深川東京モダン館の情報誌

2021 年 6 月

深川東京

第 99 号
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モダン館だより
共催

噺 + 話

6月22日
（火）14:00〜

おきがる講座と
落語会モダン亭のコラボ
（開場13:30）

柳家 小志ん「水屋の富」
+ 龍澤 潤「演題にちなんだ話」
予約・当日 1,500円（ドリンク代込）

定員：20 名

※6月5日（土）から受付開始
※当館の催しもののご予約は

6 月のカレンダー
月

10:00から

お電話 03-5639-1776

まで

催し物の詳細は 2 面をご覧ください
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1

27

6 月の催し

キッチン松ぼっくり
6月10日
（木）11：30〜
献立

給食の懐かしい味！

たけのこご飯
さばのリンゴソースかけ
おひたし
じゃがいものバター煮 680

円

サイドメニュー 揚げパンは ＋50円

※完売次第、閉店いたします ※ご予約はできません

おきがる講座

主催

6 月 1 日 ( 火 ) ①13：00-14：30 ②15：00-16：30

渋沢栄一ゆかりの人々 1 穂積 陳重
※5月25日（火）10時から電話で予約受付開始

再

※2020年6 月の回と同内容

6 月 25 日 ( 金 ) ①13：00-14：30 ②15：00-16：30

渋沢栄一ゆかりの人々 9 古河 市兵衛
※6月15日（火）10時から電話で予約受付開始

受講料：各回500円（コーヒーまたは紅茶つき） 定員：各回20名（要予約） 講師：龍澤 潤(深川東京モダン館)

共催

第390回

圓橘の会

6月26日
（土）15:00〜

（開場14:30）

三遊亭 圓橘 髪結新三（上・下）
“この世界はすべてこれ一つの舞台。人間は男女を問わずすべてこれ役者にすぎぬ”
シェイクスピア
『お気に召すまま』
より

予約 2,500円 当日 2,800円 定員：50名
※当館の催しもののご予約は

10:00から

※6月5日（土）から受付開始
お電話 03-5639-1776

まで

●お客様へのお願い
・次に該当するお客様のご来場は、
ご遠慮いただきますようお願いいたします。
37.5度以上の発熱があるお客様
咳、喉の痛み等の症状があるお客様
過去2週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域への訪問歴があるお客様
・マスクを着用でないお客様のご入場はご遠慮いただきます。咳エチケットにご協力をお願いいたします。
・手洗いと手指消毒にご協力をお願いいたします。
・催し物にご参加されるお客様には、氏名・連絡先等を確認させていただく場合がございます。
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モダン館ボランティアガイドだより 94

モダン館ガイド裏話
ボランティアで文化・観光ガイドに従事歴 25

物や説明板を最大活用する事に徹している。こ

年以上になる小澤です。当モダン館ガイドの創

れも一種の文化財保存愛護活動。区内の百余カ

設者は私、小澤です。このモダン館開設当時、

所にある史跡・文化財の説明資料や説明板の普

江東区としては何に利用するか、主に観光事業

段からの清掃活動の成果でもあります。

推進の拠点というお題目がありました。丁度文

話題は変わって江戸東京博物館で館内ガイド

化・観光ガイド員制度が走り始めた頃、ガイド

制度を初めて組織・運営に貢献された故岩松精

員メンバーの「溜まり場」と街歩きの出発場所

さんにまち歩きガイドと「駄洒落説法」を直伝

として優先的利用権を江東区側へ申し入れまし

で教わりました。昔の本職である Chemical

た。

Engineer の知識の応用も役立っているようです。

区側の配慮の賜物としてガイドのために、事
務所の一角に備品・資料置場と簡易的な打合せ

歩いて時系列を兼ねて話題を掘り下げる方法を
「歴史地理学」と名付けております。

コーナーを獲得できました。地域の観光情報発

しかしながらいつまでもこんなガイド活動継

信基地でもあり、メンバーの深川南部地区のガ

続できるかが問題です。諸先輩のお言葉を引用

イド経験も配慮し訪問客が要望するなら随時街

させてもらいますと、年号・地名はともかくと

歩きに出かけようという事になったのが毎日の

して人名を「ほら、あのひと」としかいえなくなっ

当番によるガイド活動の原点です。10 年程前に

たら退け時かなと決めています。

別々だった文化財、観光ガイドを江東区なりに
編成し直したのが「文化観光ガイド」制度。モ
ダン館が国登録有形文化財指定。関東大震災復
興建築物様式という箔がついています。また、
直ぐ目の前に由緒ある「深川公園」は江戸時代
から永代寺境内だったところ。明治維新政府の
召し上げ寺社の５箇所「公園指定」の恩典を受
けた。私の解説のやり方はかの如く現場にある
（文と写真

江東区文化観光ガイド

小澤

健一）

江東区文化観光ガイドによるモダン館周辺のまちあるきツアー（1時間程度、11:00・14:00出発）
は現在中止しております。再開についてはWEBサイトでお知らせいたします。
www.fukagawatokyo.com
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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、マフラータオル ほか）
・江東区の名所を描いた絵はがき(水彩・切絵・写真)
・ビニール製マスク入れ
コトミちゃんグッズ
・もくレース
・深川めしの素
・ちくま味噌 甘酒
・コースター
・ゲイシャコーヒー
・Ｔシャツ等
タオルハンカチ600円

ステンレスボトル700円

開館日および開館時間
10：00-18：00（金・土曜日は19：00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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「深川東京モダン館だより」第99号（2021年5月28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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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）
、また夏季
限定の「ひやし」5 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。

