
まるごと門前仲町
門前仲町のまちを詳しく紹介します

6 月 8日 (土 ) ～ 16( 日 )　

観覧無料

　※10 日（月）休館日

深川東京モダン館の情報誌 2019 年 6月　第 78 号

6 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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おきがる講座 こどもイベント

寄席休館日

門前仲町展
（～ 6/16）

26 27 28

共催
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深川めし

100円で深川めし100円で深川めし

300 食限定
共催：深川めし振興協議会　  

6 月 15 日（土）11：00 ～ 15：00

東京の郷土料理「深川めし」を 100 円で味わってみよう
深川めし振興協議会加盟店の味を
100 円でお試しいただけます。

（試食サイズ）

なくなり次第終了

共催：「深川門前仲町景観まちづくりの会」

展示



6 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5・新三郎の変心

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 )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        

6 月 28 日 ( 金 ) 14 時～ 15 時半 江東区の震災復興橋梁 予約6月15日（土）～

予約制（4 月から各日 1 回開催に変わりました）

6 月 4 日 ( 火 ) 14 時～ 15 時半 深川の花の名所 予約5月25日（土）～

“理性と愛はこのごろあまり仲がよくないらしい”　シェイクスピア『真夏の夜の夢』より

あの江戸・この上方ふたり会

江東モダン亭

予約・当日 1,500 円
定員 50 名

雷門 音助　笑福亭希光

6 月 29 日（土）　15時～（開場 14時半）

共催
6 月 30 日（日）　14時半～（開場 14時）

予約6月5日（水）～

予約 2,500円　

当日 2,800円

6月8日（土）14時～16時

おりがみ   ベーゴマ　こどもたちあつまれ！ 参加無料 　 おりがみ： 高橋勝美さん
ベーゴマ：鈴木祥元さん教える人

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

7 月の催し物ご予約情報

7 月 2 日 ( 火 ) 14 時～ 15 時半おきがる講座 深川と蘭学 予約6月25日（火）～

受講料：500円（コーヒーor紅茶つき）   定員：30名（要予約）   講師：龍澤  潤(深川東京モダン館)

お申し込みはすべて
03-5639-1776 または　info@fukagawatokyo.comまで        

7 月 6 日 ( 土 ) 14 時～ 15 時半モダン講談会

人情ばなし特集　立体「牡丹燈籠」

予約6月5日（水）～

7 月 13 日 ( 土 ) 11 時～ 12 時

歴史講座⑤ 江東×高崎
予約6月25日（火）～

神田 陽子　神田 紫　神田 京子
神田 桜子　神田ひとみ　神田 陽菜

予約 2,500円　

当日 2,800円

モダン館おもちゃ箱　ふかにこファクトリー 予約6月25日（火）～

リトミック要素を取り入れたミニコンサートと親子で一緒に楽しめる簡単な作品を作ります

江東区域とゆかりのある地域をとりあげ
そのつながりを紹介する講座

子供20人まで(申込順)　大人700円 子供300円

受講料：1000円（お土産代込）   定員：30名（要予約）   講師：龍澤  潤(深川東京モダン館)
7 月 15 日 ( 月祝 ) 14 時～ 15 時半



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 75

（文と写真　江東区文化観光ガイド　高橋　稔子）

名言と出会う瞬間

　「人間、何をやるにも遅過ぎることはないのだ。」
2年ほど前、私はこの言葉に出会いました。江東
区ゆかりのかの有名な伊能忠敬氏 ― 200 年以上
前、17年をかけ全国を測量し、日本で始めて正
確な日本地図を作った人の名言です。60歳を過
ぎた私でも、と心に何かが点火されたような気持
ちになりました。そして彼はこうも言っています。
「願望を一時も忘れずに心がけていれば、必ず成
し遂げられる。」字に書けば簡単ですが、なかな
か難しいものです。
　野球選手イチロー氏。今年 3月 21日、突然の
引退会見でした。「成功すると思うからやってみ
たい。それができないと思うからやらないという
判断基準では、後悔を生む。やってみたいなら挑
戦すればいい。その時にどんな結果が出ようとも
後悔はない。基本的にはやりたいと思ったことに
向かっていった方がいい。」何故か涙がポロポロ
流れました。スゴイなあ。ガイドも私なりに少し
ずつできるようにしていこう。そう思った瞬間で
した。
　4月 30日、天皇陛下が退位され、皇太子殿下
が 5月 1日に新しい天皇として即位されました。
それに伴い元号が変わりました。「令和」です。『万
葉集』からの引用で、意味は「厳しい寒さの後、
美しく咲き誇る花のように、つぼみが開き、希望
に満ちあふれた時代にしていきたい」という意味
が込められているそうです。
　そして新紙幣。一万円札のお顔が変わり澁澤榮
一氏となります。日本資本主義の父。多くの会社
設立に尽力され、自身も実業家や議員等で大変活
躍されました。ここ江東区にも数々の足跡が残さ
れています。この方のお言葉「真似をするときに
はその形ではなくその心を真似するのがよい。」
「夢なき者は理想なし、理想なき者は信念なし。
信念なき者は計画なし。計画なき者は実行なし。
実行なき者は成果なし。成果なき者は幸福なし。
ゆえに幸福を求むる者は夢なかるべからず。」今
のところ月をつかむほどの距離感がありますが、

人は人生を終えるその日まで夢は必要なようです。
　同じくこの江東区にゆかりのある小津安二郎氏。
世界的にも高い評価を得た日本映画界の巨匠のお
言葉。「どうでもよいことは流行に従い、重要なこ
とは道徳に従い、美術のことは自分に従う。」つま
り、自分の得意とすることは自分に従えというこ
とです。昔から「好きこそものの上手なれ」と言
いますからね。
　最後に、誰もが知っているトーマス・エジソン氏。
発明家であり実業家の名言です。「私は失敗したこ
とがない。ただ一万通りのうまくいかない方法を
見つけただけだ。」「困るということは次の新しい
世界を発見する『扉（とびら）』である。」みんな、
ただ「やってみたい！」「好きだ～ !!」というエネ
ルギーに突き動かされて、先の見えない霧の中、
手探りで一歩ずつ進めていった結果の人たちなの
です。
　言葉の威力はすごいものです。「令和」は始まっ
たばかりです。
　さあ、色々な言葉と出会い、新しい『扉（とびら）』
を開けて、素敵な何かと出会いましょう！



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78号（2019年5月31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

（ぬいぐるみ、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

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
第Ⅲ期　6月11日（火）～7月15日（月・祝）
＜展示ユニット＞
High×Joker・もふもふえん・THE 虎牙道

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

Lavandula 
　angustifolia


