深川東京モダン館の情報誌

平成 27 年 10 月

第 38 号

深川東京

モダン館だより

深川モダン食堂

主催

10月31日（土）・11月1日（日） 11時半～15時
昨年度開催の「モダンな食堂」が、東京文化財ウィークに復活いたします。特にご好
評いただいた昭和初期のメニューを今回提供いたします。どうぞお越しください。

スコッチエッグ
コーヒーor紅茶付
1 階では平成 24 年度より過去
3 年間にご提供したメニューの

料金 1,000円

人気投票を行います。

※各日限定20食

（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）
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月

火

5

6

催し物の詳細は 2 面をご覧ください

水

7

木

金

土

日

1

2

3

4

10

11

8

9

休館日

12

（写真はイメージです）

コドモアソビ

13

14

15

16

17

18

21

22

23

25

おきがる講座

24
圓橘の会

30

31

休館日

19

20

休館日

26

27

28

29

休館日
開館時間

深川モダン食堂

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
共催

第336回

圓橘の会

10月24日（土）15時～（開場14時半）
三遊亭圓橘・橘也
圓朝作

一、怪談牡丹燈籠

予約 2,500円 当日 2,800円

仇討編その二

※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

主催

10月10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：鈴木祥元さん
（ベーゴマ）高橋勝美さん
（折り紙）

主催

おきがる講座 Salon de ふかがわ
10月23日
（金）14 時〜 15 時半 船橋屋織江
講 師
料 金

龍澤

潤(深川東京モダン館)

500円（1ドリンク付）予約不要・定員30名

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。
2

モダン館ボランティアガイドだより㊱

地図で楽しむ
江戸の範囲 東京の人口は全国民のおよそ 10％にあたる
1200 万人、湾岸部での人口増加が著しい江東区は、2015
年 7 月 1 日現在の統計によると 50 万人を超えました。今
から 180 年ほど前 ( 天保年間 )、江戸の町は人口およそ
100 万人で、世界でも類を見ない大都市でした。普通に江
戸と呼ばれた地域がどのあたりまであったかを知るには、
当時書かれた地図を調べるのが最も確実です。文政元年
(1818)12 月発行の「江戸朱引絵図」は、江戸市域（御府内）

図1

江戸朱引図

文政元年 (1818)

を確定して朱線を引いて表わしており、東は中川、北は日光道中千住宿、西は甲州街道内藤新宿、そ
して南は東海道の品川宿までとなります。これ以後、朱引内 ( しゅびきない ) といえば御府内と同義
語となりました（図 1）。
本所と深川 時代小説の舞台として登場する本所は、明暦 3 年 (1657) の江戸大火の復興事業によっ
て隅田川の東岸に拓かれた造成地で、総武線の両国駅や錦糸町駅の南を流れる竪川周辺まで多数の
武家屋敷が建ち並びました。また深川は、天正 18 年 (1590) 以前に摂津から来た深川八郎右衛門等
によって小名木川の北岸（深川神明宮を中心とする地域）に拓かれた開拓地です。深川氏の子孫が
開拓を続けて新宿線森下駅付近から東西線門前仲町駅に至る広大な地域に 27 か町注 1 が成立し、一
帯が深川と呼ばれました（図 2）。注 1『江東事典 ( 史跡編 )』江東区総務部総務課 238-239 頁
寺町 深川には著名な霊巌寺、雲光院、浄心寺、法乗院等を含めて 50 以上注 2 の寺院があって、独
特な雰囲気をもつ寺町が拡がっています。深川風情を感じられる深川不動堂や富岡八幡宮と併せ、
寺町も散策スポットとしてぜひお勧めしたい場所です。またこの地域では江戸時代に名を馳せた松
尾芭蕉、松平定信、紀伊国屋文
左衛門、曲亭馬琴、間宮林蔵、
鶴屋南北等々、著名人の足跡を
訪ねる楽しみもあります。注 2「深
川のお寺まっぷ」深川仏教会刊パンフレット

深川東京モダン館では、まち
歩きに最適な地図をご用意して
皆様のご来館をお持ちしており
ます。

文
図2

御江戸大絵図部分

天保 14 年 (1843)
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江東区文化観光ガイド
松澤 康夫

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
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～
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38号（平成27年9月25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。

