
◆シルバーデー [8/16（水）、9/20（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 8・9月

2017 年

※９月は裏面をご覧ください。

〒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
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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

夏休みは水道歴史館へGO!!
～自由研究は「水道」で決まり！～
期間　7/21( 金）～ 8/27（日）

展示室に子ども向け説明パネルが登場 !!3 階ライブラリーには
自由研究向けの本の紹介コーナーができます。
子ども向けガイドやワークシート（新聞台紙）を配ります。
※配布物はなくなり次第、配布は終了。

クイズにチャレンジ！
期間　7/21( 金）～ 8/27（日）

展示にかくれている仲間を探す人気のクイズ。
「どうぶつクイズ」と「じんぶつクイズ」が登場！

小学生向け

本のおはなし
調べてみよう !! 水道のあゆみ
日時　7/21（金）、7/28（金）、8/4（金）
             ①11：00 ～ 11：30　②14:00 ～ 14：30

水道の歴史やしくみをテーマに自由研究を行う小学生に、
おすすめの本を紹介します。参加者には、記念品プレゼント！
対象 : 小学校 3・4年生 / 人数：各回先着 10 名程度
※各日各回内容は同じです。　※ 開始 30 分前に整理券を配付。

小学生向け

小学生向けキッズシアター
日時　7/26（水）、8/2（水）、8/9（水）
①10：00 ～　水とたたかった戦国の武将たち
②10：30 ～　玉川兄弟
③13：30 ～　水とたたかった戦国の武将たち
④14：00 ～　玉川兄弟

おはなしを聞いて、『水とたたかった戦国の武将たち
～「信玄堤」のおはなし～』*・『玉川兄弟』を見てみましょう。
対象 : 小学校高学年以上　※各日同じ内容です。
*『私たちの暮らしと土木』第 2話
　（企画・製作：一般財団法人　全国建設研修センター）

ワークショップ
江戸時代のしゃぼん玉をとばそう！
日時　8/5（土） ①10：30 ～　②14：00 ～
                                 ※各回 70 分程度

今年も開催！江戸時代のしゃぼん玉体験。「しゃぼん」に
まつわるおはなしとともに、実際に飛ばしてみましょう。
各回先着 30 名まで。　※各回内容は同じです。
※ 開始 30 分前に整理券を配付。

調べてみよう !! ～水の道をつくった昔の道具～
期間　7/29（土）～ 8/27（日）

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。

歴史講座
江戸上水道の遺構～千川上水その他～
日時　8/19（土）14:00 ～ [30 分程度 ]

画像資料に基づいてお話しする講座です。発掘調査により明ら
かにされた神田・玉川上水以外の上水遺構や出土品をご紹介し
ます。

縁日
日時　8/26（土）、8/27（日）   13：00 ～ 16：00

ヨーヨーすくいや輪投げなど、昔懐かしい縁日を楽しみながら、
景品をゲット！※浴衣参加で、記念品プレゼント！



◆シルバーデー [8/16（水）、9/20（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 8・9月

2017 年

※8月は裏面をご覧ください。

非常用給水袋配布
期間　9/1( 金）～ 9/3（日）

9/1 は防災の日です。
期間中にご来館のお客様に、非常用給水袋をお配りします。
※お一人様一個。なくなり次第、終了。

秋の落語会
期間　9/16( 土）～ 9/18（月・祝日）
開演　14：30（開場 14：00）※13 時より整理券配布。
　　　各日定員90名 / 無料・先着順・事前申込不要

敬老の日にあわせて、3 連休に 3名の落語家を招いて、
「秋の落語会」を開催します。
【出演者】
9月 16 日（土）昔昔亭 A太郎
9月 17 日（日）柳家小太郎　
9月 18 日（月・祝日）立川吉笑

地域水道キャラバン「震災への水道の備え」
日時　9/1（金）　14：00 ～ 15：00
　　　定員40名 / 無料・先着順・事前申込不要

収蔵資料紹介
淀橋町水道
期間　9/23（土）～ 10/9（月・祝日）

淀橋町は東京市に隣接した町のひとつでした。昭和 7年（1932）
に他の 5郡 81町村と共に東京市に編入されますが、それまでは
町で水道事業を営んでいました。今回は館蔵の淀橋町水道に
関する資料をご紹介いたします。

地域水道キャラバン
日時　9/20（水）　14：00 ～

定員 40名 / 無料・先着順・事前申込不要

大人向けの出前講座です。水道キャラバン隊が、水道局の取組
や震災への水道の備えについて、わかりやすくご紹介します。 
また、特別企画として、水道水の水質について実際の検査を
体験できるコーナーもご用意します。
ご参加の方には、記念品の防災グッズや簡易水質検査キットを
差し上げます！  

展示解説
丸いもの
日時　9/23（土）14:00 ～ [30 分程度 ]

展示室の中で学芸員が独自の視点で展示を解説します。
今回は展示室にある「丸い」資料を取り上げます。

大人向けの出前講座です。水道キャラバン隊が、水道局の取組
や震災への水道の備えについて、わかりやすくご紹介します。
ご参加の方には、記念品の防災グッズを差し上げます！

【申込締切：9/9（土）消印有効 [ 往復はがき]】
江戸上水歴史講座と史跡めぐり
日程　10/1(日）　都民の日
　　　①歴史講座（定員60名）
　　　　10：00 ～ 12：00
　　　②江戸上水史跡めぐりガイドツアー（定員30名）
　　　　13：00 ～（約３時間半）

歴史講座「神田上水」（展示案内含む）と、神田上水の史跡を
巡るガイドツアーを開催します。無料。

申込方法：平成 29 年 9 月 9 日（土）[ 消印有効 ] までに、
往復はがきに、参加希望（「歴史講座のみ」、もしくは
「歴史講座・ガイドツアー両方」）、名前（ふりがな）、
性別、年齢、住所、電話番号を書き、当館まで。
※複数名でご応募の場合は、各々の情報をご記入ください。
※応募者多数の場合、抽選。


