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圓橘の会

平成 27 年 12 月・28 年 1月のカレンダー その他の催し物の詳細は
2面をご覧ください
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臨時休館日

おきがる講座

臨時開館

新春落語会

ふかにこカフェ

江戸独楽展
（～17）

平成 28 年

展示期間中は閉館日なし

主催 広井政昭・江戸独楽展
1月5日(火)～17日(日) 入場無料

深川東京

モダン館だより
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休館日
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新春落語会

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）

休館日 ふかにこカフェ

おきがる講座

コドモ
アソビ

コドモアソビ

講談

31

米講座

世界的に認められた職人・広井政昭氏の比類なき技によって
制作された江戸曲独楽とからくり独楽を展示いたします。
また独楽まわし体験・販売コーナーもあります。

臨時休館日

スタンプラリー（～ 1/31）※深川仲町通り商店街振興組合共催



平成 27 年 12 月・28 年 1月の催し

第338回圓橘の会
演 目   

12月19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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各日とも予約2,500 円 当日2,800 円

共催

12月12日（土）
1月23日（土）

Salon de ふかがわ　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
の歴史についてお話しします。

料金　各回500円（1ドリンクつき）　予約不要・定員各30名

（開場14時半）

薄幸の娘お峰の大晦日の出来事
一、樋口一葉原作「大つごもり」

共催

新春圓橘一門会 1月2日（土）・3日（日）

出 演　

（開場15時半）

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。

②1月 24 日（日）11 時～・13 時半～（2回公演）

①12 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　※要保護者同伴
※プレゼントあり：1ドリンク（大人）、おかし（こども）

申込期間：11 月 15 日（日）～　

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

モダン館 
            コドモアソビ

参加無料 教える人：鈴木祥元さん（ベーゴマ）
　　　　　　　　　 高橋勝美さん（折り紙）
　　　　　　　　　

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。

第7回 モダン講談会共催

予約 2,500円 
当日 2,800円

12月5日（土）14時半～ （開場14時）

女流講談花盛り！

予約期間　11 月 15 日（日）～
定員 60 名に達し次第受付終了

神田　紫　　神田　昌味　　神田　紅葉
神田　真紅　　ひとみ　　　神田　紅佳

※予約　電話 03-5639-1776 または　info@fukagawatokyo.com 

2 日　三遊亭圓橘、小圓朝、萬橘、橘也
3 日　三遊亭圓橘、小圓朝、橘也

各日とも16 時～

華やかに語る “赤穂義士伝特集” 本伝、外伝、銘々伝、女忠臣蔵
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…。

申込期間：1月 5日（火）～　

14時～16時
12月11日（金）14 時～ 15 時半　「雨宮敬次郎と深川」
12月15日（火）14 時～ 15 時半　「深川図書館の歴史」※2013年6月の再講座
1月26日（火）14 時～ 15 時半　「相生橋と中の島公園」※2013年7月の再講座

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。

1月23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

染汁飯
そ   め   め   し

主催

予約期間：1月 5日（火）から　定員に達し次第受付終了



モダン館ボランティアガイドだより38

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　大須賀幹雄）
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目くばり、聞くばり

　もうひとつ、私は参考になるガイド案内の話

し方に興味を持っております。笑顔で、声が通

り、説明も格式ばらず簡単明瞭で、お客様が耳

をそばだたせて聞かれている。そのようなガイ

ド案内をされる方を思い浮かべます。自分には

あそこまでは出来なくとも、ああなりたいと努

力するのみです。

　少々年齢的には“ボケ”が始まるかな～。人

はそれぞれ考えが違っていても、まちあるき案

内をする時は、先輩からの受け売り言葉ですが、

「楽しく、楽しくやることだ」を心がけている

現在です。あとは健康に気を付けて無理をせず、

間違いをおかさず、自分なりにやれる案内にな

るよう、気を配り行っております。

　自分勝手なことばかり書きつづりました。大

変申し訳ございませんでした。私が一番好きな

言葉は「一期一会」です。人との出会いを大切

にと思っております。

　皆様、こんにちは。今回は深川東京モダン館

ボランティアガイドのコラム投稿の当番にあた

り、書かせていただきました。

　思いおこすと深川東京モダン館開館のときか

らまちあるき案内のガイドをいたしましたが、

そのあいだに大病をして三年あまり休みをいた

だきました。その後、モダン館の副館長よりモ

ダン館でのガイド活動のお誘いをいただき、思

い切って飛び込んでみましたところ、出勤初日

に館内の案内で自分の思い込みで大失敗してし

まいました。自分に何がかけているか思い直し、

以前使用していた案内資料をとり出し、目を通

して考えいきついた事が、自分は歴史学者でも

なし、講釈師でもないのに、なにか難しく説明

しなくては役目が果たせないのではと勘違いを

していたのでは、ということです。今ではまち

あるき案内をするたびに、現地に着いたらまず

現場の案内板を手掛かりにお話しをし、自分で

知り得た資料を元に案内するよう心がけていま

す。その資料も確かでなければいけないので、

休んでいる間に、労力、費用、時間を惜しまずに、

商店街の会長役員、寺の住職、神社宮司の方々

とお会いし教えていただいた事、またいただい

た資料の内容をもとにお話ししています。この

資料、今では自分の宝として、まちあるき案内

を行う時には、必ず見直し、また必要な時には

さらに書きたし、案内板にはないことも付け加

えてお話しするように努めています。

　モダン館へ立ち寄られたお客様へは、迷惑に

ならぬように心がけつつ、館内に掲示してある

資料や地図などを少しでも知っていただき、ま

た無料のまちあるきツアーを行っていることを

紹介し、これも自分のまちあるき案内をするう

えでの勉強になることを信じ、もちろん江東区

の歴史についても少しだけでも機会があればお

話をさせていただいております。



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）

　

「深川東京モダン館だより」第40号（平成27年11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」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。

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～ 

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～

※臨時休館：年末年始（12月27～1月1日）
※臨時開館：1月12日（火）

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

・一筆箋各種

・Ｔシャツ、てぬぐい

　江戸切子、江戸独楽

　ICカード入れ、もくレース

　深川めしの素など。


