深川東京モダン館の情報誌
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モダン館だより
100円で深川めし

共催：深川めし振興協議会
江東区観光協会

東京の郷土料理「深川めし」を 100 円で味わってみよう

2 月 26 日（日）11：00 〜 15：00
オーソドックスなぶっかけから炊き込みまで、
深川めし振興協議会加盟店の味を
100 円でお試しいただけます。

300 食限定（試食サイズ）
2 月のカレンダー
月

火

※写真はイメージです。当日は試食サイズでご提供します。

催し物の詳細は 2 面をご覧ください
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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
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

2月11日(土)①11：00〜②13：30〜
定員：各25人(申込順)

糜粥（かゆ）

料金：1,500円

申込期間：1 月 25 日（水）〜
※お申込みはお電話 03-5639-1776

共催

第349回

出 演

圓橘の会

鰍沢

2月25日（土）15時～（開場14時半）

癪（胃けいれん）の苦しみにこの薬あり

“三題噺の最高傑作”

圓朝作

予約 2,500円 当日 2,800円
主催

おきがる講座

Salon de ふかがわ

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

2月7日
（火）14 時〜 15 時半
「肥料問屋と永昌五社稲荷」

主催

※お申込みはお電話 03-5639-1776
または info@fukagawatokyo.comまで

コドモアソビ

2月11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

参加無料

2月24日
（金）14 時〜 15 時半
「成田山新勝寺と深川」
講師
両日とも

info@fukagawatokyo.comまで

三遊亭圓橘・橘也

梅見のやかん
かじかざわ

または

龍澤 潤（深川東京モダン館）

教える人

ベーゴマ：鈴木祥元さん
折り紙：高橋勝美さん

料金500円（1ドリンク付）予約不要・定員30名

3 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

3月11日(土)①11：00〜②13：30〜 鮓（すし）
・完魚鮓（まるすし）之部
定員：各25人(申込順) 料金：1,500円
申込期間：2 月 15 日（水）〜
※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㊿

深川まちあるき
MACHI BRA（まちぶら）ガイドのご提案
そしてまちぶらエリアへ歩いていきましょう

私は深川東京モダン館でのガイド活動に開館
のころから協力させていただいております。モ

（平野一丁目・二丁目、三好一丁目・二丁目、白
河一丁目・二丁目）。

ダン館では、毎日 11 時と 14 時出発の、館を中

このエリアには、ブルーボトルコーヒー、チー

心とした１時間程度のまちあるきガイドをおこ
なっています。そのコースは、富岡八幡宮や深

ズのこえ、ワイルドシルクミュージアム、カタ

川不動をまわる基本的なものや、ご要望により

チノ製作所、アライズコーヒー、グラス・ラボ、

永代・佐賀町方面にゆくもの、牡丹・海洋大学（越

深田荘、リカシツ、ブリジェラ、フジマル醸造所、

中島）方面など、何通りかございます。初めて

深川宿本店、コシラエルなど、まわって楽しい

の方には基本的なコースをおすすめしておりま

店舗がたくさんあります。
また円珠院、浄心寺、間宮林蔵の墓、龍光院、

すが、先日リピーターの方から新しいコースの
バリエーションを考えてほしいとのご要望を

雲光院、深川江戸資料館、霊巌寺、ふれあいセ

ちょうだいいたしました。そこで私は、新たに

ンター、滝沢馬琴誕生の地、芭蕉採茶庵、深川

次のまちぶら（MACHI BRA）をご提案いたしま

閻魔堂、陽岳寺、三角公園などのお寺や史跡が

す。

ございます。

①深川不動堂 → ②高速道路下（旧油堀川）→
③和倉橋（干鰯場跡）→ ④冬木弁天（材木商屋

お時間とご興味にあわせて、これらの中から

敷跡）→ ⑤深川二中（坪井信道）→ ⑥明治小学

セレクトしてまちあるきしてはいかがでしょう

校（馬頭観音）※敷地内なので外から静かに見学→ ⑦

か。モダン館にてお待ちしております。

名倉邸（灯籠、浅野内匠頭）※個人宅なので外から静
かに見学

→ ⑧寒光寺 → ⑨木更木橋（仙台堀川）

（文

明治小学校敷地内にある馬頭観音

江東区文化観光ガイド

平野

孝夫）

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。

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

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）

Daphne odora

「深川東京モダン館だより」第52号（平成29年1月27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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のお昼休み中
の一服にどうぞ。

