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1

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）

深川東京 fukagawa tokyo modankan newsfukagawa tokyo modankan news
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新春落語会 江戸独楽
（～14）平成 31 年
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その他の催し物の詳細は
2面をご覧ください

第370回 圓橘の会

演 目

12月22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 ※それぞれ　予約2,500 円 当日2,800 円

（開場14時半）

太宰 治 原作『新釈諸国噺』

 　「赤い太鼓」大岡政談風に

共催 新春圓橘一門会
1月2日（水）・3日（木）

2日　まん坊、朝橘、萬橘、小圓朝、圓橘
3日　まん坊、萬橘、小圓朝、圓橘

16時～

30 おきがる講座

講談会 モダン亭

秋保イベント 秋保イベント秋保イベント

臨時休館日

31

コドモアソビ

コドモアソビ

臨時休館日

モダン館だより

（開場15時半）



立体講談あり

「おんなたちの忠臣蔵」　

赤穂義士伝特集 !!

平成 30 年 12 月・31 年 1月の催し
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共催

12月1日（土）
1月26日（土）

深川の屋敷講座 主催

ベーゴマ：鈴木祥元さん
おりがみ：高橋勝美さん
わゴムてっぽう：鈴木康允さん　　　　　　

ベーゴマ、おりがみ、わごむてっぽう
ちびっこたちあつまれ！！

14時～16時

コドモアソビ

第19回

モダン講談会
共催

予約 2,500円 当日 2,800円

12月8日（土）14時半～ （開場14時）

予約期間　11 月 25 日（日）～
定員 60 名に達し次第受付終了

神田 陽菜　　神田 ひとみ
神田 桜子　　
神田 紫　　　神田 陽子
　　　―仲入り―
神田 京子
立体講談- 南部坂雪の別れ

※予約　電話 03-5639-1776 または　info@fukagawatokyo.com 

2 月の催し物　ご予約情報

参加無料

江東区ゆかりの若手落語家ら
によるてづくりの演芸会

三遊亭歌扇
林家あんこ
雷門音助

江東モダン亭
共催

12月9日（日）14時半～

予約期間　11 月 25 日（日）～
定員 50 名に達し次第受付終了

予約 2,000円 当日 2,500円

共催 仙台・秋保 × 深川

1 月 18 日（金）16 時～ 19 時
1月 19 日（土）10 時～ 19 時
1月 20 日（日）10 時～ 16 時

仙台・秋保温泉郷の魅力
を味わう交流イベント
秋保ワイナリー・深川ワイナリー
フジマル醸造所の飲み比べ 100 円ほか

（開場14時）

後援：一般社団法人日本講談普及協会・日本講談協会

江東区域とゆかりのある地域を
とりあげる講座

江東×宇都宮

受講料：1000円（お土産代込）　
定員：30名（要予約）　
講　師：龍澤  潤(深川東京モダン館)

12月2日(日）14時～15時半

主催

1月4日(金)～14日(月) 

観覧無料

江戸独楽職人・広井政昭氏が平成26年に深川仲町通り
商店街スタンプラリーイベントとして制作した
からくり独楽他を紹介します

※わごむてっぽうは12月1日のみ

おきがる講座 2 月 5 日 ( 火 ) ①13 時～ 14 時半  ②15 時～ 16 時半
受講料：各500円（コーヒーまたは紅茶つき）　定員：各30名（要予約）　
講　師：龍澤  潤(深川東京モダン館) 予約期間：1月 25 日（金）～　

主催 おきがる講座

場　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）
定　員：各30名（要予約）
講　師：龍澤  潤(深川東京モダン館)　
03-5639-1776 または　info@fukagawatokyo.comまで        

1 月 25 日 ( 金 ) 明治 150 年江東人物伝⑨　
赤松則良と近代造船業

予約制・二回開講

予約期間：1月 16 日（水）～　

深川仲町通り商店街×広井政昭

※7日（月）休館

両日とも①13 時～ 14 時半  ②15 時～ 16 時半

12 月 4日 ( 火 )　清洲橋 
予約期間：11 月 15 日（木）～　

03-5639-1776 または　
info@fukagawatokyo.comまで 

「深川座」
03-5639-1776 または　info@fukagawatokyo.comまで        

会場：深川東京モダン館1階

江戸独楽 ミニ展示



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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（文　江東区文化観光ガイド　福井　紀宏）

木場公園周辺の橋

　本ガイドだよりの№⑯「要橋に導かれて文化観光ガ
イドに」へ投稿から５年経過し、再登場となりました。
現在もガイドは継続中で、心構えとして “歴史に学ぶ”
と“一期一会”を大切にしています。今回は前回の「木
場」が、肌感で一般の方の関心・興味の面から消え
掛けている現状を寂しく思い、橋の話題を継続しま
した。
　元禄 16年 (1703) に誕生した木場町 ( 同時に扇町、
茂森町 ) は、昭和 50年頃新木場に移転し約 270 年
間の役割を終え、平成 4年に木場公園に変身し周辺
にはマンションが建ち並ぶ風景になっています。誕
生の歴史は永代島 ( 富岡八幡宮 ) 東岸の深川永代浦と
呼ばれた浅瀬の埋立で元禄 11年 (1698) 深川築地
15万坪が造成され、内 9万坪が材木商に払い下げら
れて堀、堀川の整備、橋も架橋し巨大市場となり、
都形成に貢献しました。
　「御符内備考」の木場には、自分橋である要橋ら多
数と、公儀橋は大横川の平野橋、平久川の潮見橋 ( 汐
見橋 ) の記載があります。
　江戸時代に作成された「深川浄心寺辺ノ図」からは、
現存する築島橋 ( 島田町より木場町へ通る橋 )、金岡
橋 ( 入舟町より木場町 )、平野橋 ( 入舟町より洲崎原 )
が読み取れます。

　「木場名所図絵」には、現存しない金岡橋の解説に
富岡門前町より汐見橋を渡り入舟町から木場への関
門とあり、入船町より平久町へ架せる平野橋は明治
7年までは富士見橋と称し富岳の勇姿を眺め得たと
あります。

　震災後の昭和 12年 (1937) 図では、汐見橋の道路
が整備され都電が通り、旧大島川東支線 ( 現木場親水
公園 ) に存在していた金岡橋が消え別名の舟木橋が架
設されています。現在は舟木橋も現存せず史跡表示
はありますが触れられていないのは残念。歴史変遷
を理解する折、災害 ( 震災、終戦 ) や社会変革による
区画整理や住居表示変更 ( 例えば木場はそれまで 4
丁目まででしたが、永代通り南方に新たに木場 1丁
目と 6丁目が誕生しました。従来の 1丁目は 2丁目
になりました！ ) が有り障害になるのですが、河川や
橋は変動が少なく目印になります。

　江東区域の概略橋数は、震災復興橋梁 ( 江東区文化
財研究紀要・第 17 号 ) の約 220 橋梁後、“木場公園
に消えた橋” (「こうとう文化財まっぷ」) となり、歴
史探索での標示には木場公園、木場親水公園、要橋、
木場橋、築島橋、繁栄稲荷等が有る程度です。

モダン館ボランティアガイドだより  70

昭和 12 年 (1937)
深川区詳細図 ( 部分 )

深川浄心寺辺ノ図 ( 部分 )



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73号（平成30年11月30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「小樽珈房」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。

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。
・『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、あま酒
　コースター　など

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～

Aloe※臨時休館：年末年始（12月27～1月1日）


