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7 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）

深川東京

モダン館だより
fukagawa tokyo modankan newsfukagawa tokyo modankan news

主催 おきがる講座

7 月 26 日 (金 ) 14 時～ 15 時半 深川の水売り 予約7月15日（月祝）～

7 月 2 日 (火 ) 14 時～ 15 時半 深川と蘭学 予約6月25日（火）～
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歴史講座⑥ 江東×高崎

予約6月25日（火）～

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

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

　上記いずれもご予約は03-5639-1776 または　info@fukagawatokyo.comまで        

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



7 月の催し
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定員50名

共催

三遊亭圓橘

圓橘の会
圓朝作 怪談「牡丹燈籠」―  その6・お札はがし

主催
モダン館おもちゃ箱

眼前の恐怖も想像力の生みなす恐怖ほど恐ろしくはない―シェイクスピア『マクベス』より

鶏声落語会　祝　二つ目昇進

江東モダン亭

予約・当日 1,500 円 定員 50 名

林家あんこ   柳家 寿伴

7 月 27 日（土）　15時～（開場 14時半）

共催 7 月 28 日（日）　14時半～（開場 14時）

予約7月5日（金）～

予約 2,500円　

当日 2,800円

7月13日（土）

参加無料 ・予約不要　

8 月の催し物ご予約情報

8 月 6 日 ( 火 ) 14 時～ 15 時半おきがる講座 永代通り 予約7月25日（木）～

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)

7 月 6 日 ( 土 ) 14 時半～（開場 14時）

人情ばなし特集　立体「牡丹燈籠」 予約6月5日（水）～

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6月25日（火）～

歴史講座⑦ 江東×南房総

予約8月6日（火）～

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

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)
8 月 12 日 ( 月祝 ) 14 時～ 15 時半

圓橘一門会

予約7月5日（金）～

三遊亭圓朝忌　-8月11日は圓朝の祥月命日-
8 月 11 日 ( 日 ) 15 時～（開場 14 時半）

三遊亭ぽん太  三遊亭楽麻呂  三遊亭圓橘
予約 2,500円　当日 2,800円　定員：50名

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

②コドモアソビ　13 時～ 16 時（わゴムてっぽう、発泡スチロールでのケーキの工作）※わゴムてっぽうは 5人（先着順）

リトミックを取り入れた生演奏での音楽ライブ　親子で簡単な工作も
①ふかにこファクトリー　～親子ふれあいコンサート　11 時～ 12 時

20 組 ( 予約制・申込順 )　大人 700 円子供 300 円

モダン講談会

定員 60 名

共催

予約 2,500円　

当日 2,800円

※上記いずれもご予約は　お電話 03-5639-1776　または　info@fukagawatokyo.comまで

こどもむけイベント

14 時～ 16 時（おりがみ、ベーゴマ）



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 76

（文と写真　江東区文化観光ガイド　清水　健二）

「土屋采女正」邸から「東京堅鐡製作所」へ

　文久2年（1862）の「本所深川絵図」に小名
木川の高橋と新高橋の間に「土屋采女正」と記載
された大名の広大な下屋敷が気になり調べてみる
と新たな発見があり、これについてまとめてみま
した。この場所は私の生まれ、育った所であり、
現在も住んでいる森下 5丁目です。この切絵図を
見ると、町内には 3つの大名が下屋敷を構えてい
ました。
　　　土屋采女正　常陸土浦藩　9万 5千石
　　　細川若狭守　肥後新田藩　3万 5千石
　　　藤堂和泉守　伊勢津藩　 32 万 4千石
　「土屋采女正寅直」は 10代土浦藩主です。明治
元年 (1868) に最後の 11代藩主となった「土屋相
模守挙直」は水戸藩主斉昭の 17男として江戸小
石川邸にて誕生し、兄が徳川慶喜です。11才で
土屋寅直の養子となり、16才で家督を相続し藩
主となりました。
　神田小川町にあった上屋敷は文久 3年 (1863)
に幕府の洋式歩兵部隊の屯所となったために小名
木川の下屋敷を本宅としました。明治 4年 (1871)
廃藩置県に伴い小名木川屋敷の一部が収用されま
したが、残りの土地には引き続き住んでいました。
大きなお屋敷で小名木川から水を引き入れた回遊
式の立派な大名庭園でした。

　収用された土地に内国通運深川支店が設置され、
同所で通運丸の造船、修理が行われ、またここで
は浅い喫水船の研究開発なども行っています。そ
の他、浅野セメントの製樽部も設置されています。
　土屋家は明治 41年 (1908) に深川区富川町 3番
地 ( 現森下 4丁目 ) の小名木川屋敷から豊多摩郡
千駄ヶ谷町隠田 ( 現渋谷区 ) に転居しました。
　跡地に設置されたのが府立実科工業 ( 現墨田工
業高校 )、深川消防署 ( 現森下出張所 )、そして工
場拡大した「東京堅鐡製作所」( 職工数 168 名 ) で
した。去年 ( 平成 30年 )11 月にモダン館で展示さ
れた「明治江東人物伝」で、初めて植田六郎平と
東京堅鐡製作所を知り、私の町内にかつてこのよ
うな会社・工場があったことに驚きました。会社
は明治 30年 (1897) に深川区西町 34番地に設置
されており、私の 4世代前が同じころに住んでい
たのが西町 29番地 ( 現森下 5丁目 ) でした。主な
製品は上・下水道、ガス、電気の銑鉄管、鋳造機械、
鉄道車輪、火の見櫓などで、現存する代表的な製
品は赤坂迎賓館の両側鉄柵、JR東京駅 5・6番ホー
ムに装飾鉄柱 ( 有楽町駅寄り ) が保存展示されてい
ます。

つち    や　う ね め の か み とうきょう  けん てつ   せい  さく  しょ

とも    なお

しげ    なお

東京駅の装飾鉄柱



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79号（2019年6月28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、甘酒

　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

第Ⅳ期　7月17日（水）～8月18日（日）
 ＜展示ユニット＞
S.E.M.・F-LAGS・Legenders

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

Solanum 
　 melongena


