深川東京モダン館の情報誌

2022 年 3 月

深川東京

第 107 号
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モダン館だより
主催

おきがる講座

3 月 18 日（金） ①13：00 〜 14：30

渋沢栄一ゆかりの人々14

いよいよシリーズ

最終章︕

②15：00 〜 16：30

そして、渋沢栄一。

※3月8日（火）10時から電話で受付予約
受講料：500円 定員：各回20名（要予約） 講師：龍澤 潤（深川東京モダン館）

3 月 8 日（火） ①13：00 〜 14：30 ②15：00 〜 16：30

再講座のご案内

むね なり

渋沢栄一ゆかりの人々4 伊達宗城

※2021年1月の再講座

受講料：500円 定員：各回20名（要予約） 講師：龍澤 潤（深川東京モダン館）
※3月1日（火）10時から電話で受付開始
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圓橘の会
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3 月の催し

圓橘の会 3月20日（日）15：00〜
三遊亭圓橘

共催

（開場14：30）

「寝床」
「半七捕物帳 張子の虎」
“くだらん男も恋をすれば本性以上にりっぱな男になる”
シェイクスピア
『オセロー』
より
予約 2,500円 当日 2,800円 定員：50名

共催

噺 + 話

※3月8日（火）10時から受付開始

3月15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「花見小僧」

+ 龍澤潤「演題にちなんだ話」

予約・当日 1,500円 定員：20 名

※3月8日（火）10時から受付開始

松ぼっくり

キッチン

3月10日（木）11：45〜14：00

散らし寿司

エビフライ

わかめと青菜の汁物
給食の懐かしい味！

700 円
揚げパンは 1個50円

※管理栄養士による計算済

※完売次第、閉店いたします ※ご予約はできません ※メニューを一部変更する場合があります

※当館の催し物のご予約は

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 102

深川と弘法大師空海
〜四国八十八ヶ所霊場巡拝を終えて〜

3 月 21 日は弘法大師空海の命日と言われていま
す。
私の住む深川に真言密教の寺「成田山東京別院・
深川不動堂」があります。
起源は元禄 16 年（1703）に 5 代将軍綱吉の生
母・桂昌院の『成田山の不動明王を江戸において
参拝したい』との願いから、富岡八幡宮別当永代
寺（明治元年神仏分離で廃寺）境内において出開
帳が行われました。また毎年 3 月 21 日から 28 日
まで「山開き」と称し庭園を開放、江戸の著名な
年中行事の一つとして多くの庶民を集め、その美
しい景色が広重の名所江戸百景に残されています。
また御府内八十八ヶ所霊場は江東区内に五ヶ所
（37 番萬徳院、40 番普門院、68 番永代寺、73 番
東覚寺、74 番法乗院）あります。
そして、深川不動堂は明治 14 年、永代寺跡地の
一角に建立されました。お堂の 2 階には四国八十
八ヶ所霊場が用意されており、その手軽さから私
も度々参拝させて頂きました。
思いがけず、本物の四国お遍路「タクシーで巡

る 10 日間の旅」に恵まれ、逆打ちの年に当たるこ
とからご利益が 3 倍あるといいます。羽田から高
松へ、一日平均 9 寺巡拝。前年比の参拝者は月統
計 2％のひっそりとした静かな参拝とは裏腹に、
私は各寺 2 度ずつの慣れない読経と線香・蝋燭の
奉納に汗をかきました。
地元の先達ドライバーに気遣ってマスクを付け
たままでしたが、行く先々で東京・深川にも通じ
る場面に遭遇し嬉しさもありました。芭蕉や正岡
子規の句碑、浅草総泉寺から分骨された平賀源内
の墓、ジョン万次郎と岩崎弥太郎の生家、廃仏毀
釈運動の影響を受けた寺も多く存在しました。
古来、病気平癒で巡礼する人が多く、白装束で
身を包むのは、遍路中行き倒れても弔ってくれる
人に手間をかけないためだと聞きました。殆どが
山間にあり古人の難行苦行の巡礼を思えば山道も
なんのその、と思い乍らも山門までタクシーをつ
けてもらう感謝の巡礼でした。と、同時にお大師
様のことば「心を洗うて香とし、体を恭んで華と
為す」が深く心に残りました。
因みに「空海」と名乗ったのは、室戸岬近くの
「御厨人窟（みくろど）」で修行したとき、目の前
は空と海だけだったなど諸説あります。

第36番札所 青龍寺
『名所江戸百景

深川八まん山ひらき』歌川広重

（国立国会図書館デジタルコレクション）

（文と写真

江東区文化観光ガイド

影山しげ子）

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。
3

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

会議室

※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。

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
（タオルハンカチ ステンレスボトル等）
・江東区の名所を描いた絵はがき
（水彩・切絵・写真）
・もくレース
・深川めしの素
・ちくま味噌 甘酒
・コースター
コトミちゃん
・ゲイシャコーヒー
ぬいぐるみ
1,200円
・Ｔシャツ 等

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107号（2022年2月18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。

