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深川東京

モダン館だより

3 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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※当館の催し物のご予約は　10時から　お電話 03-5639-1776　まで
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噺 +話
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深川めし

深川めし

300 食限定（試食サイズ）

共催：深川めし振興協議会　  

3 月 5日（日）11：00 ～ 15：00

深川めし振興協議会加盟店の味を
100 円でお試しいただけます。

共催

100円
で

なくなり次第終了

東京の郷土料理「深川めし」を 100 円で味わってみよう
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3 月の催し

●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
・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。

おきがる講座と落語会モダン亭のコラボ

共催 3月28日（火）14：00～（開場13：30）

予約・当日 1,500円

林家あんこ「幾代餅」
　   + 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・萬丸

3月26日（日）15：00～

予約 2,500円　当日 2,800円　定員 50名

圓橘の会

※3月15日（水）10時から受付開始

噺 + 話

※3月15日（水）10時から受付開始

「庖丁」

おきがる講座主催

※3月7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24日(金)・25日（土）13：00～14：30
　渋沢栄一ゆかりの事業9 「倉庫業」
3月24日(金)・25日（土）15：00～16：30
　渋沢栄一ゆかりの人々14  「そして、渋沢栄一。」

“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』

圓橘作「旗本の娘・おきよ その2」
“あんな小さなともしびが
 こんな遠くまで光を放つとは”
  シェイクスピア『ヴェニスの商人』より

※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

3月9日（木）11：45～14：00

懐かしい給食の味！ キッチン松ぼっくり

い  く  よ  も  ち

750 円

写真はイメージです

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

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

モダン館ボランティアガイドだより 

トピレックプラザと私

112

図 2　昭和 26 年東都製鋼の地図　　　　図 3　1975 年のトピレックプラザ　

人気でした）を当時利用していました。この土地に
何があったのかこの度、調べてみたくなり調査しま
した。
　図 3の写真では扇型のゴルフ練習所や長方形のテ
ニスコートがみてとれます。奥に見えるプールは駐
車場へと変わります。
　大きく変わったのが 2000 年、再開発として一部
をマンション用地に売り、ショッピングセンター、
ホームセンター、スポーツ施設などの新しい形でオー
プンしたのです。
　建物は変わりましたが、ショッピングや、レジャー
施設、医療機関とトピレックプラザの中のテナント
を利用し今日も便利に生活しています。

　葛西橋通り沿い、葛西橋に近いところにトピレッ
クプラザがあります。トピー工業東京製造所の跡地
です。砂町地区以外の方にはなじみがないかもしれ
ません。
　我が家からも近くこの地にご縁ができた頃（昭和
52年）はテニスコート、ゴルフ練習場などのスポー
ツとレジャー施設、イトーヨーカ堂があり、南砂町
の中心になっていました。
　南砂駅東口からは徒歩 5分ぐらいですが、駅前に
は大きな公園があり、お店などはありません。元八
幡通りの商店街を利用するかトピレックプラザ内の
イトーヨーカ堂を利用するかでした。レジャープー
ルやゴルフ練習場、スイミングスクール、独立型の
マクドナルド（付属の庭には遊具があり子供たちに

図はすべて『トピー工業 100 周年記念誌』（2022 年）より

図 1　トピー工業旧砂町製造所

（文と写真　江東区文化観光ガイド　福 明子）

トピレックプラザ変遷
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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118号（2023年2月16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　

・はちみつ

・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」「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。

ぬいぐるみ （中央）
1，200円（税込）

みにマスコット（右）
お祭りちびマスコット（左）

 700円（税込）
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江東区の観光キャラクター
コトミちゃん


