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

企画展示

門前仲町

江戸から現在、 まちのにぎわい

11月7日(火)～23日(木・祝)

※モダン館は13・20日（月）休館日

入場無料

会場 （複数同時開催）
富岡八幡宮 境内休憩所
成田山東京別院（深川不動堂 境内）
深川東京モダン館
詳しくは 2 面をご覧ください

11 月のカレンダー
月

火

東都深川富ヶ岡八幡宮境内全図（国立国会図書館所蔵）

催し物の詳細は 2 面をご覧ください
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お不動さま寄席開催日
会場：深川不動堂境内

休館日
開館時間

25
落語会

休館日

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

1

11 月の催し
共催

企画展示

門前仲町

11月7日(火)～23日(木・祝)

江戸から現在、 まちのにぎわい

※モダン館は13・20日（月）休館日

江戸 ・ 東京屈指のパワースポット 「門前仲町」
「もんなか」の歴史とその魅力を、まちあるきとともにご堪能ください

入場無料

展示会場：富岡八幡宮 境内休憩所 / 成田山東京別院（深川不動堂 境内）
（複数同時開催）
深川東京モダン館 2 階多目的スペース
主催：深川観光協会 深川東京モダン館
共催：深川門前仲町景観まちづくりの会
協力：富岡八幡宮・深川不動堂・深川仲町商店街振興組合

お不動さま寄席

関連イベント

会場：深川不動堂 境内
入場：無料（投げ銭歓迎）

11/11（土） 12：00 〜 12：40 ／ 14：00 〜 14：40
神田紫・神田陽子・三遊亭歌扇
11/19（日） 12：00 〜 12：40 ／ 14：00 〜 14：40
神田紫・桂夏丸・林家喬の字
11/23（木祝） 12：00 〜 12：40 ／ 14：00 〜 14：40
神田陽子・桂夏丸・林家あんこ
共催

第358回

圓橘の会

出演：三遊亭圓橘
一、さんま火事

11月25日（土）15時～ （開場14時半）

予約 2,500 円・当日 2,800 円

秋の味覚は本年は不漁

みさおくらべおんながっこう

一、圓朝作 操競女学校
※お申込みはお電話 03-5639-1776

主催

コドモアソビ

江戸時代のウーマンリブ

または

info@fukagawatokyo.comまで

11月11日
（土）14時〜16時

ベーゴマまわそう！
おりがみをおってみよう！
ちびっこたちあつまれ！
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教える人

ベーゴマ：鈴木祥元さん
折り紙：高橋勝美さん

参加無料

モダン館ボランティアガイドだより 59

江東区へようこそ！
「モダン館だより」をご覧になった皆様、はじめま

案の定、移民として育った私は、生まれ・育った

して。江東区文化観光ガイドの新井康友です。江東

江東区に対する愛着だけは持ちつつ、ほとんど区の

区歴は長く、牡丹で生まれ、幼少時に南砂に引越し、

ことを知らない自覚がありました。かと言って、知

江東区立第四砂町小学校に入学。その後、江東区立

る術もなく過ごしていたところ、江東区文化観光ガ

明治小学校へ転校・卒業後、江東区立深川第二中学

イド講座のことを知り、「区のことを知る良い機会

校を卒業した、江東区生まれの江東区育ち、現在も

だ！」と勢いで申込。ガイドになることは全く考え

東陽に住み、深川で自営業をしています。

ていなかったですが、周りの方達に恵まれ、現在、

とはいえ、先祖代々の江東区民ではなく、移民（正

モダン館ボランティアに携わる機会をいただいてい

確な言葉ではなく、「例え」です）2 世です。江東区

ます。

は、今も昔も歴史的に移民社会。「深川」の地名の由

モダン館では予想できないことが起こります。私

来となった深川八郎右衛門は摂津国から、映画化さ

が全く知らないお店のことを尋ねられることは、残

れた「あかね空」の主人公の豆腐屋も、京からの移

念ながら常ですが（最近、特に清澄白河中心に知ら

民です。私が生まれた昭和 51 年、江東区の人口は

ない店が増加中です）、その日の午後に深川から実家

約 35 万人、面積は 31.69 ㎡、そして平成 29 年は人

のある大阪に戻る予定の娘さんが、最後に東京に遊

口約 50 万人、面積は 40.16 ㎡。生活できる場所が

びに来ているお母さんを案内したい、と訪れた時は、

開発され増えれば、人が居を求めてやってきます。

とてもほっこりしました。いずれにしても、広い日本、

市場問題はさておき、豊洲を中心とする臨海地域の

海外にも行けるのに、敢えてモダン館を選んでくだ

開発は今後も続きますし、現在、中央防波堤の帰属

さった方達には、江東区にまた来たいという想いを

を巡る大田区との調停の結果を受けて、面積は大き

胸に戻っていただきたいと思っています。お時間の

く増加する可能性も有ります。いつまで続くかわか

ある方は、是非、モダン館に遊びにいらしてくださ

りませんが、埋立てとそれに伴う移民の受け入れは、

い！

江東区の歴史的特色で、下町情緒の礎となっている
ように感じます。

深川歩きにお勧めのお土産は、深川江戸資料館（モダン館では
残念ながら販売していません）で販売している「切絵図ハンカ
チ（500 円税込）」です。深川歩きの楽しみ倍増です。

（文

江東区文化観光ガイド

新井

康友）

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

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

会議室

※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。

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。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～14時
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）

Acer saccharum
「深川東京モダン館だより」第60号（平成29年10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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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
のお昼休み中
の一服にどうぞ。

