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第400回

圓橘の会

三代目三遊亭小圓朝 五十回忌追悼

6月26日（日）15：00〜 （開場14：30）

三遊亭圓橘
「あくび指南」
「三味線栗毛」
予約 2,500円 当日 2,800円 定員 50名
※6月15日（水）10時から受付開始

6 月のカレンダー
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催し物の詳細は 2 面をご覧ください
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おきがる講座

おきがる講座

圓橘の会

6 月の催し
給食の懐かしい味！

キッチン

松ぼっくり

6月9日
（木）11：45〜14：00

野菜の肉巻き三種

（アスパラ・ごぼう・人参）

ひじきふりかけご飯
サラダ＆ポテト
あじさいゼリー

700 円
揚げパン 1個50円

※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

主催

写真はイメージです

おきがる講座
6月24日(金)・25日
（土）13：00〜14：30
渋沢栄一ゆかりの事業3「瓦斯事業」
6月24日(金)・25日
（土）15：00〜16：30
渋沢栄一ゆかりの人々8「尾高惇忠」
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）
共催

噺 + 話

※6月7日（火）10時から電話で受付予約

6月28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

柳家小志ん「居残り佐平治」
+ 龍澤潤「演題にちなんだ話」

予約・当日 1,500円
定員 20 名

※6月15日（水）10時から受付開始
※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 104

はじまりは、清澄庭園。
皆様こんにちは。
昨年の４月より、江東区文化観光ガイドとして、
深川東京モダン館で活動させて頂いております、
沖田叙男と申します。宜しくお願い致します。
自己紹介の初めとしては何ですが、20 年ほど前
まで、日本史が大っ嫌いだった私が、江戸や東京
の歴史に興味を持つなんて、正直夢にも思いませ
んでした。ましてや今でも江戸情緒の残る、江東
区のガイドをさせて頂けるなんて・・・
きっかけは仕事で、観光に携わった事が大きい
と思います。なんせ仕事ですから、勉強しなけりゃ
ならない。ただ、次第に知識が増えてくると、通
り一遍のことを知るだけでは、つまんなくなって
きました。天邪鬼・ひねくれ者、私の素の部分が
頭をもたげてきまして、＂なんか面白い事、珍しい
事はないか？＂と、夢中になって探しているうち
に、のめり込んでしまった！ 今風に言うならば
＂沼にハマった＂と、言うところでしょうか。
江東区との最初の関わりは、祖父母の住まいが、
清澄にあったところから。小学生の頃は、休みの
度に遊びにきていました。

半世紀程前の清澄公園は、まだ整備されていな
くて、荒れた原っぱの感じでした。ヤマトシジミ
・カワラバッタ・オオカマキリ・キタテハ・・・・・
大好きな虫達が、たくさんいたことを憶えていま
す。
清澄庭園、ここでは・・・池に落ちてしまい、集まっ
てきた鯉に、足をパクパク突っつかれた事があり
ます。鼻タレ小僧の頃ですから、鯉が自分の身体
と同じくらいの大きさに感じ、怖い思いもしまし
た。
それから中村学園の、優しい生徒さん達も印象
に残っています。深川の土地柄なのか、明るくて
人懐っこいお姉さんに、ガキの私は、淡い恋心を
抱いたものです。当時私よりも５〜８も歳上です
から、今は・・・。
江東区の中で、特に興味を惹かれるのは、川（堀）
と橋、そしてそこに暮らす人達が醸し出す、その
土地独特の雰囲気です。例えば、深川と亀戸では、
同じ江東区でも微妙に異なる、そういうところも、
皆さんに感じて頂けたら、と思っております。
仕事の関係上、活動に携わることができるのは
月一回、土日祝日のみですが、お散歩の前や途中に、
是非モダン館にお立ち寄り下さい。
そしてお帰りには、御覧になられた情報や、ホ
ヤホヤの感想など、お聞かせ頂けるととても嬉し
いです。
最後になりましたが、モダン館のコーヒー！
コーヒー好きに言わせると、＂コスパが高い！＂
と評判です。

清澄庭園（落ちたあたり）

（文と写真

江東区文化観光ガイド

沖田叙男）

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

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
も
つけて
（タオルハンカチ ステンレスボトル等）
野菜に せても
の
・江東区の名所を描いた絵はがき
ご飯に
（水彩・切絵・写真）
・もくレース
・深川めしの素
・ちくま味噌 甘酒
力士みそ
・はちみつ
（ちく
ま味噌）
・ゲイシャコーヒー
1個 630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110号（2022年5月20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」「モダン館ブレンド」（しっ
かり・すっきり）、そして季節限
定の「冷やし」の 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。

