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3 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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新型肺炎（コロナウィルス）の急激な感染拡大防止の為
当館主催・共催の以下のイベントを中止いたします。

おしらせ

3 月 1 日（日）　  江東モダン亭
3 月 10 日（火）　おきがる講座
3 月 14 日（土）　モダン館おもちゃ箱（ふかにこファクトリー・コドモアソビ）
3 月 15 日（日）　歴史講座　江東 × 徳島

3月下旬や4月開催予定のイベントにつきましても、感染拡大の状況によっては
中止する場合があります。
その際は当館WEBサイト・SNSでお知らせいたします。



3 月の催し
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共催

（開場14時半）
圓橘の会第382回

4 月の催し物ご予約情報

おきがる講座

明治150年江東人物伝①宇都宮三郎とセメント業
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)

※3月25日（水）から受付開始

4 月 4 日 ( 土 ) 14 時半モダン講談会

♬春がき～た～、春がき～た～♪春爛漫！　モダン講談会も花盛り‼
神田 陽子　神田 紫  一龍斎 貞橘　神田 ひとみ　神田 桜子　神田 陽菜　神田 子太郎

※未就学児の膝上鑑賞無料（現在、年齢による入場制限をしておりませんが、泣かれたり声をあげたりされるような場合は客席からご退場いただくようお願いしております）

定員：60名（要予約）  　全席自由席 

※上記いずれもご予約は　お電話 03-5639-1776　または　info@fukagawatokyo.comまで

4 月 7 日 ( 火 ) 14 時～ 15 時半

（開場 14時）

予約・当日とも 一般：3,000円　小～高校生：1500 円

※3月5日（木）から受付開始

江東区ゆかりの若手落語家らによるてづくりの演芸会

江東モダン亭共催

3月29日（日）14時半～（開場14時）

予約・当日 各1500円

笑えればええねん落語会
　雷門　音助　　柳亭　明楽

※3月5日（木）から受付開始

4月以降のイベントにつきましても、新型肺炎（コロナウィルス）感染拡大の状況によっては
中止する場合があります。
その際は当館WEBサイト・SNSでお知らせいたします。

3月下旬のイベントにつきましても、新型肺炎（コロナウィルス）感染拡大の状況によっては
中止する場合があります。
その際は当館WEBサイト・SNSでお知らせいたします。

各定員 50 名に達し次第受付終了

予約 2,500円　当日 2,800円

三遊亭圓橘
圓朝作「業平文治漂流奇談」その一

　
なりひらぶんじひょうりゅうきだん

他人の傷跡をあざわらうのは傷の痛みを知らぬやつだ
　　　　　　　　―シェイクスピア『ロミオとジュリエット』

3月28日（土）15時～



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 83

（文　江東区文化観光ガイド　鈴木  崇二）

江東区深川寺町での
        埼玉県川越ゆかりの史跡

　私は江東区亀戸に生れ育ち、５年程前から埼
玉県に住んでいます。埼玉県の生涯教育彩の国
いきがい大学川越校に通う事になり、川越の街
に出会いました。川越は年間 700 万人の観光客
が平日も賑わう観光地です。私も川越観光客と
して街歩きで出会った深川とのゆかりの史跡に
注目しました。

①　深川浄心寺の梵鐘は、江戸時代末頃に川越
の「時の鐘」として使われた行伝寺（日蓮宗）
の鐘が戦時中に金属供出されたが戦後まで残り、
売出されて浄心寺檀家さんが買受けたものです。

②　同じ浄心寺は、三沢の局が亡くなった時、
乳母として仕えた将軍家綱が寺社地を下され、
浄心寺開基として局の墓が設けられた。夫小堀
遠州は江戸時代初期に川越藩主酒井忠勝や柳沢
吉保らに茶の湯を通じ親しく交流され、遠州の
三男政尹、五男政武も浄心寺に眠る。

③　深川玉泉院に茶匠山本嘉兵衛が眠る。初代
嘉兵衛は元禄頃に江戸日本橋で宇治茶販売を始
めました。化政期に山本徳潤は河越茶ゆかりの
地狭山で煎茶製造を始めて江戸や東北地域へ販
売、今の日本橋山本山です。

④　同じ玉泉院に日本画家橋本雅邦が眠る。雅
邦の父は川越藩御用絵師橋本晴園。明治期に雅
邦は東京美術学校（今の東京芸術大学）教授と
して大観・観山・春草・玉堂らを育て、岡倉天
心らと日本美術院を創立。また川越藩御用老舗
菓子店亀屋４代目山崎豊は明治３２年頃、雅邦
作品を収集、今は川越の山崎美術館で公開して
います。

⑤　埼玉嵐山生れの狂歌師元杢網（もとのもく
あみ）の墓が深川正覚寺にあります。杢網は中
央区京橋の湯屋主人、天明から寛政の狂歌大家
で多くの門人がありました。川越熊野神社に元
杢網歌碑があります。
「山桜、咲けば白雲、散れば雪、花見て暮す、春
ぞ少なき」

狂歌師 元杢網の墓（正覚寺）
もとのもくあみ
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深川東京モダン館

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

・ランチ　1000円

・ランチ（ドリンク付）1200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

（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　甘酒

　ちくま味噌　コースター

　深川ゲイシャコーヒー等

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」そして新登場の「モダン館

ブレンド」（しっかり・すっきり）

の 4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

※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。

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86号（2020年2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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