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江東 ×○○

深川東京モダン館の歴史講座

第2回

江東 × 佐倉

10 月 8 日（月祝） 14 時〜 15 時半
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。

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）
旧堀田邸(国重文)
申込期間：9 月 25 日（火）〜 ※お申込みはお電話 03-5639-1776 または info@fukagawatokyo.comまで

10 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
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10 月の催し
共催

第368回

圓橘の会

10月27日（土）15時～ （開場14時半）

三遊亭圓橘
谷崎潤一郎作 お国と五平−恋の逃避行−
予約 2,500円

当日 2,800円
※お申込みはお電話 03-5639-1776

S a l o n

主催

d e

または

info@fukagawatokyo.comまで

ふ か が わ

おきがる講座

予約制・二回開講

10 月 2 日 ( 火 ) ①13 時〜 14 時半 ②15 時〜 16 時半
ほった

まさとも

堀田正倫
場

※9月25日（火）から受付開始
再
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

所：深川東京モダン館2階

受講料：各500円（コーヒーまたは紅茶つき）

主催

定

員：各30名（要予約） 03-5639-1776 または

講

師：龍澤 潤 ( 深川東京モダン館 )

info@fukagawatokyo.comまで

その後の年内の開催日：11月30日
（金）、12月4日
（火）

コドモアソビ
10月6日
（土）14時〜16時

参加無料

おりがみおろう！
ベーゴマまわそう！
こどもたち、
あつまれ
教える人

おりがみ：高橋勝美さん
ベーゴマ：鈴木祥元さん
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モダン館ボランティアガイドだより 68

遠ーい昔の記憶
非常に頑丈な出来に仕上がったそうです。よーく

昭和 14 年、母方の実家が本所で鶏肉屋を営

見ないと判りづらいですが、現在も塀の一部が

んでおりました関係で、ここで出生しました。

コーナンと印刷会社の間に残っているのを見るこ

二歳の時、父の仕事の関係で中国に渡り、終

とができます。

戦の翌年引揚げてきました。鹿児島港に上陸し

現場は堀を囲むように蔵が建っていました（版

ましたが、この年妻が鹿児島で産声をあげてお

画参照）。この堀はなかなか深く、大正時代に荷

り、何と奇しき因縁を感じますネ。

馬車の馬が何度か堀に落ちたことがあったそうで

高校を卒業と同時に、帝国倉庫に入社しまし

す。

た。当社は三井銀行系列ですが、創業時（明治

堀と言えば、堀にかかる橋を使った映画の撮影

40 年）は国立第十五銀行という旧華族の財産保
護と維持のため創られた会社で、初代社長は園

を想い出しました。「探偵多羅尾伴内シリーズ」

田孝吉男爵が銀行頭取と兼務したという同行直

片岡千恵蔵主演でした。私もチョイ役で出ました

属の機関倉庫です。

が、映画にはうつっていませんでした。
深川・亀住町といえば、日本映画の至宝といわ

入社後最初に配属されたのが亀住町（現深川

れ世界的な巨匠として名高い小津安二郎監督の生

一丁目・コーナンや深川住宅のある場所）でした。

誕の地ですからご縁があります。

戦後 13 年経過していましたが、36 棟ある蔵

何？

の三割は屋根が破壊されたままの状態でした。

多羅尾伴内と小津安二郎とじゃーレベル

が違いすぎじゃネーカですって？！

この蔵は、東京駅の設計も手がけた妻木博士

失礼。

ガイド歴 2 年、深川という地区を再認識し始

の設計・施工で、壁が手打煉瓦で一枚半積みで

めました。

ある上に、一日二尺以上は積ませなかったため、

（文

『60 年のしるべ―帝国倉庫運輸 ( 株 ) 創立 60 周年記念誌』1967 年、24 頁より

江東区文化観光ガイド

緑川

憲治）

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(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
※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
（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 もくレース
深川めしの素、
ちくま味噌、力士みそ
コースター 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）

Crocus sativus
「深川東京モダン館だより」第71号（平成30年9月28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」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。
深川東京モダン館

