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7 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）
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※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：7月 5日（火）から　定員 60 名に達し次第受付終了

筆

7月23日（土）14時半～
（開場14時）

後援：日本講談協会

神田 みのり
ひ と み
神田 真紅
神田 紫「応挙の幽霊」
神田 鯉風       
神田 山吹「牡丹燈籠」　

怪 談 特 集
若くて美しくて、愛しい幽霊たちの物語をお楽しみ下さい！



7 月の催し
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圓朝作「怪談乳房榎-おきせ口説-」

第343回圓橘の会 7月30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）

共催

　

「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

7 月 3日（日）14 時～

参加料　おとな 1000 円　こども 500 円

子供 20人まで　※対象年齢 0歳～小学生まで　※要保護者同伴
※大人には1ドリンク、お子様には素敵なおかしのプレゼントあり

申込期間：6月 15 日（水）～　

メール → fukanikocafe@gmail.com 　お電話 → 03-5639-1776
★参加アーティスト★
シンガーソングライター YUKKIY
イラストレーター Reap 
フードコーディネーターしらいのりこ
and more...

ふかにこカフェ ※1回のみ

主催

7月9日（土）14時～16時
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。

参加無料 　
ベーゴマ：鈴木祥元さん

折り紙： 高橋勝美さん

7月29日（金）14 時～ 15 時半「深川座」　

主催

両日とも　料 金500円（1ドリンク付）
　　　　　予約不要・定員30名

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

 S  a  l  o  n    d  e    ふ  か  が  わ　

講師　龍澤 潤（深川東京モダン館）

7月5日（火）14 時～ 15 時半「深川政府倉庫の歴史」　

教える人

再

コドモアソビ

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

7月9日(土)①11：00～②13：30～　名品飯（めいはん）　

　　　　　定員：各25人(申込順)　料金：1,500円
申込期間：6月 15 日（水）～　
※お申込みはお電話 03-5639-1776　または　info@fukagawatokyo.comまで

“子供の命は女の操より重い”

主催

定員に達しましたので受付を終了しました



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44

（文　江東区文化観光ガイド　近藤　眞理）

日々是好日

　以前からお客様と接することが好きだった私
は、区報で観光ガイドの養成講座がある事を知
り、「これだ」と思い参加しました。そして初め
て先輩に付いてガイドをさせて頂いた時のドキ
ドキ、ワクワクした気持ちは、今でもはっきり
と覚えています。
　若い時から神社仏閣巡りが好きで、よく京都
奈良に出かけていました。特に薬師寺の薬師如
来像に惹かれて足繁く通ったものです。そして、
時は流れ縁あって江東区の観光ガイドをさせて
頂くようになり、神社仏閣が数多くある自分の
生まれ育った街を再度見直す事となり、時代の
移り変わりの中で、変わったものと変わらない
ものがある事に気がつきました。

変化する街　深川木場木材問屋
　NHKの朝ドラ「とと姉ちゃん」の舞台として
知られる深川木場地区には、かつては 470 社く
らいの木材問屋が軒を連ねていました。私が生
まれ育ったのは、材木が立ち並ぶ深川の材木問
屋です。今でも思い出すのは、お正月、綺麗に
並べられた飾り板の風景です。また、材木を担
ぐ男衆の姿がなつかしく、時の流れを感じます。
今から 40年くらい前に材木商が新木場に移転
し、今では問屋さんがだいぶ減ったと聞いてお
り、昔の木場が無くなり、薄れていく風景を想
うと寂しい限りです。

変わらないもの　お祭り
　私が育った深川地区には深川八幡祭り、深川
神明宮の例大祭があります。今は亡き私の父は、
長年神明宮の氏子総代をさせて頂き、お祭りは
我が家の一大イベントでした。3年に一度の祭

りの日は、麻袴を着てお神輿の前を練り歩く父
の姿と、揃いの浴衣でお神輿の担ぎ手さんのお
世話をしていた母を思い出します。今では私も
婦人部に所属し、母と同じように担ぎ手さんの
サポートをさせて頂き、皆様のお役に立てる事
を嬉しく思っています。そして、地元っ子は、
とても祭りを大事にしており、その伝統は脈々
受け継がれています。

＊

　最後に、私の好きな言葉、「日々是好日」につ
いて触れたいと思います。禅語では、「照る日、
曇る日があれど、今日のこの一日は二度とない
かけがえのない一日である」と説いています。
一日一日を大切に、日々勉強に励み、ガイドさ
せて頂く皆様とのご縁を大切にして、ご案内を
させて頂ければと思います。歴史のある江東区
のガイドという役割を担える事を、とても嬉し
く思っています。



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45号（平成28年6月30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。

Lagerstroemia indica

ガイドブック・お土産品
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

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。カレ

ーランチほか。

※http://nichiyou.net/wp/

営業時間：11 時半～ 

貸館 書道を始めてみませんか？
中国古典をお手本に、長い歴史に培われ
た奥深い書の世界へ旅をしてみましょう。
少人数の充実したお稽古です。
　毎月第 2・4日曜　10 ～ 12 時
　場所：モダン館 2階会議室
　楷書・行書・草書・かな・硬筆
　月謝：4,644 円（雑費含む）
　◆体験できます　1,080 円　
　　7/10、24、31
　　道具レンタル可：一式 300 円
　お問い合わせ　ブーケ・ド・フルール
    花束書道会　主宰　菅生優子
     yuko-bouquet-f@docomo.ne.jp


