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6 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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予約 2,500円　当日 2,800円
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6月24日（土）15時～

出 演：三遊亭圓橘

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

（開場14時半）
圓橘の会

一、   五人廻し 草も木も眠るにまだ来ぬ女郎かな

おきがる講座

おきがる講座

芝浦工大
成果展示
　（～18）

コドモ
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公開講評会

一、   圓朝作 名人長二  その四 
拾う神あり 

棄てる神があれば

ご  に  ん  ま  わ 

えんちょう め い じ ん ち ょ う じ

第353回



6 月の催し
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主催

6月10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。

ベーゴマ：鈴木祥元さん

折り紙： 高橋勝美さん

6月23日（金）14 時～ 15 時半「永代通り」

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

講師　龍澤 潤（深川東京モダン館）

6月6日（火）14 時～ 15 時半「深川の出開帳」

教える人

再

コドモアソビ

芝浦工業大学共催

芝浦工業大学建築学科の学生が設計演習などの
授業を通じて佐賀・福住地域のまちについて提
案します。

6 月 10 日 ( 土 ) ～ 18( 日 )　

観覧無料

設計演習・ゼミナール作品展

学生発表会・公開講評会
6月 17 日 ( 土 )14 時～ 16 時

内容：学生の発表、教員と市民からの講評等

定員 30 名
参加無料

参加無料 　

Salon de ふかがわ

で が い ち ょ う

　※12 日（月）休館日　※最終日 16 時まで



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 54

（文　江東区文化観光ガイド　塩山　正明）

坂無い街ですが満開です。

　五月初旬の亀戸は亀戸天神の「藤まつり」、五
日の香取神社の「勝矢祭」と多くのお客様で賑
わいました。江東区文化観光ガイドの面々も駅
前にて、案内所を設け活躍しました。揃いの半
纏で存在感も著しく、ご好評を得ているようで
す。
　そのようなガイド事情も、機器の発達により
大幅に変わりつつあります。イヤホンマイクの
導入により小集団を静かにご案内する。資料は
タブレット端末を利用して、拡大・カラー化で
お客様に紹介する。江東区ではガイドポイント
で、「過去このようであったろう姿を映し出す」
拡張現実の実証実験も始まっています。スマホ
を始めとする多言語翻訳機能の進歩により、外
国語が苦手なガイドも多くの外国人と接する日
も近そうです。
　一方、ご案内の内容はガイド自身に委ねられ
ています。今は私自身、どのような形でガイド
を行うかを探っている段階です。江東区に在住
して、半世紀が経ちました。自分の街を人に話
せるようになりたい。ガイドを希望した理由で
す。養成講座を経た、知識の習得のみの付焼刃
で臨んだご案内は、恥じ入るものでした。経験
とお客様の要望に応えられる引出しを持つこと
が必要とされています。
　「習うより慣れよ」といったところでしょうか。
博物館のような一律の音声ガイドも在りますが、
街歩きはガイドのパーソナリティーの独擅場の
ようです。旅行社のガイドには噺家の方々がい
ます。案内用に台本を作るのでしょう。この辺
りから少し真似をするつもりです。面白い話は

苦手です。スポットでの其々の案内を何かで紐
付けられたら、物語性のあるガイドが生まれる
と感じています。江東区の成立ち、地名の由来
といった辺りでしょうか。「お客様を少しでも飽
きさせない。五分前の話と今の説明の合点が行
く」そのようなご案内が出来ればと考えます。
反省を踏まえて、先ずはチャレンジでしょうか。
大胆な思いで、少し不安です。
　お客様の満足度はガイドの対応に現れるよう
です。お持て成しですね。「アプリの中で各々の
ガイドが登場する。ダウンロードすると、ご案
内を開始して、お客様一人で街歩きが可能にな
る。」このような時勢が近づいているのかもしれ
ません。ガイドの在り様も囁かれるのでしょう。
それでもお客様の要望は、対面ガイドの心配り
でしょう。ガイドの側からすると「歓迎」です。
モダン館にお越しください。お待ちしておりま
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56号（平成29年5月26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。

ガイドブック・お土産品 喫茶にちよう

Nelumbo nucifera

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～

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


