深川東京モダン館の情報誌

深川東京

平成 28 年 5 月

第 44 号

fukagawa
tokyo
modankan
newsnews
fukagawa
tokyo
modankan

モダン館だより
主催

ゴールデンウィーク企画展示

りんぴょう

伊東さんの燐票
4月26日（火）〜5月8日（日）5月2日（月）休館日
江東区所蔵のマッチラベルアルバムコレクションを展示。個人コレクタ
ー“伊東さん”が昭和元年から約30年間にわたり収集したマッチラベル
（燐票）
を多数紹介。
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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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5 月の催し
主催

ふかがわの米講座｢江戸※深川｣

深川と米にまつわる講義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

5月14日(土)①11：00〜②13：30〜
定員：各25人(申込順)

烹鳥飯（とりめし）

料金：1,500円

申込期間：4 月 26 日（火）〜
※お申込みはお電話 03-5639-1776

共催

第341回

出 演

圓橘の会

または

info@fukagawatokyo.comまで

5月28日（土）15時～（開場14時半）

三遊亭圓橘・橘也

西詰から永代橋を渡ると、そこは深川

髪結新三 上・下
※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
主催

S a l o n

d e

ふ か が わ

おきがる講座

コーヒー・お茶を飲みながら
江東区の歴史についてお話しします

5月10日
（火）14 時〜 15 時半「江東区内の震災復興小公園」再
5月27日
（金）14 時〜 15 時半「堀田正倫」
講師
主催

両日とも

龍澤 潤（深川東京モダン館）
貸館

コドモアソビ

5月7日
（土）14時〜16時

寄席演芸家似顔絵展

参加無料

5月17日（火）〜22日（日）

昔懐かしい「ベーゴマ」、
折って楽しい「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

料 金500円（1ドリンク付）
予約不要・定員30名

10：00 〜 18：00
17 日は 13 時より。20、21 日は 19 時まで。
22 日は 16 時まで。

ベーゴマ：鈴木祥元さん
折り紙：高橋勝美さん
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モダン館ボランティアガイドだより㊷

雑感

～文化財に触れて

我が家は、かつて深川七軒寺町と云われ、
今でも由緒ある七寺が残る静かな住宅街の一角
にある。８0 年を超える。
町内には、江戸時代から続く七寺や周辺の堀
割や橋々、東京大空襲で家族を救ってくれた明
治小学校（開校 145 年・下町の学習院）がある。
思えば歴史と文化に囲まれた土壌のなかにあっ
た。
最初の出会いは小学生の夏休みの宿題であろ
うか。「自分の眼で耳で地元のことをしっかりと
調べなさい。」毎年お寺さんを選んだ。住職が饅
頭などのお菓子を何時もくれたからだ。子供心
にお寺さんは良いなと思った。
我が家の職業柄もある。富岡八幡さんや永代
寺さんの建替え、門仲の割烹料亭の純和風造り
等の現場に携われた。何物にも代え難い経験で
ある。今でもお参りする度にじっくりと観て楽
しんでいる。
学習の初めは、
「江東区文化財保護推進員講座」
であった。
地元の文化財に係る講義・実践・ガイドの講
習をビッシリと受け、区内にこんな多くの文化

財が在るのか、びっくりポンであった。茫漠と
した文化財の姿が少しづつ分かり始めた。今は
保護推進協力員も７年目に入り、活動を愉しん
でいる。
お彼岸の中日は孫達とお墓参であった。
お寺は浅草の一角、東本願寺の子寺が集ま
る寺町にある。善龍寺さんとは、檀家であった
門仲の料亭の女将さんのお世話によって、既
に４０年も経つ。
我が家の墓石の右隣りには十返舎一九の銘の
入った墓がある。十返舎は弥次喜多で有名な「東
海道中膝栗毛」の作者でもあるが、墓は東陽院（勝
どき４・震災で浅草から移転）にある。ではこ
の墓石は？
出版関係者（例えば、一九は版元の蔦屋重三
郎宅に寄食し数々の作品を出したと云われる。）
の建立という説や、遠縁のものが建立した等の
言い伝えもあるらしい。確かなことははっきり
しないが、お隣さんである。お付き合いが始ま
りそうである。
歴史・文化、足が動き、声が出せるうちは近
くに居たいものである。

「今戸箕輪浅草絵図」（嘉永六年）の一部分

（文

江東区文化観光ガイド

山口

喜昭）

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

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、深川めしの素
ランチョンマットなど

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/

※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。

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）

Acorus calamus
「深川東京モダン館だより」第43号（平成28年4月22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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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」
そして夏季限定「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。

