
　文京区は天然の湧水
にも、「水」遊びの
スポットにも恵
まれています。
　 Bーぐるに
乗って探しに行きませ
んか？

　 小石川後楽園
　江戸時代、水戸藩上屋敷の庭園。池の奥には神田上水の一
部が残されています。この後神田川の上を掛樋を通って江戸
城下に流れて行きました。一般300円、65歳以上150円。Bーぐ
る一日乗車券で2割引。

　 水道歴史館
　神田上水の資料や石桶の復元されたもの、東京の水道に
関する展示館です。水不足の今夏是非関心を持って下さい。
入館料無料。

　 ウォーターシンフォニー
　　（東京ドームシティ）
　昼はさわやかに、夜は幻想的に、光と音にあわせた噴水の
アトラクション。夏休みやクリスマス期間限定の特別バージョ
ンは要チェックです。1日6回。無料で楽しめます。

　 じゃぶじゃぶ池
　　 教育の森公園
　　 音羽児童遊園
　　 神明都電車庫跡公園
　毎夏恒例、区内3ヶ所のじゃぶじゃぶ池の開放は、9月7日
（水）まで。毎週木曜日は清掃のため利用できません。

　 六義園
　昼なお暗い樹林の中を渓流が走り、岩の間から落ちて水し
ぶきをあげる様子は、まさに都会のオアシスです。一般300円、
65歳以上150円。Bーぐる一日乗車券で2割引。

　 巻石通り
　江戸城下に水を送った水路跡。明治以降、衛生上の理由で
蓋がされ、その形状から「巻石」の名が道路に冠されました。

　 江戸川公園
　神田川から神田上水に水を取り込む大洗堰跡があります。
川沿いを少し歩くと、松尾芭蕉が神田上水の改修工事に携っ
ていた頃住んでいた関口芭蕉庵もあります。

　 ホテル椿山荘東京
　椿山荘の庭園の一角にある古香井(ここうせい)から、今も絶
える事なく水が湧出しています。近年ではパワースポットとし
ても注目！

 　カトリック東京カテドラル関口教会

　キリスト教の巡礼地ルルドの泉（フランス・ルルド）を模した
洞窟が、1911年にフランス人宣教師によって作られました。

　 水神社
　神田川大洗堰の守護神が祀られ、上水の恩恵にあずかっ
た神田、日本橋方面からの参詣が多かったそうです。

　 極楽水
　伝通院を開いた了誉聖冏（りょうよしょうげい）上人の庵に
湧き出ていた名水。小石川パークタワー内に再現されていま
す（現在、水は途絶える）。小石川七福神の弁財天。

　 真珠院
　真珠院の墓地に続く通路と、抜けた先の墓地の2ヵ所に水
琴窟があります。趣の異なった窟、耳を澄して水音をお楽しみ
ください。小石川七福神の布袋尊。

次回のテーマは…
読者の皆様から「木」に関する投稿を募
集します。木の風景や木製品など何でも
OK。写真に2、3行のエピソードを添えて
ご応募ください。採用された方にはBーぐ
るオリジナルグッズをプレゼント。送付先
は裏表紙をご覧ください。

28・播磨坂

11・目白台一丁目

30・小石川一丁目

08・江戸川公園

05・水道二丁目

25・窪町小学校

10・ホテル椿山荘東京

10・ホテル椿山荘東京

10・ホテル椿山荘東京

24・六義園入口

21・本駒込三丁目

02・小石川後楽園入口

05・ミーツポート

06・ラクーア

るぅ
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　企画・発行●Bーぐる友の会　文京区向丘1-13-1 さんぽみち総合研究所内
　協力●日立自動車交通(株)

Ｂーぐる友の会　が発足しました！

　「Ｂーぐる友の会」は、文京区コミュニティバスＢーぐる
のことをもっと知ってもらいたい！、Ｂーぐるのファンを増や
したい！を目指して、平成27年12月に文京区Ｂーぐる沿線
協議会から生まれたボランティア組織です。
　「バスでつながる、ひととまち。」をスローガンに、沿線地
域の情報発信やＢーぐると親しむイベントの開催等、様々
な地域活動に取り組んでいます。

メンバー募集中！
　現在Ｂーぐる友の会では、会の運営をお手伝いくださる
方を募集しています。Ｂーぐるが好きで好きでたまらない
方、沿線地域のつながりづくりに参加してみようという方
は、是非ご連絡ください。力を合わせて、文京区発のコミバ
ス文化を育てていきましょう。

Ｂーぐる友の会  活動概要
組織体 ● 任意団体　※文京区の社会教育関係団体に登録
メンバー ● 12名（2016年7月現在）
活動頻度 ● イベント準備にもよりますが、平均月2回程度
参加資格 ● Bーぐるが好きな人！

　Ｂーぐる友の会  連絡先・作品応募先
　MAIL ● tomonokai@b-guru.tokyo
　WEB ● http://www.b-guru.tokyo/
　住所 ● 文京区向丘1-13-1
　　　　KRDビル1階
　　　　さんぽみち総合研究所内
　　　　（担当：沼田）
　TEL ● 03-6240-0988
　FAX ● 03-6240-0997

特　集

Ｂーぐるで「水」スポットをめぐり、
暑い夏を楽しみましょう！
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　Bーぐる沿線情報誌 - びぃぷる -　Bーぐる沿線情報誌 - びぃぷる -

Free!



Bーぐる沿線の「水」スポット案内
Bーぐるバスのルートで巡る「水」の場所。「水」のエピソードは無限です。湧水のように…

「水」にまつわるエトセトラ…

● 下水道の豆知識
　下水道のマンホールには、よく見ると「合流」の文字。何でしょ

うか。都市内の見えない河川である下水は、トイレや台所の排

水などの汚水だけでなく、雨水も入り込みます。汚水は下水処

理場で浄化されて河川へ、雨水はそのまま河川に流されます。

下水道初期には、汚水と雨水を同じ下水管に通す合流式が用

いられ、水処理場に流されました。

大雨の時はあふれた下水はそのま

ま河川に流れる簡易な方式で欠点

がありました。現在建設される下水

道は汚水と雨水は別々の下水管で

運ばれる分流式です。（M）

● 小さな世界
　雨の日や水やり後の花や葉の水滴をよく見

ると、レンズのようになって、向こうの景色が

映っています。（驚!!）（T）

● 神田川・環状7号地下調整池
　かつて、神田川は洪水で周辺住

民、文京区も悩まされてきましたが、

近年、環状7号線（杉並区～中野区）

の地下深くに調整池が完成し、浸水

被害の軽減に大きな効果を発揮して

います。この巨大な地下空間は見学

も可能。詳細は、東京都第三建設事

務所工事第二課施設維持担当

（03-3387-5369）へ。（I）

● 文京区水防災監視システム
　災害時の緊急なお知らせのほか、平時でも文京区内の水位・

雨量情報、神田川のカメラ映像情報が見られます。最大7日分の

情報にアクセス可能です。水害ハザードマップなど、各種防災情

報画面へもリンクがありますので、万一の時に備えて一度確認

しておくとよいでしょう。（T）

→ http://bousaiweb.city.bunkyo.lg.jp/mizubousai/
　100円でお出迎え　

　東京ドームホテルとホテル椿山荘東京はBーぐるの協賛企業。

正面玄関にバス停があります。エアコンが気持ちのいいロビー

でバスを待ち、ドアマンの丁寧なご挨拶。100円で快適なおもて

なしを体験して帰宅。「ピンポン」に応答なく、姿なく、せめて元気

な出迎えは犬か猫。ワイフはテレビを見ていました。再見！

（白山在住、Bーぐるを月20日利用）

Ｂーぐるじじいのひとり言　①

（東京都建設局ホームページより）

文京区水害
ハザードマップ
（文京区ホームペー
ジより）

QRコード

● ティータイムの海外旅行気分
　日本の水は軟水（なんすい）ですが、ヨーロッパでは硬水が一

般的です。緑茶は色と旨味と香りを軟水の適温ゆっくり茶葉が

開くのを待ちますが、イギリスの紅茶は沸騰した硬水のお湯の

中でスプーンでぎゅーぎゅーと押します。

　硬水は日本でも市販されています。それを使って、イギリス紅

茶の気分を味わってはいかが

でしょうか？ご飯も、ピラフ

やパエリア、インドカ

レーなどでは日本のお

米を硬水で炊くことで

本場に近いパラパラの

食感になりますよ。ぜひ

お試しください。（I）

● 水道水の秘密
　水道の水は、塩素の消毒効果があるので常温で3日、冷

蔵庫で10日間ほど保存できます。実は、浄水器を通した水は

水道水より日持ちしないので注意です。

　水道水はまずい、体に良くない、というイメージがあります

が、そんなことはありません。東京都水道局は浄水場にオゾンに

よる高度浄水処理を導入するなど、きめ細やかな水質管理が

行われていて、そのままでも安全で美味しく飲むことができま

す。東京駅や都庁などの東京土産コーナーで、東京の水道水

「東京水」が1本（500ml）103円で販売されていているほどで

す。（Y）

● 文京区観光ボランティアガイドの
　おすすめ「水」コース
　「水と緑の関口コース」がおすすめです。Bーぐる目白台・小

日向ルートの「8 江戸川公園」バス停から出発して、さまざまな

観光スポットをめぐるコースです。このエリアは水に関連したス

ポットが盛りだくさん。詳しくは文京区観光インフォメーション

（03-5803-1941）へ。（M）

東京ド ム

Ｂ

組み合わせの答え● A-お、B-あ、C-う、D-け、E-き、F-え、G-か、H-い、I-く

あ●小石川後楽園内の神田上水跡。
い●東京都水道歴史館。神田上水を含
む江戸上水の歴史的資料や古文書が公
開されています。
う●東京ドームシティ内。夜はスモール
ラスベガス気分。昼は13mの高さから落
下するボートの水しぶきと悲鳴のワン
ダードロップ、床から水が吹き出すマジ
カルミストで清涼感が味わえます。
え●江戸川公園には神田上水取り入れ
口に使用されていた大洗堰が復元され
ています。
お●新江戸川公園は、細川家下屋敷跡
の池泉回遊式庭園です。
か●ホテル椿山荘東京では滝の裏側が
見られます。迫力ある水しぶきと轟音で
マイナスイオンを満喫！！
き●古香井（ここうせい）。今では珍しい
自噴井戸。これもホテル椿山荘東京内。
く●真珠院。墓地への通路にあるアメジ
ストの石から水が流れます。もうひとつ
は墓地の一角、地中に埋めてあり、柄杓
で白い石に水をかけます。
け●湯島聖天境内、江戸名水「柳の井」
が流れ落ちる水琴窟。竹筒に耳を近づけ
るとさらによく聞こえます。水は美髪、厄
除けのご利益があります。

この 9 つの写真 A～I はどのスポッ
トを写したものでしょうか？
次の中から選んで、正しい
組み合わせをつくってね。
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