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御神輿は神様の車？
　深川八幡祭りといえば、神様を神輿に

担いでわっしょいの掛け声と共に水をかけ

ることで有名です。ところでみなさん、

御神輿って何のためのものか知っています

か？実は神様の乗り物なんです。普段本殿

に置かれている御神輿や、町会ごとに保管

している御神輿は神様はご不在なんです。

びっくり！祭日の数日前に本殿よりお札を

預かり、御神輿に祀ることで神様の迎え入

れとなります。

祭は「神様」に直接お会いできる
　「神様」を祀った御神輿を担ぐことで、い

つもは本殿に静かに佇む神様が直接街に幸せ

を運んでくださいます。たくさんの御神輿に

神様を宿しますが、その時本殿の神様が不在

になることはありません。「神様」という存

在はローソクの火のように少しずつ分けら

れ、またひとつに集まることができるのです。

富岡八幡客例大祭　2017
8/11（金・祝）～ 8/15（火）
神輿連合渡御は 8/13（日）

おみこし

古石場文化センターでも祭りの展示をします。6/22 ～ 8/20　神輿も登場！
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古石場ニュース

古石場文化センターの旬な情報は facebook ぺージをチェック！

ｆ いいね！

イベント New!HP映画

石から生れたふるいしくん。 趣味はかくれんぼ

深川のアツい夏 今年は３年に一度の深川八幡本祭り！江戸っ子の血が騒ぎます。

本祭りを心待ちにしていた方、これまであまり参加してこなかっ

た方、こんなトリビア知ってましたか・・？

毎回大人気の講座です！
　「深川まちのマイスター」の受講生を募集

します。深川にあるお店や企業が「講師」と

なり、歴史や地域との関わりを紹介します。

話題沸騰のホットスポット
　今回の講師は 2016 年に古石場の地に開業

した都市型ワイナリー（ワイン醸造所）「深

川ワイナリー東京」です。製造しているワイ

ンや製造方法などを解説します。ワイナリー

の醸造見学や試飲もあります。

深川まちのマイスター
「深川ワイナリー東京」

日程：8/29,9/26,10/24 すべて火曜日
時間：14:00 ～ 15:30
場所：古石場文化センター
　　　深川ワイナリー東京（古石場１丁目）
対象：20名（20歳以上）
受講料：1,500 円
　　　　（全３回。試飲ワイン代含む）

【申込方法】
電話・窓口・FAX・インターネット
※応募者多数の場合は抽選
募集は 7/9( 日 ) ～ 7/24( 月 )



ＲＡＫＵＧＯ

もんすたぁず

朝也改メ 春風亭三朝

真打昇進披露公演

もんすたぁずとは…

　古石場文化センターで定期的に落語会を開催して

いるグループ。 　「みんな化けて上手くなるように」

そんな意気込みがもんすたぁずの名前の由来です。

最初の頃は駅から遠い古石場文化センターまでの道

のりを迷って遅刻していたお客さまも、 今では根強い

ファンです。 古石場のお客さまは 「みんな陽気で明

るい」 ともんすたぁずの活動の源になっています。

真打昇進！
　……真打ってなに？

　春風亭三朝が真打 （しんうち） に昇

進しました。 「真打」 とは落語家の階

級で、 最高の力量を持つ者だけが与

えられます。 今回の春風亭三朝の昇

進でもんすたぁずのメンバーは全員

「真打」 となりました。

　これってすごいことなんです！

　もんすたぁずの諸先輩に負けない

様、 一生懸命がんばっていきます。

古石場のお客様に楽しんでいただけ

る様、 努力しますので、 今後とも宜

しくお願い申し上げます。

春風亭三朝より

真打昇進披露公演は

７/２ 日 　14 時開演

場所は２階大研修室です。

料金 ： 前売 1,800 円 / 当日 2,000 円

古石場文化センター窓口 ・ 電話で

ご予約承ります。

みなさんのご来場お待ちしています！

メンバー自己紹介　あなたは誰推し？

①　　②　　③　　④

①柳家燕弥

②柳家小傳次

③春風亭三朝

④古今亭志ん陽

座右の銘

なんとかなる

座右の銘

笑門来福

座右の銘

人生いつも楽しく

座右の銘

志ん陽第一

特技 ： 得意とはまだまだ言えませんが、 書道にハマってます。

一言 ： 初心者からご常連まで笑っていただける落語をやっていきたい。

キャラ ： 陽気なおしゃべり　/ 特技 ： 歴史、 記憶力　

キャラ ： 踊れるデブ　/ 特技 ： 暴飲暴食　

今年も盛り上がるこ
と間違いナシ！

古石場こども夏まつり
　2017

7/9日

10:00　～
16:00　開催

　毎年大盛況の古石場こども夏まつり。 地域の高校 ・

団体 ・ 企業によるいろいろな体験教室や、 無料映画

上映会は大人気！当日参加できるイベントも盛り沢山

です。 夏まつり限定の物産展やまちのおいしいもの市

も開催するので１日中満喫できます♪

３階第４ ・ ５研修室　「木に触れ、 木を学び、 木と生きる」

協力 ： 株式会社長谷萬 カスタムホームズ事業本部

■木育ふれあい囲碁 参加無料

10:00 ～ 15:30　定員 6 名集まり次第随時開催　

■ふくろうメモフォルダ １回先着 10 名　参加費 ： 300 円

①10:00 ②11:00 ③12:30 ④13:30 ⑤14:30　（１回 50 分）

■木のペンダント  １回先着 10 名　参加費 ： 200 円

①10:15 ②11:15 ③12:45 ④13:45 ⑤14:45　（１回 50 分）

対象年齢 ： 未就学児～大人まで

※ただし、 小学 3 年生以下のお子様は保護者同伴

夏まつり裏情報★その１

お昼は早目に確保すべし！
　毎年回を重ねるごとにたくさんの親子で

賑わう夏まつり。 昨年はお昼ご飯が瞬く

間に売れ、 午前中には売り切れたなん

てお話も ・ ・ ・

　今年も牡丹町商店街さんから 「パティ

スリーコラージュ」 「中華三幸苑」 「洋食

かつ兎」、と甘・辛両方楽しめるラインナッ

プで出店していただきます。 また、 静岡

県の西伊豆 ・ 松崎町から山と海の大自

然から生れた幸を取りそろえた物産展を

開催します。 お腹が減っては祭に出れ

ぬ！みなさんしっかりおいしいものをゲッ

トして楽しんでくださいね。

夏まつり裏情報★その２

老若男女！まちの人と接する貴重な機会
　各イベントを手伝ってくださっているのは、 実は地域のみな

さま。 地元の老人会の辰巳白寿会はお手玉、 牡丹二 ・ 三

丁目笑寿会はスーパーボールすくいで元気なこどもたちと遊

んでくれます。 また、 地域の町会の方々、 学生のお兄さん

お姉さんが各ブースでやさしく案内してくれるので、 こども同

士で遊びに来ても安心です。
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PICK UP 当日受付

やなぎや　えんや

やなぎや　こでんじ

しゅんぷうてい　さんちょう

こきんてい　しんよう


