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2022 年 12 月・2023 年 1月のカレンダー
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開館時間　10：00-18：00（金・土曜日は 19 時まで）

深川東京

圓橘の会

月 火 水 木 金 土 日

23 24 25 26 27 28

16 17 18 19 20 21 22

10 11 12 13 14 15

29

5 6 7 8

26 27 28

19 20 21 22 23 24 25

12 13 14 15 16 17 18

5 6 7 8 9 10 11

4

休館日

休館日

休館日

休館日

新春落語会

2023 年

43

1

2

9

新春落語会
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その他の催し物の詳細は
2・4面をご覧ください

仙台・秋保×深川

モダン館だより
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おきがる講座

1 2 3

臨時休館日臨時休館日

噺 + 話

30

講談会

おきがる講座

圓橘の会 12月18日（日）15：00～ 三遊亭圓橘  萬丸

圓橘の会・一門会ともに　各日予約2,500 円 当日2,800 円

（開場14：30）

廓噺「五人廻し」　樋口一葉「大つごもり」

共催

新春圓橘一門会 1月2日（月祝）・3日（火）
両日とも 圓橘 萬橘 朝橘 萬丸

16：00～（開場15：30）

くるわばなし

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

キッチン
松ぼっくり 営業日

キッチン
松ぼっくり 営業日

31

休館日 噺 + 話
30 31

長谷川清 作品展（～9）

長谷川清 作品展

臨時休館日

丹那

休館日

仙台・秋保×深川



2022 年 12 月・2023 年 1月の催し
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第33回モダン講談会
共催

1月28日（土）14:30～ （開場14：00）

共催 仙台・秋保 × 深川

1 月 14 日（土）10：00 ～ 18：30
　　 15 日（日）  10：00 ～ 15：30

仙台・秋保温泉郷の魅力を紹介するパネル展
工芸品、おはぎ、ワインほか販売

後援：一般社団法人日本講談普及協会・日本講談協会

2023

●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。

神田 京子
旭堂 南華
神田 紫
神田 陽子予約・当日  一般：3,000 円　小～高校生：1,500 円

おきがる講座と落語会モダン亭のコラボ噺 + 話
共催

各日程 14：00～16：00 （開場13：30）

予約・当日 1,500円（ドリンク代込）

12 月 20 日（火）林家あんこ「佐々木政談」

定員 20名に達し次第受付終了

女流講談競艶!! 感謝をこめて

1 月 31 日（火）　雷門音助「道灌」 ※1月17日（火）10時から電話で受付開始

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

主催

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

※12月6日（火）10時から電話で受付開始

それぞれ 龍澤潤による「演題にちなんだ話」があります

※1月17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

おきがる講座

※11月29日（火）10時から電話で受付予約

12月16日(金)・17日（土）13：00～14：30
　渋沢栄一ゆかりの事業7 「銀行業」
12月16日(金)・17日（土）15：00～16：30
　渋沢栄一ゆかりの人々12  「渋沢敬三」再

長谷川清 作品展示
区内の風景を描いた色版木画などを 1階展示コーナーで展示します

主催 1月4日（水）～

※おはぎ販売両日とも 12：00 ～
　※おはぎ整理券配布は両日とも 11：00 ～

1000 円以上お買い上げで
ガラポン 1回分抽選券



　以下のように、大通りとは違う気づきがあり楽
しいですよ。
 ■モダン館に行く途中、脇道を通りおしゃれなカ
フェを発見。
 ■船番所資料館へ行く途中、気になっていた砂町
のあんパン屋さんに立ち寄る。
 ■森下文化センターへ行く途中、清澄白河の裏通
りで予約のとれない中華料理屋さんを横目に通り
過ぎる。
 ■あ、こんな所にお地蔵様がいる　　などなど 
季節毎にはこんな使い方もいかがでしょう。 
★春、亀戸天神へ藤を見に、ポートで乗り捨て帰
りは錦糸町でブラブラ。 
★夏、急に海を見たくなった時は若洲海浜公園へ。 
★秋、マグロの競りの見学が当たったら、早朝の
豊洲市場へ。 
★冬、お台場の夜景を見て帰りが遅くなったら、
電車やバスで乗り継ぐよりも早くて便利。 
　シェアサイクルで電車や車では感じとれない街
の距離感、狭い路地から見える景色や歴史の名残
を、地域の魅力として伝えられるガイドに成長出
来ればと思っています。
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モダン館ボランティアガイドだより

（文と写真　江東区文化観光ガイド　 井家睦月）

シェアサイクルで
　下町の新しい魅力を再発見

　コロナ禍で密を避けるために、自転車を利用す
る人も増えましたが、私もその一人です。運動に
もなり、二酸化炭素の排出量を減らせる ECOな乗
り物です。 
　最近、私が気に入っていることは、自転車シェ
アリングのサービスを利用して区内外を巡ること
です。街で赤い自転車を見かけるものの、実際使っ
たことがない人は多いのではと思います。
　シェアサイクルは電動アシスト付自転車なので、
運河に架かる橋もなんなくクリア。そしてバス路
線しかない江東区の南北を縦断するにもとても便
利です。 
　用途は様々で、電車に乗るほどでもないけれど、
歩くのもちょっと遠いなという場所にも気軽に行
けます。片道だけの乗り捨ても出来ますし、使う
分だけ料金を支払い、しかも 24時間いつでも借り
られますので、あなたの行動範囲がグッと広がり
ます。
　使い方は簡単です。①アプリをダウンロード②自
転車を借りられるポート（駐輪場）を探し、自転
車を予約③ポートまで行き解錠して乗る　これだ
けです。

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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乗りたいときに借りて
行きたい場所で返す

今日は新木場まで行ってきます！
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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 
　

「深川東京モダン館だより」第116号（2022年11月17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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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

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 3 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。
ちくま味噌
元禄浪士あま酒

※完売次第、閉店いたします　※ご予約はできません
サイドメニュー 揚げパンは ＋50円

松ぼっくり
ピラフ

各 750 円

12月8日（木）11：45～14:00

給食の懐かしい味！

南瓜のミルク煮   ゆず香添え 
フルーツポンチ

1月12日（木）11：45～14:00

松風焼き  /  あんだれ
れんこんの炒めもの  /  なます

七草風ご飯

キッチン

360円

※年末年始は12月26日通常休館、
　12月27日～1月1日臨時休館、1月2日から開館いたします

12 月 1月写真はイメージです

鶏肉のチャンチャン焼き

（月曜日が祝日の場合、翌火曜日が休館となります）


