドの方々の案内を聞いている内にこのまま講

習を受けるだけで終わってしまうのももったいな

い、もっと色々な事を知り体験したい」と思うよう

になり、ガイドになったらそれができるかもと思っ

た次第です。

　江東区の文化観光ガイドですから、本来地元や東

京にそのバックグラウンドを持った方がご案内する

のが良いのではと思っていますが、富岡八幡宮のお

祭りや相撲との関わり、深川不動と江戸時代からの

繋がり等をご案内する時、ついつい嬉しくなって説

明する自分がいる事に気づいてしまいます。

　また、イベントガイドでは、その趣旨をきちんと

理解できていないまま中途半端な案内になり、参加

者の方から厳しいコメントをいただいて恥ずかしい

思いをした事もありました。

　ガイドになってもう３年経ってしまいましたが、

まだまだ未熟です。今後も自分自身が色々な事を経

験・体験しながらそれをガイド活動に生かしてゆけ

ればと思っています。

　あと３年、いや東京オリンピックのある５年後も

深川にいられるかな？



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34号（平成27年5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(水彩・切絵・写真)

・一筆箋各種

・Ｔシャツ、てぬぐい

　江戸切子、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～


