
　東京都では都教育委員会による東京文化財ウィークが 10 ～ 11 月に開

催され、特に 10 月 26 日 ( 土 ) から 11 月 4 日 ( 月祝 ) の間は都内文化

財一斉公開事業として、普段見ることが出来ない文化財などを見ること

が出来るイベントとなっています ( 詳細は都教育委員会発行の東京文化

財ウィーク 2013 のパンフレットなどをご参照下さい )。

　深川東京モダン館も国登録有形文化財「旧東京市深川食堂」として、

この文化財ウィークに参加しています。建物は常時見ることが出来ます

が、この期間にあわせて企画展「近代江東のあそび」と題した展示会も

開催します。明治末から昭和期にかけて、大人や子供が楽しんでいた娯

楽、をテーマとした展示となります。この機会に、是非多くの方にご来

館頂き、文化財に親しんでもらえればと思います。

深川東京

モダン館だより

深川東京モダン館の情報誌 平成 25年 11 月　第 17 号

11 月のカレンダー 催し物の詳細は 2面をご覧ください

★喫茶にちようの営業日（変更になる場合があります）　　　開館時間 10：00-18：00（金・土曜日は 19 時まで）
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　昭和 24 年 (1949)1 月 26 日に起こった法隆寺金堂の火事は、国宝の十二面壁画の大半を焼く被害

を出しました。この火事をきっかけに文化財保護に対する関心が高まり、翌 25 年に文化財保護法

が制定されます。そして、火事の被害を受けた法隆寺金堂は昭和 29 年 (1954)11 月 3 日に竣工しま

した。文化庁では 11 月 1 日から 7 日までを文化財保護強調週間と定め、これを受けて都道府県各

地で文化財の公開、伝統芸能の発表などの行事が開催されています。
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11 月の催し

第316回 圓橘の会 モダンな食堂へようこそ
国登録有形文化財建造物に登録された「モダン」な食堂で、
大正・昭和のカフェメニューの再現レシピをお楽しみください。

11月23日（土・祝）・24日（日）

演 目 ‐谷崎文学を噺に‐谷崎 潤一郎原作

   

11月30日（土）15 時～

出 演　三遊亭圓橘・橘也

※お申込みはお電話 03-5639-1776　
または　info@fukagawatokyo.comまで
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共催 主催

予約2,000 円 当日2,500 円

ベーゴマ道場

ハヤシライス

共催

11月9日（土）14時～16時

参加無料 　共催：下町探偵団

近代江東のあそび
※入場無料

11月2日(土)～17日(日)　※5日（火）、11日（月）休館日

Salon de ふかがわ　講 師  龍澤　潤(深川東京モダン館)　

　11月26日（火）14 時～ 15 時半
　　内 容　「江戸・東京の大動脈？ 小名木川」（再）

おきがる講座　主催 コーヒー・紅茶を飲みながら江東区
ついてお話しします。

料金　500円（1ドリンクつき）　予約不要・定員30名

（開場14 時半）

［お国と五平］　

11時半～16時

（各日・なくなり次第終了となります。ご予約は承っておりません）

料金　1,000円

※各日限定25食

映画や演芸など江東区とつながりの深いものから、コマやすごろくなどの玩具、マッチラベルなどの
収集といった「趣味」にいたるまで、近代の娯楽をテーマに展示します。

共催

ご予約は 03-5639-1776まで

宝さがし in 深川～深いぞ、深川関連企画①

深川東京モダン館周辺には数多くの史跡が存在しています。今回は史跡の案内板などを手がかり

したクイズ形式のまちあるきイベントを行います。

11月2日(土)～12月1日（日）
参加無料　※解答提出後先着順で参加賞、さらに抽選で商品あり！

問題用紙配布・解答提出先：深川東京モダン館　 ※オリジナルアプリでも参加できます

昔懐かしい遊びのベーゴマに触って童心
に返ってみませんか？　お子さんとぜひ遊
びに来てください。

GPS（スマートフォン）を使ったアウトドアハイテク宝さがし関連企画②

11月3日(日・祝) ①10：30～ ②13：30～（所要時間約90分）
定員：8グループまで（1グループ4人程度※先着順） 参加費：100円（保険代）

共催団体：深川ジオキャッシング協議会

◆お願い◆歩きやすい服装でお越しください。小学生以下のご参加は保護者との同伴でお願いいたします。スマートフォンをお持ちの方は
ご持参お願いいたします。スマートフォンをお持ちでない方にはGPS機器の貸し出しがございます。

企画展示

限定

コーヒーor紅茶付

解答提出期間



モダン館ボランティアガイドだより⑯

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
おります。  ※諸事情によりガイド不在の場合もございます。

（文　江東区文化観光ガイド　福井　紀宏）
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　現木場親水公園 ( 旧大島川東支川 ) をまたぎ、千葉と都心を繋

ぐ幹線道路の一つ「葛西橋通り」に「要橋」が架かっています。

江戸時代の古地図（図1）を見る機会があり、この付近の「仙台堀川」

に「カナメハシ」の表記がありました。間違いではないか？　異

なる場所に、同一名称橋がなぜ存在するのか？

　人生は不思議なものです。 “解らなければ調べ、そしてトライ

する”が、縁でしょうか、ジャストタイムな文化財講習会があり

参加しました。未知の分野を学んだその財産は、“自己研鑽にも

なるのでやってみよう”で、今はボランティア観光ガイドです。

接客は知識以外に人間性や総合力が問われますゆえ大変な世界で

す。他には、区教育委員会の文化財保護推進協力員や写真集 ( 江

東のいまむかし ) 発行に携わっています。古い写真は、歴史・文

化を伝える立派な文化財です。

　この展開を含め得られた最大の財産は、人です。身近な先生・

モダン館龍澤副館長をはじめ素晴しい仲間に出会え、来客から教

わることもあり、楽しく過ごせています。

　さて、「要橋」の謎解きですが、広範囲に調べましが、明解な

答えには至っていません。「要橋」は、“木場”誕生の頃の元禄

15 年 (1702) の架設とされています。紙面の都合で簡単にまとめ

ると、以下のように考えます。都の道路計画は、新設「三つ目通り」

の「仙台堀川」への架橋を「末広橋」とした。それが大正 10 年

地図（図 2）で、役目を終える「要橋」と新設「末広橋」併設を

示している。次いで大震災後の新規「葛西橋通り」の時に、新架

橋名を「要橋」（図 3）とし、名を残したとしか見えません。正

しい歴史伝承から言えば末広橋は、「カナメ」を残した「新要橋」

でないか？　この様な自問自答も楽しみの一つです。

　新時代の到来予感がするオリンピックが決まり、“おもてなし”

の心構えで、今後も文化紹介を行いたく思っています。

「要橋」に導かれて文化観光ガイドに

地図 1（江戸時代）

地図 2（大正時代）

地図 3（現在）
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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

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

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

百圓珈琲

開館日および開館時間

　10：00-18：00（金・土曜日は19時まで）

　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17号（平成25年10月25日）
発行　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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※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。

深川東京モダン館 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（「喫茶

にちよう」の営業日のうち土

日をのぞく）。ホットコーヒー

「小樽」「ベイキャメル」2 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。

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。

・『まちあるき観光ガイド』

　『おさんぽ案内帖』

　（各100円）

・『江東区の文化財』

   (各500円)

・江東区の名所を描いた絵

  はがき（各種1枚100円

　セット割引あり）

・Ｔシャツ、てぬぐい

　江戸切子、ICカード入れ

　深川めしの素など。

販売物 喫茶にちよう
深川東京モダン館2Fで不定

期に営業している喫茶店で

す。美味しいコーヒーと米

粉スイーツ、そしてきまぐ

れカレーランチをご用意し

て皆様のご来店をお待ちし

ております。

※http://nichiyou.net/wp/

営業時間：11 時半～ 17 時

メニュー

・にちよう珈琲　300円

・にちよう紅茶　300円

・カレーランチ　700円～

・カレーセット　900円～


