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5 月のカレンダー 催し物の詳細は 2面をご覧ください

1

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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寄席演芸家似顔絵展2

ゴールデンウィーク企画展

※5月1日（火）休館日

※展示入場無料

4月24日（火）～5月6日（日）

似顔絵師のちばけいすけさん、佐々木知子さんが描いた東京の寄席に
出演している落語家、講談師、色物などの寄席演芸家の似顔絵を展示します。

主催
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10時～18時　※金・土は19時まで　※5/6は16時まで　

29 30 31

休館日

※4月29日・5月5日  13時～16時　似顔絵ワークショップを行います（有料）



5 月の催し
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予約 2,500円　当日 2,800円

共催
5月26日（土）15時～

三遊亭圓橘

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

（開場14時半）
圓橘の会

圓朝作 塩原多助一代記
し  お  　 ば  ら         た         す   け     い  ち       だ  い         き

第363回

ベーゴマまわそう！　

おりがみおろう！

みんなあつまろう！

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

両日とも　料 金500円（1ドリンク付）
　　　　　予約不要・定員30名

意気相投ず是良縁
い　　  き　    あい　  とう　　　        これ    りょう   えん

5月25日（金）14 時～ 15 時半 「明治150年江東人物伝③鈴木藤三郎と製糖業」　

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　

講師　龍澤 潤（深川東京モダン館）

5月8日（火）14 時～ 15 時半 「船橋屋織江」再

主催

5月12日（土）14時～16時

コドモアソビ



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 64

（文　江東区文化観光ガイド　坂田　泰文）

吉良上野介
　昨年末、ツアー「赤穂浪士が歩いた深川古道」

をガイドする機会を得ました。その時、吉良上

野介義央（以下、吉良）の領地だった愛知県吉

良町では、名君として今でも尊敬を集めている

ことを知り、それ迄抱いていた強欲な悪人とい

う先入観に疑問を持ち資料を調べてみました。

　結果、浅野内匠頭長矩（以下、内匠頭）の世

間知らず、短気、人の気持ちを思いやる気配り

に欠けたことが原因で、吉良はむしろ被害者で

あったと思うようになりました。朝廷勅使接待

を無事終えるためには、儀典を熟知している吉

良の全面的な助けを必要としていたにも拘らず、

内匠頭は格式通りの土産しか吉良に渡しません

でした。吉良にしてみれば、自分の 10倍を超

える 5万 3000 石という裕福な大名である内匠

頭から、相応の謝礼を期待していただけに、軽

く見られたと思ったでしょうし、その後も何度

か「謝礼が少ない」と暗に仄めかしますが、内

匠頭に無視されます。吉良が内匠頭に与えた意

地悪は決して誉められたものではありませんが、

松の廊下で切りつけられたり、高家筆頭の役職

を退いたり、警護のしにくい本所に住居を移さ

れ、討ち入りで首を獲られ、挙句の果てはお家

断絶、そして後世の人に強欲で醜悪な老人と記

憶される程のものではないと思うのです。

　内匠頭は 16歳の時に一度勅使接待を経験し

ています。この時は江戸家老が差配して無事大

役を果たしています。ですが今回は「吉良は強

欲であり、相応の謝礼を用意するように」との江

戸家老の助言を無視したのです。300 人の家来

を抱える一国一城の主でありながら、御法度であ

る殿中での刃傷事件を起こした内匠頭の短気は、

どう考えても許されるものではありません。まし

て綱吉が朝廷と御母堂桂昌院への位階授与の交渉

中であったことは、内匠頭に不利でした。即日切

腹、そしてお家断絶という厳しい沙汰を受けるこ

とになったのです。

　刃傷事件と討ち入り事件は、当事者だけでなく、

関与した多くの人に最悪の不幸をもたらしまし

た。もし内匠頭に世知があって、吉良の気持ちを

慮る余裕があれば、吉良が満足する謝礼を渡して

いたでしょうし、武士の面子を汚されたとして一

時の怒りに身を任せる前に、抱える家来 300 人

のことを考える余裕があったら、と考えざるを得

ません。



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66号（平成30年4月25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

Dianthus 
   caryophyllus

深川東京モダン館


