
初春イベント
水滴くん福袋配布＆初春江戸あそび
期間　1/6（土）～ 1/8（月・祝日）

各日先着で、東京都水道局のオリジナルグッズが入った
福袋をプレゼントします。今年は「子ども福袋」も。
期間中、日本の伝統玩具であそぶコーナーや玉川兄弟記念
撮影用パネルが登場します。
【福袋（各日）】①福袋 50 個（中学生以上）
             　　　  ②子ども福袋 20 個（小学生以下）

講演会
発掘された江戸上水
～神田上水石樋の調査を中心に～
日時　1/20（土）　　14：00 ～ 15：30
参加費　無料（事前申し込み制）
申込締切　1/12（金）必着 ※先着順 /定員 70 名

東京都内の江戸遺跡からは、これまで多くの上水遺構が
発見されています。今回は東京都水道歴史館裏に移築・
復原されている「神田上水石樋跡」（石でつくられた地中
の水路跡）の発掘調査ほか、都内で数多くの上水遺構の
発掘調査に携わってこられた専門家 [ 小林　裕氏（東京都
埋蔵文化財センター）] をお招きして、発掘された江戸の
上水について、お話しいただきます。
詳しくは、チラシやHPをご覧ください。

小学生向け展示
見てみよう！
ちょっと昔の水にかかわる道具
期間　1/21（日）～ 2/4（日）
　　　※1/22（月）は休館日です。

水道歴史館には、水や水道に関わる道具がたくさん！
普段はお見せしていない道具を展示します。
※展示する資料の一部は復元品です。

◇【小学生以下 対象】
土日は 3階でアンケートに答えると、
水滴くんトランプをプレゼント !（１人１つ）
日程　1/21（日）、1/27（土）、1/28（日）
 　　    2/3（土）、2/4（日）

【関連イベント】
　日程　1/27（土）
　主な対象　小学校 3年生～ 4年生
　※小学生以上は参加可能 /安全上、未就学児は参加不可
◆道具体けん「もっこをかつごう」
　13：30 ～ 14：00/15：00 ～ 15：30 [ 出入り自由 ]　
　昔の工事で物を運ぶ時に活やくした「もっこ」を担いで
　みましょう。

◆道具と本のおはなし　14：00 ～ [30 分ほど ]
　展示してある道具のお話や、絵本の読み聞かせ、
　道具のことを調べる時に便利な本を紹介します。

◆ちょっと体けん　13：30 ～ 15：30 [ 出入り自由 ]
　昔のせんざい（ムクロジ）のにおいをかいだり、昔の水
　道かんを持ったり出来ます。

　日程　2/3（土） ※どなたでもご参加いただけます。
 ◆ワークショップ「江戸の名水と飲み物」
　14：00 ～ 15：00
　江戸の名水や飲み水のお話とあわせて、江戸時代の飲み
　物を紹介。江戸の飲み物を飲んでみましょう。

◆シルバーデー [1/17（水）、2/21（水）]　※毎月第 3水曜日（当日 65 歳以上のお客様に、記念品をプレゼント）

東京都水道歴史館
イベントスケジュール 1・２月

2018 年

ライブラリー図書紹介
東京水道のあゆみ [12/9（土）～ 1/14（日）]

東京の近代水道をテーマにライブラリーの本を紹介します。
本を通じて、東京水道のあゆみをお楽しみください。

第 59 回 水道週間作品コンクール作品展
期間　12/26（火）～ 1/15（月）

最優秀賞・優秀賞を受賞したポスター 20 作品と、最優秀賞
を受賞した作文 10 作品を展示します。



〒113-0033 東京都文京区本郷 2-7-1
TEL:  03-5802-9040 FAX:  03-5802-9041
http://www.suidorekishi.jp/

開館時間：午前 9時 30 分から午後 5時まで
                      （入館は午後 4時 30 分まで）
休  館  日：  毎月第 4月曜日 (月曜日が祝日または振替休日の場合はその翌日）
                      年末年始 (12 月 28 日から翌年の 1月 4日まで）
入  館  料：   無料

館までのアクセス
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自家用車用の駐車場はありません。
公共交通機関をご利用下さい。

JR 御茶ノ水

「2018 水道カレンダーフォトコンテスト」で入賞した 17
作品を展示します。

2018 水道カレンダーフォトコンテスト入賞作品展
期間　2/6（火）～ 2/25（日）

歴史講座
江戸上水道の遺構
～町家の上水・下水～
日時　2/24（土）
　　  14：00 ～ [30 分程度 ]

神田や日本橋などの江戸の町屋からは、数多くの上水施設
が発掘調査によって発見されています。今回の歴史講座で
は、武家地とは少し違った、町人の住まいから発見された
上水施設と、長屋に設けられた下水についてお話しします。

春の落語会
日時　2/10（土）、2/11（日）、2/12（月・祝）
各日 14：30 開演（14：00 開場）[１時間程度 ]
※13：00 から整理券を配布します。　

2 月の 3連休に、３名の落語家をお招きして落語会を開催
します。無料 /事前申込不要（各日定員 90 名）

【出演者】
2月 10 日（土）桂宮治
2月 11 日（日）立川笑二　
2月 12 日（月・祝日）古今亭駒次

講演会
神田上水取水口大洗堰と水番人
日時　 2/25（日）　　14：00 ～ 15：30
参加費　無料（事前申し込み制）
申込締切　2/16（金）必着 ※先着順 /定員 70 名

【講演者】
文京区文化財調査員
町田　聡  氏

文京区指定史跡である「神田上水取水口大洗堰跡」をとり
あげて、大洗堰のかつての構造や周辺環境をうかがうとと
もに、大洗堰近くに水番小屋を構え、神田上水の管理業務
をになった水番人について紹介します。

申込方法　往復はがきに、お名前（ふりがな）、年齢、
       住所、電話番号、参加人数をご記入の上、
　　　　　ご応募ください。
　　　 　　先着順 /定員に達し次第、受付終了。

応  募   先　〒113-0033　東京都文京区本郷 2-7-1
                      東京都水道歴史館 ２月講演会 係

◆シルバーデー [1/17（水）、2/21（水）]　※毎月第 3水曜日（当日 65 歳以上のお客様に、記念品をプレゼント）

東京都水道歴史館
イベントスケジュール 1・２月

2018 年

左　町家の上水の木樋（『神田淡路町遺跡』より）

右　町家の木組下水（『京橋二丁目遺跡Ⅱ』より）

大洗堰（『上水記』より）




