東京都水道歴史館 2018 年
7月
イベントスケジュール
◆シルバーデー [7/18（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）

夏休みプログラム（子ども向け）

調べてみよう！！
〜水の道をつくった昔の道具〜
日程

7/25（水）〜 8/26（日）

クイズにチャレンジ！
日程

7/14（土）〜 8/24（金）

昔の工事で活躍した道具を展示します。
どうやって使ったのか、調べてみましょう。

これは
なにかな
？

※⼀部の資料は復元品です。
※説明パネル等は⼩学校 4 年⽣を主な対象に作成しています。

展示に隠れている仲間を探す人気のクイズ。
新しく「しょくぶつクイズ」が登場！

キッズシアターと本のお話

①10：30 〜

『玉川兄弟』

日程 7/25（水）
時間 ①10：30 〜
②13：30 〜

②13：30 〜

『蛇口の水は森からのおくりもの』

＜対象：小学校3・4年生＞

れきしこうざ 子ども教室
日程 7/28（土）
時間 13:30 〜 14:00（30 分間）
＜対象：小学校3・4年生＞

江戸の水道

東京の水道
「水道」に関する映像を見た後に、
自由研究におすすめの本を紹介します。

江戸のアパート「長屋」を体験、水の使い方を学んだ後、
『水屋の富』（みずやのとみ）のお話を楽しみましょう。
※長屋は再現されたものです。

講 座
江戸上水入門講座
第 4 回「玉川上水」
日程 7/14（土）
開場 13:00 〜
講座 14:00 〜 14:30（30 分間）

多摩川の羽村堰（はむらせき）
から江戸の四谷大木戸まで、
延々 43km をわずか 8 ヶ月で
完成させたといわれる玉川上水。
設置から廃止までの歴史とその
役割を考えます。

羽村堰（『上水記』
・部分）

季節イベント

七夕

短冊に願いを書こう

日程

6/23（土）〜 7/8（日）

水道歴史館に笹飾りが登場！
短冊に願いを書いて、飾ってください。
※短冊・筆記具は、ご用意しています。

春日

大江戸線 本郷三丁目駅
丸ノ内線 本郷三丁目駅

館までのアクセス
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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）
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東京都水道歴史館 2018 年
8月
イベントスケジュール
◆シルバーデー [8/15（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）

夏休みプログラム（子ども向け）

調べてみよう！！
〜水の道をつくった昔の道具〜
日程

7/25（水）〜 8/26（日）

クイズにチャレンジ！
日程

7/14（土）〜 8/24（金）

昔の工事で活躍した道具を展示します。
どうやって使ったのか、調べてみましょう。

これは
なにかな
？

※⼀部の資料は復元品です。
※説明パネル等は⼩学校 4 年⽣を主な対象に作成しています。

展示に隠れている仲間を探す人気のクイズ。
新しく「しょくぶつクイズ」が登場！

キッズシアターと本のお話

①10：30 〜

『玉川兄弟』

日程 8/1（水）
、8/8（水）
時間 ①10：30 〜
②13：30 〜

②13：30 〜

『蛇口の水は森からのおくりもの』
もの』

＜対象：小学校3・4年生＞

れきしこうざ 子ども教室
日程 8/4（土）
時間 13:30 〜 14:00（30 分間）
＜対象：小学校3・4年生＞

夏休みワークショップ

江戸時代のシャボン玉をとばそう！
日程 8/4（土）
時間 14:00 〜 15:00（60 分間）
< 開始 30 分前に整理券を配布 >

江戸の水道

東京の水道
「水道」に関する映像を見た後に、
自由研究におすすめの本を紹介します。
木の水道管「木樋（もくひ）」を持ち、玉川上水の工事を
手伝った『鬼源兵衛』（おにげんべえ）のお話を楽しみます。
※「木樋」は体験用に短く切ったものです。

江戸時代のしゃぼん玉を体験
します。「しゃぼん」にまつわる
お話を聞いて、実際に飛ばして
みましょう。

江戸ノサボンウリ
（『守貞謾稿』巻六〈部分〉
国立国会図書館デジタルコレクションより）

しゃぼんの材料「ムクロジ」の実

先着 30 名まで
（子どもと大人あわせて）

講 座
江戸上水入門講座
第 5 回「四上水の誕生と廃止」
日程 8/11（土・祝）
開場 13:00 〜
講座 14:00 〜 14:30（30 分間）
史料講座
第 3 回「上水記録を読む (2)」
日程 8/18（土）
開場 13:00 〜
講座 14:00 〜 15:00（60 分間）

江戸には二大上水（神田・玉川）の
ほかに、享保 7 年（1722）廃止
された 4 つの上水があったことが
知られています。これらについて
考えます。

「四ツ木通用水引ふね」
『名所江戸百景』広重
（国立国会図書館デジタルコレクションより）

江戸時代後期の上水に関連した
記録を読みながら、古文書・
古記録に使われる文体や用語に
慣れていきます。
※イベントのため、 第 3 土曜日開催
となっています。 ご注意下さい。

玉川庄右衛門・清右衛門書付（
『上水記』）

季節イベント

縁日
日程 8/25（土）、8/26（日）
時間 13:00 〜 16:00

ヨーヨーつりやひもくじ、サイコロなど、昔懐かしい縁日を
楽しみながら、水道の歴史に親しんでください。
浴衣参加で、記念品をプレゼント！

