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圓橘一門会
三遊亭圓朝忌

8 月 11 日（日）

15 時〜（開場 14 時半）

-8月11日は圓朝の祥月命日-

三遊亭ぽん太 三遊亭楽麻呂 三遊亭圓橘
8 月 31 日（土）

圓橘の会
三遊亭圓橘

15 時〜（開場 14 時半）

圓朝作 怪談「牡丹燈籠」

その七・栗橋宿 理由があるから嫉妬するのではなく嫉妬深いから嫉妬する ― シェイクスピア『オセロ』より
その八・関口屋ゆすり 世間なんて気苦労して買うほどのものじゃないぜ ― シェイクスピア『ヴェニスの商人』より
各日
※上記いずれもご予約は
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催し物の詳細は 2 面をご覧ください
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26
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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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8 月の催し
共催

江東区域とゆかりのある地域をとりあげ
そのつながりを紹介する講座

歴史講座⑦ 江東×南房総
8 月 12 日 ( 月祝 ) 14 時〜 15 時半

予約8月6日（火）～

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)
主催

おきがる講座

8 月 6 日 ( 火 ) 14 時〜 15 時半
永代通り 予約7月25日（木）～
8 月 30 日 ( 金 ) 14 時〜 15 時半
渋沢栄一と深川区政
予約8月15日（木）～
受講料：各日500円（コーヒー又は紅茶つき）
定員：各日30名（要予約）
講師：龍澤 潤(深川東京モダン館)

主催

渋沢栄一

こどもむけイベント

モダン館おもちゃ箱
8月10日
（土）14時〜16時
参加無料
予約不要

教える人 おりがみ：高橋 勝美さん
ベーゴマ：鈴木 祥元さん

9 月の催し物ご予約情報
江東モダン亭 9 月 1 日 ( 日 ) 14 時半〜（開場 14 時）
鶏声落語会 2

林家あんこ

三遊亭吉馬

予約・当日 1,500 円

おきがる講座

予約8月6日（火）～

9 月 3 日 ( 火 ) 14 時〜 15 時半

定員 50 名

名所案内記にみる深川
予約8月25日（日）～

受講料：500円（コーヒーor紅茶つき） 定員：30名（要予約） 講師：龍澤 潤(深川東京モダン館)

※上記いずれもご予約は

お電話 03-5639-1776
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または

info@fukagawatokyo.comまで

モダン館ボランティアガイドだより 77

豊洲にマグロがやって来た！！
豊洲市場は、青果棟、水産仲卸棟、水産卸売棟、
管理棟からなる敷地面積約 40 ㌶で、築地市場の
1.7 倍、東京ドーム 8 個分です。総施設棟の面積
では４倍。
築地市場と大きな違いは、外気を遮断する閉鎖
型で温度管理等、品質管理が保てられ、新たに加
工パッケージ施設も併設されました。常設の見学
者コースも設けられ、競りの見学、プロ御用達の
物販、飲食店舗も利用できます。紆余曲折の千客
万来施設は 2023 年開業となりましたが、それま
での繋ぎとして、新たに来年 1 月、飲食・物販店
舗などからなる集客施設を開業すると発表されま
した。
豊洲は 80 年越しの五輪開催。次は万博実現を！
その前に、深川東京モダン館ではマグロの解体
ショーかな・・・

築地市場が 83 年の幕を閉じ、2018 年 10 月
11 日 江東区・豊洲市場が OPEN しました。
今でこそ豊洲は商業施設、高層マンション、コ
ンビニ１号店もある地名通りの豊かな地になりま
したが、豊洲も昭和初期頃より埋立が始まった地
域です。
当時、東京の財政も苦しく開発資金調達の打開
策として、晴海・豊洲地域を利用し、1940 年に
東京五輪と万博、同時開催を目指しましたが、当
時の情勢影響で東京五輪は中止、晴海・豊洲万博
は延期と計画は流れました（万博会場正門＝豊洲
交差点辺り、勝鬨橋＝都心部からの玄関口）。
先行販売された万博入場券は延期とされた為、
その後の万博でも有効と大阪・愛知万博にも入場
券として利用できました。
豊洲市場地域（豊洲６丁目）に埋立が進んだの
は、都心に近い場所に横浜と同じ国際港の大型船
舶埠頭建設を目指し、1948 年頃より開始された
埋め立て地は、開発総面積約 110 ㌶に及びます。
（豊洲埠頭前信号の坂道が内堤防の場所で、その
先が新しく埋立られました。樹木が茂った細長い
緑の島は、東京湾を守る旧外堤防です。）
豊洲市場が出来た場所は、火力発電所、石炭置
場、東京ガス、鉄道（とよす号・45 両編成）も
引かれた一大エネルギー基地でした。

水産卸売場棟

豊洲市場

水産卸売場棟

国産クロマグロ

築地市場で取引された最大級のサイズ
重さ：496kg 長さ：2.88ｍ 胴回り：2.36ｍ
1986年4月に漁獲・水揚げされたのち築地市場へ出荷された

（文と写真

はらぺこガイド

華山康造）

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

ワ ケ

理由あって、モダン館！

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。
※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。

多目的スペース(80㎡)

「アイドルマスター SideM」のスピンオフアニメ
「アイドルマスター SideM 理由あってMini!」の
アイドルラッピングポスターが
深川東京モダン館に帰ってきます！

第Ⅳ期

＜展示ユニット＞
S.E.M.・F-LAGS・Legenders

主催
深川東京モダン館（深川観光協会）
一般社団法人 江東区観光協会
ⒸBNEI/WakeMini

会議室(20㎡)

百圓珈琲

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
（ぬいぐるみ、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、甘酒
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）

Lagenaria
siceraria
var. hispida
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7月17日
（水）〜8月18日
（日）

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。
深川東京モダン館

