
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 26年 5月　第 22 号

5 月のカレンダー 催し物の詳細は 1・2面をご覧ください
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コドモアソビ

ＧＷ企画展示

4月26日（土）～5月6日（火）

馬場哲弥氏による近代建築等を描いた切り絵を展示します。
絵はがき販売も行います。

主催

協力：下町探偵団

馬場哲弥切絵展
　　(～5/6)

喫茶にちようの営業日は http://nichiyou.net/wp/ をご覧ください開館時間　10：00-18：00（金・土曜日は 19 時まで）

孫と清洲橋

展示無料馬 場 哲 弥 切 絵 展

29 30 31 6/1
ふかにこカフェ

共催ふかにこカフェ
「食、絵、歌」のプロが集結し「見て、触って、歌って、感じて、
味わう」という新しいタイプの体験型紙芝居をします。

6 月 1日（日）・11 時～・14 時半～（2回公演）
参加料　おとな 1,000 円　こども 500 円

各回子供 20 人まで　※対象年齢 0歳～小学生までです。
※お子様だけのご入場はできませんので保護者同伴でお越し
ください。
※大人には1ドリンク、お子様にはおはなしにちなんだ素敵な
おかしのプレゼントあります。

申込期間：5月 15 日（木）～ 29 日（木）　
メール → fukanikocafe@gmail.com 　　お電話 → 03-5639-1776



5 月の催し
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モダン館 コドモアソビ主催

5月10日（土）14時～16時
昔懐かしい「ベーゴマ」、
折って見て楽しい「折り紙」。
コドモアソビ、してみませんか。
大人の方もぜひ遊びに来てください。 参加無料 　教える人：鈴木祥元氏（ベーゴマ）・高橋勝美氏（折り紙）

三遊亭圓朝作　塩原多助一代記より―青の別れ―

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。

5月10日（土）・11日（日）

主催

「ブロルイルド、ベネガービーフ」ほか

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

コーヒーor紅茶付

第321回 圓橘の会 5月31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

共催

予約 2,500円 当日 2,800円

（開場14時半）

Salon de ふかがわ　5月9日（金）14 時～ 15 時半
　内 容　「佐久間象山の砲術塾」
　講 師　龍澤　潤(深川東京モダン館)

おきがる講座　主催 コーヒー・紅茶を飲みながら江東区や世界の歴史についてお話しします。

Salon de モダン　5月30日（金）14 時～ 15 時半
　内 容　「世界史を学び直そう
　　　　　　　　～ヨーロッパ概念と帝国概念」
　講 師　渡 辺 賢 一 郎(深川東京モダン館)
　

いずれも　料 金　各回500円（1ドリンクつき）
予約不要・定員30名

第1回 講談会 6月7日（土）14時半～

神田紫「山内一豊の妻」
神田陽子「無筆の出世」ほか ※お申込みはお電話 03-5639-1776　

または　info@fukagawatokyo.comまで

共催

予約 2,500円 当日 2,800円

（開場14時）

予約期間：5月 15 日（木）～ 6月 6日（金）　



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。
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モダン館ボランティアガイドだより㉑

（文　江東区文化観光ガイド　岡本　勝群）

渋沢栄一翁の深川邸は今！

○階段の黒柿の手摺り：黒柿は柿の木・数万本に

1本しか出ないという珍品。

○ナンテンの床柱：ナンテンは庭木として植えら

れているが、幹は太くならないので、柱になるよ

うなものは非常に珍しい。

○無節のヒノキ：建物は総ヒノキ造りで無節の材

料が使われ、釘は一本も使わずすべてクサビやコ

ミセンで止めてある組立式になっている。近年、

ヒノキの良材は伊勢神宮に代表されるような伝統

的な建築物の造営や文化財建築物の修理用材に回

され、市中には殆ど出回っていない。

　これらの銘木は是非もう一度見たいし、さらに

多くの人々にも見て貰いたいと思います。見学の

再開を切に望みます。

　この深川邸のあった永代 2丁目の跡地は当深川

東京モダン館「まちあるきツアー」のテリトリー

内にあり、先日も茅ヶ崎からの中年カップルを案

内しました。

　案内の際「この深川邸は明治 10 年にここに建

てられましたが、同 41 年に港区三田に移築され

ていたため関東大震災と戦災を免れ、さらに平成

3年に青森県三沢市の古牧温泉・渋沢公園に再移

築されて現存しています。この建物は清水建設

(株 )の創始者・清水喜助の建築で、純日本風二

階建て・総ヒノキ造りの大きな建物です。建物の

中には今では入手困難で他では見ることの出来な

いような銘木が随所に使われていて、一見の価値

ある建物で、多くの見学者が訪れていました。と

ころが数年前、経営者が変わり星野リゾート青森

屋になってから建物内の見学が出来なくなり、外

から眺めるだけになりました。誠に残念です。ま

た、見学出来るようにして貰いたいと思案してい

ます。」と説明しています。

　銘木として一見の価値あるものとして次のよう

なものがあります。

○1階の天井板：赤ギリの一枚板（幅 60 ㎝）、今

では手に入らない。

○2階の客間・次の間の天井板：屋久杉の一枚板、

屋久島に自生する樹齢千年以上の杉、現在、屋久

島では伐採が禁止されているので手に入らない。

○欄間の彫刻：堀田瑞松山人作・ぶどうの彫刻、

材種はカリン、カリンは東南アジアの木で庭木や

街路樹に使われているが、欄間にするような大木

は入手困難。

渋沢邸の写真とともに



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22号（平成26年5月1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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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」の 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）

・その他、Ｔシャツ、てぬ

　ぐい、江戸切子など。

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

　　　短縮営業の場合あり

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～

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

※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。


