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深川東京

モダン館だより

4 月のカレンダー 催し物の詳細は 2面をご覧ください

開館時間　10：00-18：00（金・土曜日は 19：00 まで）
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ＧＷ企画展示

※5月2日（月）は休館日です※無料

4月27日（水）～5月8日（日）

故吉村勲二氏が描いた江東区内名所の風景画を展示します。
「こうとうのまち百景」の絵はがき販売も行います。

主催

協力：株式会社きかんし

深川東京モダン館

永代橋

「こうとうのまち百景」原画展（～ 5/8）
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4 月の催し

おきがる講座と落語会モダン亭のコラボ

噺 + 話共催

4月19日（火）14：00～（開場13：30）

予約・当日 1,500円

林家あんこ「辰巳の辻占」
　　　　　+龍澤潤「演題にちなんだ話」

定員  20 名

共催

（開場14：30）

三遊亭圓橘

4月24日（日）15：00～

予約 2,500円　当日 2,800円
定員 50名

圓橘の会

●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。

※当館の催し物のご予約は　10時から　お電話 03-5639-1776　まで

※4月5日（火）10時から受付開始

「小言念仏」

おきがる講座
主催

※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

揚げパンは 1個50円

4月14日（木）11：45～14：00

給食の懐かしい味！

※4月5日（火）10時から電話で受付予約

700 円

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）

キッチン松ぼっくり

※3月29日（火）10時から受付開始

菜の花ご飯
厚揚げのきのこあんかけ
（サラダ＆人参の含め煮添え） 　

白菜の柚子香漬け

第30回モダン講談会共催

4月9日（土）14：30～（開場14：00）

後援：一般社団法人日本講談普及協会・日本講談協会

神田 莉々子 / 神田 陽菜 / ひとみ
神田 紫 / 神田 陽子/ 神田 京子
予約・当日  一般 3,000 円　小～高校生 1,500 円

神田京子 文化庁芸術祭優秀賞受賞記念講談会

※3月15日（火）10時から電話で受付開始

定員 50 名に達し次第受付終了

大人 700 円 子ども 300 円

共催

4月16日 （土） ①11：00～12：00 ②13：00～14：00

大人子ども合わせて各回18人

リトミック要素を取り入れたミニコンサートと
親子で一緒に楽しめる簡単な作品を作ります

※3月29日（火）10時から受付開始

0 歳から OK ！

歌＆読み手　YUKKIY（ユッキー）　
イラスト　Reap（りーぷ）ほか

圓朝の世界「操競女学校－お里の伝－」

4月22日(金)・23日（土）13：00～14：30
　　渋沢栄一ゆかりの事業1「人造肥料業」

4月22日(金)・23日（土）15：00～16：30
　　渋沢栄一ゆかりの人々6「大川平三郎」

シリーズ「シブサワ」　新シーズン開始！！

た  つ  み                   つ  じ  う  ら

みさおくらべおんながっこう

こ ご と   ねんぶつ
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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。

2022年度 モダン館の主な催し物（予定）

※それぞれの催し物の詳細は今後の「モダン館だより」または当館WEB サイトをご覧ください　※変更する場合があります　

日　付 日　付イベント名 イベント名演者など 演者など

4月 9日（土） モダン講談会 演者：神田陽子
　　　神田紫ほか

4月 16 日（土） ふかにこ
ファクトリー

親子ふれあいコンサート
YUKKIY・Reap

4 月 19 日（火）

4月 22 日（金）
4月 23 日（土）

4月 24 日（日）

4月 27 日（水）
～ 5月 8日（日）

5月 29 日（日）

5月 31 日（火）

6月 26 日（日）

6月 28 日（火）

7月 9日（土）

7月 23 日（土）

7月 26 日（火）

7月 31 日（日）

8月 28 日（日）

8月 30 日（火）

9月 25 日（日）

9月 27 日（火）

10 月 15 日（土）

噺 +話

おきがる講座

圓橘の会

「こうとうのまち百景」
原画展

おきがる講座

圓橘の会

噺+話

おきがる講座

演者：林家あんこ
　　　龍澤潤

5月 27 日（金）
5月 28 日（土）

6月 24 日（金）
6月 25 日（土）

圓橘の会

噺+話

モダン講談会

ふかにこ
ファクトリー

7月 29 日（金）
7月 30 日（土）

噺 +話

おきがる講座

圓橘の会

8月 26 日（金）
8月 27 日（土） おきがる講座

噺+話

圓橘の会

9月 1日（木）
　～ 11 日（日）
9月 24 日（土）
9月 30 日（金） おきがる講座

圓橘の会

噺+話

10月 22 日（土）

10 月 30 日（日）

11 月 27 日（日）

11 月 29 日（火）

12 月 20 日（火）

1月 2日（月）
　　・3日（火）

1月 28 日（土）

1月 31 日（火）

2月 18 日（土）

2月 26 日（日）

2月 28 日（火）

3月 5日（日）

3月 26 日（日）

3月 28 日（火）

モダン講談会

ふかにこ
ファクトリー

圓橘の会

11月 1日（火）
　～ 13 日（日） マッチラベル展

11月 25 日（金）
11 月 26 日（土） おきがる講座

圓橘の会

噺+話

12月 16 日（金）
12 月 17 日（土） おきがる講座

噺+話

新春圓橘一門会

1月 4日（水）
　　～ 9日（月） 長谷川清作品展

1月 13 日（金）
　　～ 15 日（日）

仙台・秋保
　　×深川 2023

モダン講談会

噺+話

ふかにこ
ファクトリー

2月 24 日（金）
2月 25 日（土） おきがる講座

圓橘の会

噺+話

100 円で深川めし

3月 24 日（金）
3月 25 日（土） おきがる講座

圓橘の会

噺+話

親子ふれあいコンサート
YUKKIY・Reap

親子ふれあいコンサート
YUKKIY・Reap

親子ふれあいコンサート
YUKKIY・Reap

講師：龍澤潤

演者：三遊亭圓橘

演者：三遊亭圓橘

演者：三遊亭圓橘

講師：龍澤潤

講師：龍澤潤

講師：龍澤潤

講師：龍澤潤

講師：龍澤潤

講師：龍澤潤

講師：龍澤潤

講師：龍澤潤

演者：三遊亭圓橘

演者：三遊亭圓橘 演者：三遊亭圓橘

演者：三遊亭圓橘

演者：三遊亭圓橘

演者：神田陽子
　　　神田紫ほか

演者：神田陽子
　　　神田紫ほか

演者：神田陽子
　　　神田紫ほか

演者：三遊亭圓橘

講師：龍澤潤

講師：龍澤潤

演者：
三遊亭圓橘ほか

演者：桂夏丸
　　　龍澤潤

演者：柳家小志ん
　　　龍澤潤

演者：三遊亭歌扇
　　　龍澤潤

演者：雷門音助
　　　龍澤潤

演者：桂夏丸
　　　龍澤潤

演者：柳家小志ん
　　　龍澤潤10 月 25 日（火） 噺 +話

演者：三遊亭歌扇
　　　龍澤潤

演者：林家あんこ
　　　龍澤潤

演者：雷門音助
　　　龍澤潤

演者：三遊亭歌扇
　　　龍澤潤

演者：林家あんこ
　　　龍澤潤

ライプハウス展

12 月 18 日（日） 圓橘の会 演者：三遊亭圓橘
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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19：00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）

「深川東京モダン館だより」第108号（2022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

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

・ゲイシャコーヒー

・Ｔシャツ　等

百圓珈琲
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。
もくレース
コースター
1枚 780円
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