深川東京モダン館の情報誌

2021 年 11 月

深川東京

第 104 号
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モダン館だより
主催

企画展
うつ

渋沢篤二の撮した深川
shibusawa tokuji

11月3日(水祝)～21日(日)
※8日・15日（いずれも月）休館日
とくじ

渋沢栄一の長男篤二が撮影した
明治後期の深川についての写真などを展示

渋沢篤二肖像写真

※入場無料
※当館の催し物のご予約は

11 月のカレンダー

10時から

『澁澤倉庫株式会社創立三十年小史』
(
国会図書館蔵）

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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キッチン
松ぼっくり 営業日 おきがる講座

10：00-18：00（金・土曜日は 19 時まで）
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圓橘の会

11 月の催し
給食の懐かしい味！

キッチン松ぼっくり
11月25日
（木）11：45〜14:00
吹き寄せご飯の弁当
700 円

鶏肉の照り焼き / じゃが芋バター
野菜の含め煮 / 汁物 / 果物
※ご飯には国産のむき栗を使用
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

主催

おきがる講座

※今回はお弁当形式ですが店内でお召し上がりいただきます

11 月 26 日 ( 金 )

①13：00 〜 14：30 ②15：00 〜 16：30

渋沢栄一ゆかりの人々10
受講料：各回500円
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394回

圓橘の会

※11月16日（火）10時から電話で予約受付開始

11月28日（日）15:00〜 （開場14:30）
※日曜日です。ご注意ください

三遊亭圓橘・萬丸
圓朝作

益田 孝

みどりのはやしかどのまつたけ

江戸の悪党ども “緑林門松竹”
「またかのお関〈上・下〉」
“人はほほえみ、
しかも悪党たりうる” シェイクスピア
『ハムレット』
より

予約 2,500円 当日 2,800円 定員：50名

共催

噺 + 話

※11月5日（金）10時から受付開始

11月30日
（火）14:00〜 （開場13:30）

おきがる講座と落語会モダン亭のコラボ

雷門音助「加賀の千代」

+ 龍澤潤「演題にちなんだ話」

予約・当日 1,500円

定員：20 名

※当館の催し物のご予約は

※11月5日（金）10時から受付開始
10時から

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 99

名作 TV ドラマ
『前略おふくろ様』
私は今、越中島に住んでいます。はじめ築地に

『前略おふくろ様』 1975 年 10 月より、日本テレ

うまれました。3 才ぐらいまでいたそうです。そ

ビ系列の金曜劇場で放送されたテレビドラマ。

の後、佐賀町に行きました。倉庫に三菱の大きな

倉本聰原案による、東京の下町（深川）を舞台

マークと表通りのガソリンスタンドが印象に残っ

にした、照れ屋な板前の青年（萩原健一）と周

ています。多分その近辺に住んでいたのでしょう。

囲の人々との触れ合いを描いた青春ドラマ。

幼稚園に入る頃に今の越中島にきました。

「ウィキペディア」より

越中島は今でも海洋大学があるからか、結構自
然が残っています。

『前略おふくろ様』は、私が中学生頃だったでしょ

小さい頃、夏によく虫取りをしました。今の越

うか、45 年ぐらい前のドラマです。結構話題になっ

中島公園（越中島 1 丁目）あたりはあまり整備が

たドラマです。川には筏が浮いていて、富岡町で

されていませんでした。水路があって、そこで「ミ

は三味線の音がしていました。木場公園などはま

ジンコ」をとってきて、家の前にある水槽に入れ

だなく木場そのものがあった頃です。このドラマ

ていました。私が水槽を見ていると近所の人がき

はその頃の深川がよく描けています。ユーチュー

て「何を見ているの？」と聞かれ、「ミジンコ」と

ブなどでもみれますので。よろしくお願いいたし

言ったのを覚えています。

ます。

戦前に越中島に航空研究所というところがあり
ました。宮崎駿監督の「風立ちぬ」（2018）とい
う映画で、主人公が愛知県で飛行機の開発をする
のですが、愛知県に行く前に深川にいて話の初め
の方に深川の風景が出てきます。
東京大学航空研究所

航空機の基礎的学理に関す

る研究を行うために創設。1918 年（大正 7 年）
4 月 1 日、東京帝国大学航空学調査委員会が航
空研究所となる。同年 7 月に、東京市深川区越
中島の東京工業試験所跡地（現東京海洋大学越
中島キャンパスグランドの隣）へ移転。
「ウィキペディア」より

（文と写真

江東区文化観光ガイド

久保田

昌見）

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
います。※新型コロナウイルス感染状況によって中止になる場合があります。※諸事情によりガイド不在の場合もあります。
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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、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・写真など)
・ビニール製マスクケース
・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
高安ビニール（亀戸）の製品

マスクケースなど

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104号（2021年10月22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）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。

