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11 月のカレンダー 催し物の詳細は 1、2、4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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企画展「深川の食」
（～23）

深川モダン食堂

深川モダン食堂
このしるしの日は「100 円で深川めし」開催日

コドモ
アソビ

企画展
主催 深川の食

深川地域の食の歴史や文化について紹介します　
　　　　　　　　　　　　　　　　　     ※見学無料

11月10日（火）～23日（月・祝）
11月16日（月）休館日

100円で深川めし
11/14（土）15（日）21（土）22（日）23（月祝）各日 11：00 ～ 14：00

深川めしを各日 100 食限定試食！　
なくなり次第終了

協力：深川めし振興協議会

写真はイメージです門前仲町周辺の地域資源をクイズとしたクイズラリーも開催

関連
イベント



11 月の催し
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一、岡本綺堂原作「黄八丈の小袖」

第337回 圓橘の会 11月28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）

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

Salon de モダン　11月27日（金）14 時～ 15 時半
　内 容　「世界史を学び直そう
　　　　　　～ユーゴスラヴィアとナショナリズム」
　講 師　渡 辺 賢 一 郎(深川東京モダン館)
　

料 金　500円（1ドリンクつき）
予約不要・定員30名

モダン館 コドモアソビ
主催

11月7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）

深川モダン食堂主催 10/31（土）11/1（日）

11/7（土）・8（日）  各日11時半～15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。※写真はイメージです）

平成 24 年度より開催の「モダンな食堂」が、東京文化財ウィークに復活いたします。特にご好
評いただいた昭和初期のメニューを今回提供いたします。どうぞお越しください。1階では過去
3年間にご提供したメニューの人気投票を行います。

スコッチエッグ
11/1

10/31

チキンソテー、オブ、
インディアン

11/7
11/8

料金　1,000円

※各日限定20食



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。

3

モダン館ボランティアガイドだより37

（文　江東区文化観光ガイド　尾関　孝紀）
※古石場文化センター小津安二郎紹介展示コーナー前にて

小津安二郎を知っていますか？

　某月某日、20 代前半と思われる女性を古石場文

化センター１階にある「小津安二郎紹介展示コー

ナー」にご案内したときのお客様との会話。

　「ここ深川の出身で、世界的に有名な映画監督の

小津安二郎さんはご存知ですか？」「いいえ、知り

ません。いつの時代の方ですか？」「戦前の無声映

画時代から、戦後の昭和 30 年代後半に活躍されま

した」「それじゃ、知らないはずです。私の祖父母

の時代ですよ。代表作はなんですか？」「『東京物語』

とか『晩春』ですが、観たことはありませんか？」「い

え、どこかで聞いたことはある気がしますが、観た

ことはありません」「区内の深川図書館に行かれれ

ば、小津監督の作品のほとんどがビデオで揃ってい

ますので、是非行ってみてください」「映画にはど

んな俳優さんが、出演なさっていますか？」「原節

子さん、杉村春子さん、笠智衆さんなどです」「（展

示されているパネルを観ながら）“かさ”ではなく、

“りゅう”と読むのですね。（別のパネルの写真を見

ながら）この俳優さんは今でいうイケメンですね。」

「この方は、佐田啓二さんで、後期の小津作品の常

連俳優で、あの中井貴一さんのお父様でいらっしゃ

います。小津監督は、貴一さんの名付け親でした」

「えっー。そうなんですか。中井貴一さんなら知っ

ています。今度一度観てみますわ」。中井貴一さん

の名前を出して、ノーリアクションだったら、どう

しょうかと思いました。毎回、若いお客様にどうやっ

たら、小津さんに関心を持ってもらうか頭を悩まし

ます。

　また別の日に、ご年配の御婦人を同じ場所にご案

内すると……。

　「小津監督が深川生まれだったことは、ご存知で

したか？」「知っていますわよ。ここに来る前に渡っ

た橋は小津橋といって、小津さんの本家が架けた橋

なのよ。生まれた場所は、門前仲町の駅から歩いて

５分くらいの深川１丁目、当時は亀住町といわれて

いたわ。」「よくご存じですね。どんな作品が印象

に残っていますか。」「戦前は『生まれてはみたけ

れど』と『一人息子』、戦後は『彼岸花』かしら。

年を取ると何度も見たくなるから、不思議なもの

ですよ。（パネルの写真を指されて）、あー田中絹

代さん。懐かしいわ。一度鎌倉でお姿を拝見した

ことがあるんですよ。とてもきれいな方でした」「田

中絹代さんも、戦前から小津作品の常連でしたね」

「常連といれば、笠智衆さんですよ。私の鎌倉の家

のお隣にお住まいになっていて、よくお姿を拝見

しました。笠さんといえば、山田洋次監督の『男

はつらいよ』の御前様役でも有名でしたけど、江

東区にある亀戸天神でね、マドンナの八千草薫さ

んが寅さんに結婚してもいいと告白するシーンが

あるのよ。知っていた？」「いえ、そこまでは、知

りませんでした」「ダメよ。あなた、江東区のガイ

ドなら、もっと勉強してくださいよ。それからね、

小津さんといえばね……（以下省略）」。

　年配のお客様には、教えられることが多い毎日

です（なお、八千草薫さんが出演されているのは、

第 10 作『男はつらいよ　寅次郎夢枕』（昭和 47 年）

でした）。



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39号（平成27年10月30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）。ホットの「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　800円～

・カレーセット　1,000円～

12 月の催し　先行予約のお知らせ

第7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

予約期間：11 月 15 日（日）から　定員 60名に達し次第受付終了

筆

12月5日（土）14時半～（開場14時）

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。

12 月 6 日（日）
・11 時～　・13 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、お子様には素敵なおかしのプレゼントあります。

申込期間：11 月 15 日（日）から　上記定員に達し次第受付終了

メール → fukanikocafe@gmail.com 　　お電話 → 03-5639-1776

華やかに語る “赤穂義士伝特集”
本伝、外伝、銘々伝、女忠臣蔵

出演：神田 紫　神田 昌味  神田 紅葉
　　　神田 真紅　ひとみ　神田 紅佳

12 月は義士伝の季節 !!　元禄 14 年 3 月
14 日に起こった赤穂事件。全てはそこか
ら始まった…。女流講談花盛り！


