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ゴールデンウィーク企画展

寄席演芸家似顔絵展2
4月24日
（火）〜5月6日
（日）※5月1日（火）休館日
10時〜18時 ※金・土は19時まで ※4/24は13時から、5/6は16時まで
※無料
似顔絵師のちばけいすけさん、佐々木知子さんが描いた東京の寄席に
出演している落語家、講談師、色物などの寄席演芸家の似顔絵を展示します。
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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
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4 月の催し
共催

第362回

圓橘の会 4月21日（土）15時～

（開場14時半）
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危急を救うて角右初めて其の子に名いう
予約 2,500円

当日 2,800円

※お申込みはお電話 03-5639-1776

または

info@fukagawatokyo.comまで

共催 さくらまつり関連企画

企画展

アウトサイダーアートの方向
Westerly winds from Osaka
3 月 27 日 ( 火 ) 〜 4 月 8 日（日 )

※4 月 2 日（月）は休館日

無料

大阪の障がい者生活介護事業所「アトリエライプハウス」の作家たちによる作品を展示します

主催

コドモアソビ

主催

S a l o n

おきがる講座

4月10日
（火）14 時〜 15 時半「関口安五郎」再
4月20日
（金）14 時〜 15 時半

ベーゴマまわそう！ おりがみおろう！
みんなあつまろう！

「明治150年江東人物伝②加瀬忠次郎とヨード製造」
講師

ベーゴマ：鈴木祥元さん
折り紙：高橋勝美さん

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

4月14日
（土）14時〜16時

教える人

d e

龍澤 潤（深川東京モダン館）

両日とも

参加無料

料 金500円（1ドリンク付）
予約不要・定員30名

第 14 回お江戸深川さくらまつり
3 月 24 日（土）～ 4 月 11 日（水）
※各土日（3/24・25・31、4/1・7・8）は石島橋の上がお花見カフェに
※和船操船日は各土日（3/24・25・31、4/1・7・8）及び 4/4（水）・11（水）
まつりに関するお問わせは

深川観光協会

船に関するお問い合わせは

NPO 法人江東区の水辺に親しむ会
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℡03-3643-0114
℡03-5639-2818

モダン館ボランティアガイドだより 63

AR と街歩きガイド
上手に GP でタブレットを目標の地点に向けても古
写真が現れません。そこで禁じ手の登場です。タブ
レット画面の特定の場所をクリックすると古写真を
登場させるという裏技を使いました。これは勉強中
の我々にとっては、止むを得ないと自ら納得させま
した。
次回（来年度）からは、お客様の人数を 5 人以上
にふやしてチャレンジしようと考えています。まだ
まだタブレット操作におたおたしている我々ガイド
ですが、この新しいガイド手法を何とか会得しよう
と頑張っています。
現在のガイドは、タブレットの代わりに図や写真
を見せて解説の補完を行っています。天気の良い日
だとタブレットは見えにくくなるという弱点はあり
ますが、工夫しだいです。さらに、お客様にタブレッ
ト操作をしていただくと大変興味を持ってチャレン
ジしておられました。
AR アプリを活用した
街歩きガイドをして感じ
たことは、タブレットも
所詮道具のひとつです。
大学の方々も言っていま
したが、街歩きガイドは
ガイドの「説明（しゃべ
り）」の方が重要とのこ
とです。また、お客様が、
GP でスマホを検索すれ
ば、説明板以上の解説が
たちどころに現れます。
この様な時代では、以上
に述べて来たことや、タ
ブレット等の手法も取り
入れたガイドを目指す時
期にきているように感じ
られます。

江東区文化観光ガイドの会は、東京大学、法政
大学の研究室から提案のあったタブレットを利用
して、「AR・Augmented Reality 拡張現実」を用
いた街歩きガイドを実験的に始めて 2 年となりま
す。
そこで、AR と街歩きについて報告したいと思い
ます。まず、AR の拡張現実とは、現実の世界で人
が感知できる情報に、「別の情報」を加え、現実を
「拡張」表現する技術・手法です。AR を用いて出
来ることの代表は、あの世間を騒がした「ポケモ
ン GO」です。位置情報を使って、スマートフオ
ンの中で現実の風景とポケモンを一緒に映し出す
ことで、その場にポケモンが登場したように感じ
るアプリです。
今回の我々街歩きでは、位置情報でなく現実に
存在する物を認識（物体認識）して、そこへ別の
情報を重ね合わせて実現するというアプリです。
ガイドポイント（以下 GP）の古写真をタブレット
に取り込み、その地点と同じ場所でタブレットを
合わせると、その古写真がタブレットに映しださ
れます。当初は、ただ単に現在との比較だけでし
たが、アプリの手法の開発で、古写真が航空写真
であれば、グーグルの GPS 機能を利用し、地上か
ら徐々に航空写真につなげる仕掛けになるとか、
連続的写真なら、動くように演出する、また、一
つの写真を分割して提示するなど色々進化してい
ます。切絵図、浮世絵なども取り込み可能です。
2017 年 11 月の AR ツアーで 6 回目を迎えました。
ガイドとタブレット担当と二人体制でツアーを実
施してきましたが、やっと一人でガイドとタブレッ
トを操作するツアーにチャレンジしました。
お客様は 1 組 3 名です。ガイドとタブレット担当
合わせて 2 名と 3 名のお客様です。贅沢なツアー
です。ただし関係者の見物人がそれ以上参加して
いました。
お恥ずかしい話ですがこの年（60 歳代後半以上）
になるとタブレット操作自体が大変な作業です。

（文

江東区文化観光ガイド

市川

信五）

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。
・『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、
甘酒（冬季限定）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～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） Matteuccia

struthiopteris

「深川東京モダン館だより」第65号（平成30年4月3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
トコーヒーの「小樽」と「ベイキャ
メル」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。

