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3 月のカレンダー 催し物の詳細は 2面をご覧ください
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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）
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おきがる講座

おきがる講座

圓橘の会特別企画
3月26日（土）15時～

※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）

三遊亭圓橘 半七捕物帳 “勘平の死”

常磐津清若太夫「常磐津？ ずぼらん？」
　

特別ゲスト
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コドモアソビ

12
江戸※深川

圓橘の会
特別企画

講談会

半七の妹のお粂は常磐津の師匠



3 月の催し
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モダン館コドモアソビ主催

3月12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 　

ベーゴマ：鈴木祥元さん

折り紙： 高橋勝美さん

深川と米にまつわるレクチャーと江戸時代の米レシピ
「名飯部類」で紹介されているメニューをご賞味できます。

3月12日（土）　
①11時～　②13時半～

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

1,500 円予約制　各回 25 名

江戸※深川
調魚飯
う   お   め   し

主催

予約期間：2月 16 日（火）から　定員に達し次第受付終了

第9回 講談会

※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
予約開始：3月 15 日（火）から　定員 60 名に達し次第受付終了

筆

4月2日（土）14時半～（開場14時）

4 月のイベント

春たけて 心嬉しき 講談会

[ 出演 ] 神田陽子ほか 後援：日本講談協会

3月25日（金）14 時～ 15 時半
　　　「掘割の橋」　

主催

両日とも　料 金500円（1ドリンク付）
　　　　　予約不要・定員30名

おきがる講座

コーヒー・お茶を飲みながら江東区
の歴史についてお話しします

第8回 講談会

※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
予約開始：2月 16 日（火）から　定員 60 名に達し次第受付終了

筆

3月5日（土）14時半～（開場14時）

それぞれ得意ネタをご披露
いたしまする～乞うご期待

[ 出演 ] 神田陽子ほか 後援：日本講談協会

 Salon de ふかがわ　

講師　龍澤 潤（深川東京モダン館）

3月8日（火）14 時～ 15 時半　
　　　「名所辰巳八景」　

教える人



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40

（文　江東区文化観光ガイド　泉山　紀明）

間もなくボランティアガイド３年生の戯言

【あるガイド事例】
　一昨年の某日、７０代の女性ゲスト３人を深
川不動・富岡八幡にガイドすることになった。
深川公園で、ゲストが「日露戦争戦死者忠魂碑」
の「渋沢栄一」の名に目を留め、渋沢と当地の
関係を質問。渋沢と深川の関係を説明したとこ
ろ、「昔、青森県の古牧温泉で渋沢邸を見た！」
と強い関心。そこで、「渋沢栄一宅跡とその周辺」
のガイドメニューを提案、ゲストは即座にこれ
を採用。道すがら、次回のために、お不動様と
八幡様の概要を説明。
　現地では説明板に写真があり、私も現役時代、
「大蔵省三田共用会議所」を屡々利用したことか
ら、ゲストとガイドの歯車が完全に噛み合う状
態になった。隣接の「佐久間象山砲術塾跡」も、
深川江戸資料館謹製の布製「本所深川絵図」で
イメージをつくり、前年のＮＨＫ大河ドラマ「八
重の桜」でヒロインの実兄が砲術を学んだ地で、
更に話が盛り上がり、ガイドというよりトーク
になる始末。そして大島川西支川を若干説明し
ただけで、制限時間一杯となり、ゲストは満足
の様子で、「大変楽しかった、また必ず来ます！」
と言われ、お別れした。

【モダン館ガイドの魅力】
　私は今までの拙い経験から、当館ガイドの魅
力が２つあると考えている。
　第１は、ゲストの意向・要望等に対し、ガイ
ドの裁量で如何様にも対応できることである。
私共ガイドは、ゲストに満足頂いて〝なんぼの
世界〟であり、ガイドとしての達成感を味うに
は、最適のステージと考えている。
　第２は、ゲストが少人数で「対話スタイル」
のガイドができることである。ゲストと同じ目
線で、対話を通じ、ゲストとガイドの心と心に
ベルトをかけることができればガイド冥利に尽
きることになる。

【モダン館ガイドとしての我が課題】
　上記の魅力は、裏を返せば即「我が課題」とな
る。「人生色々、ゲストも色々」、ガイドにお任せ
タイプから拘りタイプまで、指向も様々。ゲスト
に応じたリアルタイムのしかもゲストに最大限満
足して頂くガイドが求められる。そのためには、
深川・各スポットの基本情報はもとより、詳細情
報・〝地場情報〟をしっかりと身に着けなければ
ならず、これは奥の深い際限のないものである。
　最近、スマフォを片手に観光スポットを巡って
いる人をよく見かける。先日の街歩きガイドでも、
スマフォで観光情報を見ながら説明を聴くゲスト
がいた。我々はネットでは見られない詳細情報・
地場情報のガイドが求められる。先輩がよく言わ
れる〝引出し〟をいかに増やすかである。間もな
くガイド３年生になるが、まだまだ未熟者。ご指
導・ご教示の程、よろしくお願い申し上げます。



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42号（平成28年2月26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」

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～ 

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　800円～

・カレーセット　1000円～

喫茶にちよう
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』

・『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

・江東区の名所を描いた絵

  はがき(水彩・切絵・写真)

・一筆箋各種

・Ｔシャツ、てぬぐい

　江戸切子、ICカード入れ

　もくレース、甘酒、味噌

　深川めしの素など

ガイドブック・お土産品


