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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
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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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臨時休館日 講談会

5 月 18 日（土）　14時半～（開場 14時）

 ※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

後援：一般社団法人日本講談普及協会・日本講談協会  予約 2,500 円・当日 2,800 円

予約期間：5月 5日（日祝）～　定員 60 名

共催

神田陽子・神田紫
芸歴 40 周年記念公演

神田 陽子　神田 紫　一龍斎貞橘　神田 京子　 神田 陽菜

モダン講談会

「10 連休」は全日開館
5月 7日（火）休館
5月 14 日（火）臨時休館



5 月の催し
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定員50名

共催

三遊亭圓橘

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

圓橘の会

圓朝作怪談「牡丹燈籠」その4・お露の亡霊

主催 おきがる講座

主催
モダン館おもちゃ箱

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or紅茶つき）
定　員：各30名（要予約）　03-5639-1776 または　info@fukagawatokyo.comまで        

5 月 24 日 ( 金 ) 14 時～ 15 時半『深川区史』の編さん 予約5月15日（水）～

予約制（4 月から各日 1 回開催に変わります）

5 月 21 日 ( 火 ) 14 時～ 15 時半 成田山新勝寺と深川 予約5月5日（日祝）～

“美しいものはたちまち滅びるのだ”シェイクスピア『真夏の夜の夢』

三代目四代目圓歌一門会

江東モダン亭

予約・当日 1,500 円
定員 50 名

三遊亭歌扇　三遊亭歌実

5 月 25 日（土）　15時～（開場 14時半）

共催
5 月 26 日（日）　14時半～（開場 14時）

予約5月15日（水）～

アウトサイダーアートの方向

　
4 月 24 日 ( 水 ) ～ 5月 6日（月祝 )　
大阪の障がいを持つ人向けの美術教室「アトリエライプハウス」の作品を展示します

無料

-Westerly winds from Osaka- 2019

　

企画展
共催

予約 2,500円　

当日 2,800円

5月11日（土）14時～16時
 （わゴムてっぽうは13時から）

おりがみ   ベーゴマ      わゴムてっぽうや発泡スチロールでつくるケーキの工作
                                                                                                ※わゴムてっぽう作りは先着5名まで

参加無料 　
おりがみ： 高橋勝美さん
ベーゴマ：鈴木祥元さん
わゴムてっぽう：鈴木康允さん

教える人

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

6 月の催し物ご予約情報
6 月 4 日 ( 火 ) 14 時～ 15 時半おきがる講座 深川の花の名所

予約5月25日（土）～

場　所：深川東京モダン館2階　受講料：500円（コーヒーor紅茶つき）
定　員：30名（要予約）　03-5639-1776 または　info@fukagawatokyo.comまで        

講　師：龍澤  潤 ( 深川東京モダン館 )



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 74

（文と写真　江東区文化観光ガイド　丸 夫佐江）

東西線と門前仲町の想い出

　東西線は最初、1964 年東京オリンピック開
催後の暮れに、高田馬場―九段下間の 5駅の短
い区間で開業しました。
　当時、私は「神楽坂」駅を最寄りとするとこ
ろに住んでいました。
　東西線が通るまでは、バス・都電の交通手段
をつかっていましたから、「東はどこへ？　西
はどこへ？」と全線開通を楽しみにしていまし
た。
　その後、西は「中野」、東は「竹橋」・「大手町」・
「東陽町」そして「西船橋」と順に開通して、
1969 年に全線が開業となり、さらに東西どち
らも JRと東葉高速鉄道が乗り入れ、また新駅
誕生と、東西を結ぶ混雑で有名な線となりまし
た。隅田川の川底を通る画期的な線にもなりま
した。
　川を渡って最初の駅が「門前仲町」です。こ
の「門前仲町」の読みが「もんぜんなかまち」「も
んぜんなかちょう」どちらなのかもわかりませ
んでした。それが「もんぜんなかちょう」とわ
かったのは、嫁いでくる前のことでした。
　大学の教育実習では母校が一杯で、「都立京
橋高等学校（現・晴海総合）」にお世話になる
ことになり、１ヵ月の実習期間、門前仲町乗り
換えとなったのです。これが門前仲町との縁で
した。
　交差点から都電で月島へということですが、
この「月島」も新宿で見ていてどこかわかりま
せんでしたが、今これから自分が行くところが
「月島」ともわかりました。

　江戸時代より栄えた「富岡八幡宮」、明治時代
に遷座して賑わった「深川不動尊」がある「門
前仲町」で、歴史的な町であることも知りました。
そのような町へ縁があり嫁いで来て、なかでも
楽しかったのは縁日でした。
　「神楽坂」も 5の日ごとに縁日があり、「金魚
すくい」に通っていたのです。今では、どちら
も都市開発で、さみしい縁日になりました。
　実家は東西線の沿線にありますし、買い物で
日本橋や銀座へと出やすいので、これからもま
だまだ乗りますし、便利に使わせていただきた
く思っています。
　最後に、東西線は隅田川を通る時、電車の音
の響きが違うと、友人に教えられましたが、い
くら耳を澄ましても、まだわかりません。皆さ
まは「今でショ」とおわかりになりますか。



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。

貸会議室・多目的スペース

会議室(20㎡)多目的スペース(80㎡)

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77号（2019年4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。

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、缶バッジほか）

・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　もくレース

  深川めしの素、

　ちくま味噌、

　コースター　など

深川東京モダン館

Cornus florida

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。

理由あって、モダン館！
「アイドルマスター SideM」のスピンオフアニメ
「アイドルマスター SideM　理由あってMini!」の
アイドルラッピングポスターが
深川東京モダン館に帰ってきます！

第Ⅰ期　3月23日（土）～5月6日（月・祝）
＜展示ユニット＞
DRAMATIC STARS・Beit・FRAME・彩

第Ⅱ期　5月8日（水）～6月9日（日）
 ＜展示ユニット＞
Jupiter・神速一魂・Café Parade

ワ　ケ

主催
深川東京モダン館（深川観光協会） 
一般社団法人 江東区観光協会
ⒸBNEI/WakeMini


