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7 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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歴史講座

深川東京モダン館の歴史講座

江東区は、江戸時代から大名屋敷や商人の倉庫が集積し、全国各地の

「ひと」「もの」が行き来していました。この講座は、江東区域とつな

がりのある地域を取り上げ、「ひと」「もの」のつながりを見ていくと

ともに、その地域を紹介していく講座です。

7 月 16 日（月祝）　14 時～ 15 時半

参加費　1,000円（資料・おみやげ代）

定  員  30名（予約・先着順）　
講  師　龍澤 潤（深川東京モダン館）

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

申込期間：7月 5日（木）～　

江東 ×○○

第 1 回　江東 × 土浦



7 月の催し
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明治150年江東人物伝④

主催

両日とも  料 金　500円（1ドリンク付）
          予約不要・定員30名（受付13時から）

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

 S  a  l  o  n    d  e    ふ  か  が  わ　

講師　龍澤 潤　（深川東京モダン館）

7月3日（火）14 時～ 15 時半　霊巌寺と浄心寺 再

共催

伊達千広と陸奥宗光
7月27日（金）14 時～ 15 時半　

第365回圓橘の会
三遊亭圓橘

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

 予約 2,500 円・当日 2,800 円

7 月 28 日（土）　15時～（開場 14時半）

圓朝作 塩原多助一代記

7月21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！
こどもたちあつまれ！

参加無料 　
ベーゴマ：鈴木祥元さん
折り紙： 高橋勝美さん

教える人

コドモアソビ主催

主催 ふかにこファクトリー
大型デジタル紙芝居と生演奏
親子で一緒に楽しめる簡単な作品をつくります

7月 21 日（土）　①11 時～②13 時～

親子 1組 1000 円（大人 1名・子ども 1名）

追加大人 1名 700 円　子ども 1名 300 円

※各回子供20人まで(申込順)　対象年齢0歳～小学生まで
申込期間：7月 5日（木）～　

メール → fukanikoyoyaku@gmail.com 　お電話 → 03-5639-1776

★参加アーティスト★
シンガーソングライター YUKKIY
イラストレーター Reap 　　and more...

夫婦守倹家益富
ふうふけんをまもっていえますますとむ

大団円の章
だい  だん  えん



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 66

（文　江東区文化観光ガイド　吉川　彰平）

お祭り好きの原点
　子供のころから、お祭りが大好きである。　
去年も、その 3年前も、深川神輿を担いだ。
　2年後の 2020 年の東京オリンピックの年は
78歳になっているが、多分出るつもりでいて、
出るからには神輿を担ぐつもりでいる（一緒に
出る祭り大好きな友達夫婦との約束）。
　江戸っ子はお祭り好きと言われるが、私は九
州生まれの博多っ子である。博多は豊臣秀吉が
朝鮮出兵で訪れた際に作った商人の街である。
　博多っ子も江戸っ子に負けずお祭りが好きで
ある。子供のころから、5月の「博多どんたく」
の「松囃子」で「祝言」を唄いながら、太鼓を
叩いて街を練り歩いた。今はガイドでなかなか
説明が覚えきれず苦労しているのに、70年前の
「祝言」の 1番はいまでもすらすら口ずさむこと
が出来る。
　「博多どんたく」と並んで、7月に行われる「博
多祇園山笠」も夏祭りとして「博多っ子」の血
を沸かせる祭りである。鎌倉時代の疫病退散の
祈祷を発祥とする 700 年以上の伝統を持つ。
　重さ 1トンの山笠（神輿）の前後に大人 2名
（氏神様である櫛田神社の清道入りのときは 6
人）を乗せて担いで走る、7つの街の山笠のタ
イムレースである。

　夏の暑さの中で行われる為、深川祭りと同じく
沿道から盛んにバケツやホースで水をかける「水
掛け祭り」である。神輿の多さ、華麗さは「深川
祭り」に一歩譲るとしても、勇壮さ、男くささは
多分深川祭りを上回る女人禁制の男の祭りである
（もっとも裏方は女性がしっかり支えている）。私
も子供の頃から、褌の締め込み、はっぴ姿で大人
に交じって走りまわっていた。
　深川祭りに参加するようになったのも、原点は
子供のころから身についた祭り好きにある。私の
住んでいる木場 5丁目は、去年の深川祭りでク
ジ運良く 1番神輿を引き当てた。
　なんでも 159 年に 1回の僥倖（神輿 53基×3
年＝159）とかで、木場 5丁目は大変な盛り上が
りであった。深川に住んで 16年、「博多っ子」
はいまやすっかり「深川っ子」である。



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(20㎡)

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(80㎡)

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68号（平成30年6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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※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
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～

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

（マスコット、シールほか）

・江東区の名所を描いた絵

  はがき(水彩・切絵・写真)

・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、

　コースター　など

深川東京モダン館

Paederia 
　scandens


