深川東京モダン館の情報誌
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モダン館だより
共催

平成 28 年度深川東京モダン館企画展

江東絵葉書博覧会

共催：江東区教育委員会
入場無料

8 月 2 日（火）〜 21 日（日）
※8（月）、15（月）は休館日

暑中お見舞い申し上げます
今までに江東区域を取り上げた絵葉書を
頑張ってたくさん紹介しますので
ぜひ見に来てください

8 月のカレンダー
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催し物の詳細は 2 面をご覧ください
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深川生まれの大橋鎭子さん

企画展

休館日

8 月 2 日（火）〜 10 月 2 日（日）

10：00-18：00（金・土曜日は 19 時まで）

詳細は 2 面をご覧ください

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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8 月の催し
共催

第344回

圓橘の会

8月27日（土）15時～
（開場14時半）

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

圓朝作「怪談乳房榎〜重信殺し」

江戸時代
落合は蛍の名所だった
そこでの殺戮
予約 2,500円

主催

当日 2,800円

コドモアソビ

主催

深川生まれの大橋鎭子さん

8 月 2 日（火）
〜 10 月 2 日（日）

8月6日（土）14時〜16時
昔懐かしい「ベーゴマ」

協力：暮らしの手帖社

折って楽しい「折り紙」

連続テレビ小説「とと姉ちゃ

コドモアソビ、
してみませんか

ん」のモチーフとなった大橋鎭

大人の方もぜひ遊びに来てください

子さんは、深川生まれ。今回は
1 階まちあるき案内所スペース

参加無料
教える人

深川東京モダン館企画展

で、鎭子さんの生涯についての
パネルや『暮らしの手帖』創刊

ベーゴマ：鈴木祥元さん

号などを展示します。

折り紙：高橋勝美さん

入場無料

9 月の催し物ご予約情報

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

9月10日(土)①11：00〜②13：30〜
定員：各25人(申込順)

雑炊（ぞうすい）之部

料金：1,500円

申込期間：8 月 16 日（火）〜

※お申込みはお電話 03-5639-1776
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または

info@fukagawatokyo.comまで

モダン館ボランティアガイドだより㊺

深川東京モダン館の
ボランティアガイドになって感じたこと
昨年の暮れ、千葉県船橋市から来館された男

ました。まさに、モダン館が深川の歴史文化の

性ゲストの方を「深川佐賀町・永代橋コース」

発信地としての役割を果たしていると改めて感

の一部（伊能忠敬住居跡、澁澤栄一宅跡、佐久

じた次第です。
後日談になりますが、数日後、その男性のお

間象山砲術塾跡、紀文稲荷、深川正米市場跡等）

客様は、名前も告げずに文庫本 2 冊（宇江佐真

へご案内しました。

理著『髪結い伊三次捕物余話』）をモダン館に届

お孫さんが佐賀町に住んで居るので、途中モ
ダン館に立ち寄ったとのことです。深川正米市

けられました。ボランティアガイドの小生に渡

場跡地までご案内したところで、あともう少し

すようにとのことでした。

赤穂浪士休息の地と永代橋に足を伸ばしましょ

江戸深川を舞台にした時代小説を恵贈された

うかとお話ししましたが、ここ正米市場跡地で

ことは、有難くもあり、同時に深川についてもっ

十分ですとのことでした。理由はすぐに分かり

と勉強しなさいとの私に対する激励の意味が込

ました。なんと、お孫さんの住居は正米市場跡

められているのかなと思いました。
これからも、このようなお客様の意を汲み、

地に建つマンションだったのです。
ゲストの方も、今日の今日まで、まさか歴史

来館される方に対し深川の歴史文化を少しでも

的建造物の跡地にご自身の孫が居住していると

お伝え出来るガイドを目指して精進して参りた

は、つゆ知らなかったそうです。大層驚かれて

いと思っています。

いました。
お客様は、折角、史跡に住んで居るのだから、
これを縁に深川正米市場、そして佐賀町周辺の
ことを勉強して、孫に教えて行きたいとおっ
しゃっていました。
深川東京モダン館への来館をきっかけに佐賀
町近辺を中心とする江戸、明治からの深川の歴
史をお孫さんへ伝えたいとの気持ちを聞き、感
心すると同時に、来館されたことが深川の歴史
（文

文化に興味を持たれた契機になったのだと思い

江東区文化観光ガイド

道祖尾

均）

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/
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）

Mirabilis jalapa

「深川東京モダン館だより」第46号（平成28年7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」
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。

