深川東京モダン館の情報誌

平成 28 年 2 月

第 41 号

深川東京

モダン館だより

主催

モダン館コドモアソビ
2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。
教える人：鈴木祥元さん

教える人：高橋勝美さん

参加無料
2 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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おきがる講座 コドモアソビ
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圓橘の会

29
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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2 月の催し
第339回

共催

出 演

圓橘の会

2月27日（土）15時～（開場14時半）

三遊亭圓橘・橘也

原節子さんを偲んで
“君は原節子を知っているか？”
※お申込みはお電話 03-5639-1776
または info@fukagawatokyo.comまで

予約 2,500円 当日 2,800円

おきがる講座

主催

コーヒー・お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

Salon de ふかがわ 2月26日
（金）14 時〜 15 時半
「霊巌寺と浄心寺」 講師 龍澤 潤（深川東京モダン館）
Salon de モダン 2月12日
（金）14 時〜 15 時半
「世界史を学び直そう〜わたしたちの暮らしと世界の歴史」終
講師

両日とも

3 月のイベント
共催

渡 辺 賢 一 郎(深川東京モダン館)

料 金500円（1ドリンク付）予約不要・定員30名

講談会

第8回

筆

それぞれ得意ネタをご披露
いたしまする〜乞うご期待

[ 出演 ] 神田陽子ほか 後援：日本講談協会

3月5日（土）14時半～ （開場14時）
予約開始：2 月 16 日（火）から

主催

予約 2,500円 当日 2,800円

定員 60 名に達し次第受付終了
※お申込みはお電話 03-5639-1776

または

info@fukagawatokyo.comまで

江戸※深川

3月12日
（土）
①11時〜 ②13時半〜

う お め し

調魚飯

深川と米にまつわるレクチャーと江戸時代の米レシピ
「名飯部類」で紹介されているメニューをご賞味できます。
予約期間：2 月 16 日（火）から

予約制

定員に達し次第受付終了

※お申込みはお電話 03-5639-1776

または

各回 25 名

info@fukagawatokyo.comまで
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1,500 円

モダン館ボランティアガイドだより㊴

私の生れ育った歴史ある江東区
私が江東区の歴史に興味をもったきっかけは、もう４５年前になりますが、勤め先のすぐ近くに
番所橋があり、そのたもとに江戸時代から明治時代まで船番所があったことからです。
船番所のことを調べていくと、小名木川の事、神社、仏閣などがみなつながり、それらが現代に
生きている事を知り楽しくなっていきました。
５年前、区の「ボランティア観光ガイド養成講座」を受講し、益々興味がわいてきました。修了
後の活動は、絶えず勉強の日々ですが、もっとも嬉しいことは、江東区の産業を築き上げた人の一
人に三井財閥の大番頭をしていた「三野村利左衛門」の子孫にあたる方が、私の友人にいた事。又、
江戸時代に野菜促成栽培に力を入れた「松本久四郎」の子孫の方との交流があり、久四郎さん宅の
跡地の一部に縁あって今私達が住んでいる事。こうした振り返ると歴史とは、遠い昔のことでなく、
身近なものと感じてきます。
私が子供頃、ちょっと大雨がふったり台風がくると、川が氾濫し家まで水があがり嫌な思い出が
あります。それがいまではどうでしょう。区民の憩いの場となり、テレビドラマなどに川や橋の場
面がよく使われるようになりました。
また、神社、仏閣は、日本で指に入る程の建物や、
橋があり、江戸時代の情緒があり人情の触れ合う
街は、江戸時代の中期ごろから後期は、庶民が創っ
た文化と言われています。それは世界でも珍しい
事で誇れる事とおもいます。
その中心になったのが中央区や江東区だったと
言われています。
変わりつつある時代でも、文化、伝統をつなぐ
庶民の絆があり、橋と運河の街水彩都市江東区は
私の大好きな街です。

（文

江東区文化観光ガイド

庄司

菊江）

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。
深川モダン食堂

人気メニュー投票結果発表！

1位

ハッシビーフ

昨年 10 〜 11 月の「深川モダン食堂」で行われた “昭和初
期メニュー” の人気投票結果発表！
これらは次回「深川モダン食堂」（2016 年 10 月・11 月実
施予定）にご提供いたします。お楽しみに！

2位
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スコッチエッグ

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

ガイドブック・お土産品

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(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、甘酒、味噌
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41号（平成28年1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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※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。

