深川東京モダン館の情報誌

深川東京

2020 年 4 月

第 87 号
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モダン館だより
おしらせ
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。

4 月 4 日（土） モダン講談会
4 月 7 日（火） おきがる講座
4月後半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。
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開館時間

10：00-18：00（金・土曜日は 19 時まで）
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4 月の催し
4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。

噺×話

共催

4月21日
（火）14時〜

（開場13時半）

おきがる講座と落語会モダン亭のコラボ

林家あんこ「おかめ団子」+ 龍澤潤「演題にちなんだ話」
各定員 30 名に達し次第受付終了
※4月5日（日）から受付開始
主催

おきがる講座

予約・当日

1,500円（ドリンク代込）

4 月 24 日 ( 金 ) 14 時〜 15 時半

渋沢栄一ゆかりの人々①

ほづみ

のぶしげ

穂積 陳重

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)
※4月15日（水）から受付開始

共催

第382回

圓橘の会

三遊亭圓橘

4月25日
（土）15時〜
（開場14時半）

なりひらぶんじひょうりゅうきだん

圓朝作「業平文治漂流奇談」その一
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』
予約 2,500円 当日 2,800円

5 月の催し物ご予約情報
5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。

圓橘一門会

5 月 2 日 ( 土 ) 15 時〜（開場 14 時半）

三遊亭圓橘・萬橘・朝橘・萬丸

※4月15日（水）から受付開始

予約 2,500円 当日 2,800円 定員：50名
※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 84

新大橋と安宅町
新大橋は隅田川に架る橋で最初に架橋された

現在、私は新大橋一丁目に住んでいる。出身

のは元禄 6 年 12 月である。隅田川 3 番目の橋

は鹿児島県の出水市という熊本県との県境に近

で「大橋」とよばれた両国橋に続く橋として「新

いところです。上京して 52 年の歳月を重ねて

大橋」と名づけられた。江戸幕府五代将軍、徳

いるが、上記したように新大橋あたりは江戸時

川綱吉の生母、桂昌院が橋が少なく不便を強い

代を中心に歴史と文化のある町として、また深

られていた江戸市民のために架橋を将軍に勧め

川人情の残るところとして個人的には大好きな

たとも伝えられている。当時の橋は現在の位置

場所である。都心にも近く交通手段も便利なと

よりも 200 メートル程下流側に架けられていた

ころから、高層マンションやワンルームマンショ

のをご存じの方も多いと思う。そして、当時東

ンが建ち並び、残念ながら当時の面影はほとん

岸の深川に芭蕉庵を構えていた松尾芭蕉が句に

ど偲ばれない近代化された町でもある。現時点

詠んでいる。
「初雪やかけかかりたる橋の上」
「あ

で一戸建 64 所帯、マンション 1200 所帯という

りがたやいただいて踏む橋の霜」。また、歌川広

数字を見ても頷けるかと思う。そういう中に於

重が晩年に描いた名所江戸百景の中に「大はし

いて、町会役員や江東区災害協力隊、あたけ睦

あたけの夕立」は全国的にも知れ渡る浮世絵で、

会などに入らせていただき、深川神明宮の例大

かのゴッホも特に影響を受けたとされる。昔こ

祭や町会行事（歳末警戒、もちつき大会、スイ

の新大橋界隈は「深川安宅町」とよばれていた。

カ割大会、盆踊り）等には積極的に参加して町

それは江戸時代、幕府の艦船を格納していた御

の人達との交流を楽しみながら地域活性化の一

船蔵があり、その中で幕府最大の巨艦安宅丸の

助になれればと考えている。

威容をたたえて称したそうである。

（文

江東区文化観光ガイド

浅井

一朗）

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

※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。

会議室

百圓珈琲

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
（ぬいぐるみ、缶バッジ カードスタンドほか）
・江東区の名所を描いた 絵はがき(水彩・切絵・写真)
・Ｔシャツ
・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
・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。
ホットコーヒー「小樽」
「ベイキャ
メル」そして「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。

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）
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※2020 年 4 月より深川東京モダン館は（一社）江東区観光協会が運営します

「深川東京モダン館だより」第87号（2020年4月1日）
発行 （一社）江東区観光協会 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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