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4 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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企画展

4 月 24 日 ( 水 ) ～ 5月 6日（月祝 )　
大阪の障がいを持つ人向けの美術教室
「アトリエライプハウス」の作品を展示します
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「10 連休」は全日開館　　　5月 7日（火）休館、5月 14 日（火）臨時休館

-Westerly winds from Osaka- 2019

　



4 月の催し
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それぞれ

定員50名

予約 2,500円　

当日 2,800円

共催

三遊亭圓橘

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

圓橘の会

圓朝作怪談「牡丹燈籠」その3・香箱の蓋

おりがみ！　ベーゴマ！　こどもたち、あつまれ 参加無料・予約不要 　

おりがみ： 高橋勝美さん　ベーゴマ：鈴木祥元さん教える人

主催 おきがる講座

主催 モダン館おもちゃ箱

講　師：龍澤  潤 ( 深川東京モダン館 )場　所：深川東京モダン館2階　受講料：各500円（コーヒーor紅茶つき）
定　員：各30名（要予約）　03-5639-1776 または　info@fukagawatokyo.comまで        

4 月 19 日 ( 金 ) 14 時～ 15 時半 江東区の馬頭観音 予約4月5日（金）～

予約制（4 月から各日 1 回開催に変わります）

4 月 2 日 ( 火 ) 14 時～ 15 時半 深川の料理屋 予約3月26日（火）～

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

「君のような悲しい女は初めてだ」「そんなこと言ってくれたのはあなただけよ」　アーサー・ミラーとマリリン・モンロー

区内在住の若手落語家らによる寄席

江東モダン亭

予約 2,000 円・当日 2,500 円定員 50 名

柳家喬の字ほか

圓橘一門会 4 月 6 日（土）　15 時～（開場 14時半）

　四代目三遊亭小圓朝を偲んで
三遊亭圓橘、三遊亭好太郎、三遊亭朝橘、三遊亭まん坊

4月 20 日（土）　15 時～（開場 14時半）

共催 4 月 21 日（日）　14 時半～（開場 14時）

予約4月5日（金）～

①コドモアソビ　14 ～ 16 時

4 月 13 日（土）

リトミックを取り入れた生演奏での音楽ライブ。親子で簡単な工作も。

②ふかにこファクトリー～親子ふれあいコンサート　①11 時～　②13 時～

各回 20組 ( 予約制・申込順 )　大人 700 円、子供 300 円

予約3月26日（火）～

☆工作内容☆　写真を撮ってその場でお渡し　写真の周りにシールを貼ってコラージュします

作品はお持ち帰りいただきます



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 73

（文と写真　江東区文化観光ガイド　田中　冨美子）

伊能忠敬のこと

　私が伊能忠敬について、深く興味を持つよう

になったのは、伊能測量開始 200 年にあたり、

平成 13年 10月、富岡八幡宮を拠点にして 5

日間にわたり「伊能ウォーク」が行われること

になり、私もそれに参加しようと友人三人と富

岡八幡宮の境内に集まって以来のことです。

　「五街道」ということで、毎日 15～ 17キロ

を 5日間かけてのウォーキングでした。

　初日は「東海道」の日本橋から、品川、六郷

川（多摩川の下流）を渡り、川崎まで。

　2日目の「日光街道」は千住大橋を渡り、草

加あたりまで歩きました。

　残念ながら私の参加は 2日間で終わりました

が…

　その時の実行委員会の有志の方々の手によっ

て、富岡八幡宮の境内に「大日本沿海輿地全図」

測量開始 200 年記念として、又測量に出かける

時は必ずここ富岡八幡宮に祈願してから出発し

たと云われたことにちなみ、平成 13（2001）

年 10月に伊能忠敬の銅像が建立されました。

　その後私は、佐原の記念館や忠敬の旧宅等、

ゆかりの地を訪ねたりしました。

　そして数年前、長崎県五島列島に旅行しまし

たが、そこにも忠敬は地図を残していて「エッ、

こんな所にも？」と驚きました。その時は高速

船での快適な船旅でしたが、50数年前行った時

はみんな船酔いで大変でした。200 年以上も前、

忠敬たちは小舟でどうやってこの玄界灘の荒波を

渡ったのでしょう。第 8次測量［九州西部ほか、

1811 年（文化 8年）11月 25日～ 1814 年（文

化 11年）5月 23日］は、忠敬の測量のなかでも、

一番長い 914 日にわたる旅でした。しかも測量

隊のなかで忠敬がもっともたよりにしていた坂部

貞兵衛を 20日ほどの病気で失い、追いうちをか

けるように長男景敬を亡くしているのです。

　先日、遺言によって師匠、高橋至時のお墓の隣

に眠っている東上野の源空寺を訪ねました。見覚

えのある「御用測量方」という桃太郎旗を持った

ぬいぐるみのマスコット人形が置いてあり、きれ

いなお花が供えられてありました。



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76号（平成31年4月1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。

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、缶バッジほか）

・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、

　コースター　など

深川東京モダン館

Lathyrus 
　　odoratus


