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江東 ×○○

深川東京モダン館の歴史講座

第4回

江東 × 行田

2 月 24 日（日） 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） 申込期間：2 月 15 日（金）〜
講 師 龍澤 潤（深川東京モダン館）
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※お申込みはお電話 03-5639-1776

復元された忍城の御三階櫓

または

info@fukagawatokyo.comまで

催し物の詳細は 2 面をご覧ください
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休館日
開館時間

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
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2 月の催し
第371回

共催

圓橘の会 2月23日

（土）15時〜

三遊亭圓橘

（開場14時半）

圓朝不朽の名作

怪談「牡丹燈籠」発端・湯島天神の場
予約 2,500円
主催

当日 2,800円

または

info@fukagawatokyo.comまで

2月9日（土）14時〜16時

コドモアソビ
おりがみおろう！
ベーゴマまわそう！
こどもたち、
あつまれ

主催

※お申込みはお電話 03-5639-1776

教える人

おきがる講座

おりがみ：高橋勝美さん

参加無料

ベーゴマ：鈴木祥元さん

予約制・二回開講

2 月 5 日 ( 火 ) ①13 時〜 14 時半 ②15 時〜 16 時半

深川座

※1月25日（金）から受付開始

2 月 22 日 ( 金 ) ①13 時〜 14 時半 ②15 時〜 16 時半
明治 150 年江東人物伝⑩

鹿島岩蔵と深川

場

所：深川東京モダン館2階

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 )

※2月15日（金）から受付開始

受講料：各500円（コーヒーまたは紅茶つき）
info@fukagawatokyo.comまで

3 月の催し物ご予約情報
Ⅰおきがる講座
新大橋

3 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）
予約期間：2 月 26 日（火）〜
講 師：龍澤 潤(深川東京モダン館)

Ⅱ モダン講談会

3 月 9 日（土）

14 時半〜（開場 14 時）

定員 60 名

愉しい講談をたっぷりお贈りします‼
神田 陽菜 神田 桜子 一龍斎 貞橘

―仲入り―

神田 陽子 神田 紫

予約 2,500 円・当日 2,800 円
予約期間：2 月 15 日（金）〜

Ⅲ 江東モダン亭
てづくりの寄席

3 月 10 日（日）

14 時半〜（開場 14 時）

桂 夏丸 柳家喬の字 桂小すみ

※いずれもお申込みは深川東京モダン館 お電話 03-5639-1776
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定員 50 名

予約 2,000 円・当日 2,500 円
予約期間：2 月 15 日（金）〜

または

info@fukagawatokyo.com まで

モダン館ボランティアガイドだより 71

江東区の橋についての雑感
昨年のことですが、中川船番所資料館の特別
展の案内のお手伝いをさせていただきました。
旧中川の近くに住んでいますので、江戸川区
の黒い鳥の鳴き声に追われながら川辺を歩いて
通っていました。このとき気づいたのは、人道
橋の多さでした。家の近くのふれあい橋は、戦
災で川を渡って逃げる平井の人がたくさんお亡
くなりになったので架けられたと聞いています。
大島小松川公園の旧中川に架かる虹の大橋、
もみじ大橋、さくら大橋の橋の横幅の広さには
驚ろかされます。災害が起きた時は、江東区側
の人が助かるのではと思いました。
江東区と江戸川区のつながりを感じたのは、
夏休みの特別展「昭和の暮らし展」のとき、小
松川に住んでいる小・中学生がたくさん来てく
れたことです。地域の歴史を調べるのに一番近
くて、色々と教えてくれるので良かったと喜ん
でくれました。
このとき、橋が持つ役割を実感しました。地
域の結びつきにとても大切なものなのですね。
橋については、江東区の文化財協力員の有志
の方々の勉強会「江東区を愛する会」に文化財
のことを何も知らないのに入れていただきまし
た。会では、橋について色々と取り組んでおら
れます。平成最後の年なので江東区内の橋を記
録しようとのことで、私も大横川を歩いて見ま
した。
このとき、木場公園近くの震災復興橋が昭和、
平成と力強く生き残っているのに驚きました。
会の皆様にお伺いしますと、深川にはまだたく
さん架っているとのことで安心しました。
しかし、モダン館のお手伝いをしていたとき
に、近くの御船橋の改修工事が始まったとお聞

きしました。骨組だけになってしまった無残な姿
に残念な思いをしましたが、新しい橋が少しでも
以前の面影が感じられればと思っています。
水門、橋の改修、堤防の強化の工事を着々と進
める行政の取り組みに、住み続けることができる
安心感と感謝をしています。
今、たくさんの復興橋の姿を記録することの大
切さと記憶に残していくことの必要性を感じまし
た。
もうすぐ春ですね。神社、仏閣を訪ね歩くこと
はもちろん楽しいのですが、橋の上から咲き誇る
花と水面を、ぼ〜っと眺めているのも良いのでは
ないでしょうか。
チコちゃんには叱られそうですが。

（文

江東区文化観光ガイド

青山登起雄）

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、あま酒
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）

Adonis ramosa

「深川東京モダン館だより」第74号（平成31年1月31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

