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8 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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共催
第366回圓橘の会

三遊亭圓橘

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

 予約 2,500 円・当日 2,800 円

8 月 25 日（土）　15時～（開場 14時半）

岡本綺堂作

木曽の旅人 ― 山の怪 ―



8 月の催し
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明治150年江東人物伝⑥

主催
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

 S  a  l  o  n    d  e    ふ  か  が  わ　

8月7日（火）14 時～ 15 時半　掘割の橋 再

村田保と水産伝習所
8月31日（金）14 時～ 15 時半　

8月11日（土祝）14時～16時
ベーゴマまわそう！　
おりがみをおってみよう！
こどもたちあつまれ！ 参加無料 　

ベーゴマ：鈴木祥元さん
折り紙： 高橋勝美さん

教える人

コドモアソビ主催

9 月 4日 ( 火 ) ①13 時～ 14 時半  ②15 時～ 16 時半

予約制・二回開講に変わります

「葛西橋通り」

おかげさまで大好評につき

講　師：龍澤  潤 ( 深川東京モダン館 )

場　所：深川東京モダン館2階　受講料：各500円（コーヒーまたは紅茶つき）
定　員：各30名（要予約）03-5639-1776 または　info@fukagawatokyo.comまで　
                  ※8月25日（土）から受付開始

場　所：深川東京モダン館2階　受講料：各500円（コーヒーまたは紅茶つき）
定　員：各30名（先着順・予約不要）

再

9 月から

9 月の催し物ご予約情報

てづくりの寄席モダン講談会
9 月 8 日（土）　14 時半～（開場 14時）

　講談って面白い！

神田 桜子、一龍齋 貞橘、神田 紫
神田 鯉風、神田 陽子 他

 ※お申込みは深川東京モダン館   お電話 03-5639-1776 　または　info@fukagawatokyo.comまで

 予約 2,500 円・当日 2,800 円
定員 60 名

江東モダン亭
9 月 9 日（日）　14 時半～（開場 14時）

予約 2,000 円・当日 2,500 円

いずれも予約期間：8月 25 日（土）～　

定員 50 名

講　師：龍澤  潤 ( 深川東京モダン館 )

桂 夏丸  柳家 喬の字  雷門 音助



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 67

（文　江東区文化観光ガイド　西原　正一郎）

　モダン館ガイドとして２年目を迎えます。上
京してから４０年以上にわたって多摩ニュータ
ウンなどに住んでいましたが、定年を機に江東
区に越してきました。江東区は人々がとても親
切で住みやすい町だと感じています。やはり江
戸時代からの歴史がそうした余裕のある雰囲気
を生み出しているのでしょう。
　ここモダン館で来館者の方々とお話をしたり、
深川不動堂や富岡八幡様にご案内したりして感
じますことは、皆さん大変な興味と熱意をお持
ちであると言うことです。それでガイドする側
としても、劣らないくらいの強い好奇心が必要
になります。
　お客様のお住まいやご出身は様々で、千葉県
の博物館にお勤めの方とか、岡山県の同窓会の
方々とか、赤穂のご出身の方で赤穂浪士の
会の方にもご訪問をいただいております。また、
もちろん区内にお住まいのかたも多くいらっ
しゃってお話を伺いました。
　こうして皆さんとご一緒にお話をして、その
方に適したご案内はどんな内容になるかいつも
考えながら、かつ楽しんでいます。なんと言っ
ても、おひとりおひとりが持っていらっしゃる

知識と経験は膨大で、私はそれに啓発される思い
です。
　今個人的に興味を持っているのは、この写真に
あるような狛犬です。これは永昌五社稲荷の前に
ある１８世紀中頃江川場の魚油問屋たちが奉納し
たものだそうです。これは右側のもので怖そうだ
けどユーモラスです。左のお顔もすましていて作
者の人柄が出ています。
　モダン館に来るひそかな楽しみのひとつは、月
に何日か二階で提供される昼食です。ちなみに昨
年のイベントではモダン館が食堂だった頃出され
たというハヤシライスとデザートの組み合わせ
で、雰囲気はまさに昭和初期のものでした。現在
は復刻レシピではない通常メニューでの営業です
が、ランチ喫茶店「にちよう」に皆様も是非お越
しいただいて味わって頂きたいものです。

魚油問屋多田屋・湯浅屋たちの奉納



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

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69号（平成30年7月27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」

そして夏季限定「ひやしコーヒー」

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。

ガイドブック・お土産品 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～14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　800円～

・カレーセット　1000円～

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

（マスコット、シールほか）

・江東区の名所を描いた絵

  はがき(水彩・切絵・写真)

・Ｔシャツ、てぬぐい

　江戸切子、ICカード入れ

　もくレース、深川めしの素

　ランチョンマット、

　コースター　など

深川東京モダン館

Oenothera 
　　　stricta


