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上下水道局では、お客さまからいただく上下水道料金等によって事業を運営しています。
名古屋市上下水道局公式ウェブサイト　http://www.water.city.nagoya.jp/

発行：名古屋市上下水道局広報サービス課
〒４６０-8508　中区三の丸三丁目1番1号   （電話 052-972-3608　FAX 052-972-3710）
平成30年７月　9,500部　 本誌は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。
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下水道科学館 (入館無料)
●所 在 地
●開館時間
●休 館 日
●交　　通

●電話・FAX

北区名城一丁目3‒3（名城水処理センター1階）
9：30～16：30
月曜日（月曜日が休日の場合は直後の平日）・年末年始
市バス「城北橋」または「名城公園」下車徒歩5分
地下鉄名城線「名城公園」下車1番出口徒歩5分

052-911-2301
※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。

※団体の場合は事前にご連絡ください。車いすの方も見学できます。

水の歴史資料館 (入館無料)
●所 在 地
●開館時間
●休 館 日
●交　　通

●電　　話

千種区月ヶ丘1丁目1-44
9：30～16：30
月曜日（月曜日が休日の場合は直後の平日）・年末年始
市バス「月ヶ丘」下車徒歩2分、「谷口」下車徒歩１４分

地下鉄東山線「覚王山」下車1番出口徒歩17分
052-723-3311　　　052-723-3312

※団体の場合は事前にご連絡ください。車いすの方も見学できます。

※おかけ間違いのないようにご注意ください。

「覚王山」駅

次回発行予定は平成30年10月です。
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電話 052-884-5959　FAX 052-872-1296
ゴ ク ゴ ク

お客さま受付センター（名水ダイヤル）
メイ スイ

受付時間 ：〔平　日〕 8：00～19：00   〔土・日曜日、休日、12/29～1/3〕 8：00～17：15

水道のご使用開始や中止などのお申し込み・各種ご案内は

年中無休

　第二弾を実施中の「なごやコレクションカード」。今年度の
テーマは「○」です！さて、○に入る言葉はどれでしょう。
Ａ．橋　Ｂ．塔　Ｃ．館
「ヒント」 この「水と四季」をよく読んでね。

もんだい

電子メールでもご応募いただけます。件名を「水と四季夏号クイズ応募」とし、上記①～⑥を入力の上、
cs.oubo@jogesuido.city.nagoya.lg.jp（全て小文字。lgは「エルジー」）までお送りください。

※ご応募いただいた個人情報は誌面づくリの参考、ご質問などへの対応、クイズの当選通知および賞品の発送の目的以外には使用しません。

新たに開設した水の使い方を提案する特設サイトは、「うるおいライフ　趣味：「Ａ．水道」」です。前号の答え

大
津
通

　はがきに ①クイズの答え ②クォータリー「水と四季」を手に入れられた場所 ③読まれた感想や
今後読みたい内容、上下水道局へのご質問、ご意見など ④住所 ⑤氏名 ⑥年齢をお書きのうえ、
〒460-8508  名古屋市上下水道局広報サービス課（宛先住所なしで届きます）までご応募ください。
　正解者の中から抽選で10名様に図書カード500円分を差し上げます。当選者の発表は、発送を
もってかえさせていただきます。締め切りは、平成30年9月28日（金）必着です。
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※現在「天満すいどうはし」が工事閉鎖中のため、「覚王山」から市バスを
　ご利用の方は、「天満通二丁目」バス停をご利用ください。（徒歩5分）

お問い合わせ先
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Expedition team of waterVoL.5

表紙の写真

（長野県木曽郡大桑村）
阿寺渓谷

砂小屋山に水源を発する阿寺川が流れる渓谷の入口。渓谷を流れるエメラルドグリーンの
水の美しさは格別で「阿寺ブルー」と呼ばれている。

　名古屋の水がめとして知られる岩屋ダム
は、昭和５２年に完成した多目的（洪水調
節・新規利水・発電）のロックフィルダム（土
や岩石を積み上げて造られたダム）です。
　岩屋ダムは、岐阜県美濃加茂市で木曽
川に合流する飛騨川の上流支流である馬
瀬川に建設されており、木曽川河口からお
よそ１４０km上流に位置します。
　ダムの高さは127.5m（一宮市にあるツ
インアーチ138とほぼ同じ高さ）、幅は
366m（新幹線約15両分の長さ）、貯水
池の容量は1億5,000万㎥（ナゴヤドーム
約120杯分の水量）にもなります。
　また、ダムの周辺には、貴重な動植物
であるクマタカ、ヤマセミ、ギフチョウ、モリ
アオガエルやカタクリ、クマガイソウなどが
たくさん生息しています。
　ぜひ一度訪ねてみてはいかがでしょうか。
【ダムの目的と役割】
■洪水調節
　大雨の時に川に流れる水の量を調節しま
す。ダム地点の計画洪水流量2,400㎥/秒

岩屋ダム

■ダムの諸元
ダム形式：ロックフィルダム
総貯水量：１億７,３５０万㎥　有効貯水量：１億５,０００万㎥
堤高：１２７.５m　堤長：３６６.０m　湛水面積：４.２６k㎡

■岩屋ダムへのアクセス
●JR 高山本線　　　  飛騨金山駅から車で約３０分 
                         　　   下呂駅から車で約２５分
●東海北陸自動車道　郡上八幡 ICから車で約６０分
●東海環状自動車道　富加関 ICから車で約６０分

■お問い合わせ
独立行政法人水資源機構　岩屋ダム管理所
〒５０９-１６０２　岐阜県下呂市金山町卯野原６-２７
電話：０５７６-３５-２３３９  FAX：０５７６-３５-２０２１
電話でのお問い合わせは、月曜日から金曜日８:３０～1７:００の間にて
お願いいたします。

のうち、300㎥/秒を放流し、2,100㎥/秒を
ダムに貯めることで洪水調節をしてい
ます。
■新規利水
　農業用水や都市用水（水道用水・工
業用水）を供給しています。
　木曽川右岸と岐阜県中流地区の農地へ
農業用水を、愛知、岐阜、三重の各県と、
名古屋市、八百津町に水道用水を、愛知
県尾張地区、岐阜県中濃地区、三重県
北勢地区に工業用水を供給しています。
■発　電
　ダムからの水を利用し、馬瀬川第一発電
所と第二発電所で合計３５万４,４００kw（一
般家庭で約１１万世帯の使用量）の発電
をしています。

　美しい東仙峡金山湖を周遊するレイクツアー。都会の喧騒を離れ、自然豊か
な湖をカヤックにのって周遊しましょう！
　タンデムカヤックなら小さなお子さまも乗ることができますよ。ゆっくりと流れる時
間をお楽しみください。

　木曽三川流域における水環境保全を目的として、平成２８年度に「なごやの水源・木
曽三川流域連携事業寄附金（ふるさと寄附金）」を設立し、名古屋市の寄附金制度の
１つとして募集を行っています。みなさまからの貴重なご寄附は木曽三川流域の水環境
保全に役立てます。

 下呂温泉から２５分！
～ゆったり湖上散歩～  カヤックツアー

なごやの水源・木曽三川流域連携事業寄附金 (ふるさと寄附金 )
申込み受付中！！

なごやの水源・木曽三川流域連携事業寄附金 (ふるさと寄附金 )
申込み受付中！！

初心者
歓迎♪初心者
歓迎♪

※ペット（犬）は要相談。
※当日の天候や湖面の状態により中止となる場合がございます。
※このツアーは、「岩屋ダム湖面利用（東仙峡金山湖）ルール」に
　基づき開催しています。

【開催期間】　５月２０日～１１月下旬
【体験料金】　大人３,８００円　小人２,８００円
　　　　　　（10：30-12：30/13：30-15：30  ※２名より催行）
【対象年齢】　３歳～７５歳
【予約有無】　要予約（締切：１日前の１９時まで）
【お問い合わせ先】　下呂市金山振興事務所
　　　　　　　　  地域おこし協力隊　
　　　　　　　　  大川泰幸（080-3049-1146）

・インターネットサイト「ふるさとチョイス」（お支払：クレジットカード、納入通知書）からのお申込み。
　　https://www.furusato-tax.jp/japan/tax_form/２３１００
・申込書（お支払：納入通知書）によるお申込み。下記サイトから申込書をダウンロードし、必要事項を
  ご入力のうえ、上下水道局経営企画課までご送付ください。
　　http://www.water.city.nagoya.jp/kisosansen/category/topics/１６１８４.html

お申込み方法 七宝みそ・しょうゆフルーツビネガー飲み比べセット 小坂康人作うるしぐらす

木曽ヒノキの
名刺入れ

とまとのまんまセット

明宝ハム

※写真は特産品の一例です。

岩屋ダム全景 クマタカ観光放流のようす

１回の寄附額が１万円以上の方に、木曽三川流
域の魅力的な特産品を１つ差し上げます。年度
内に何回でもお申込みいただけます。 坂内　龍神米
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Storage drinking water for accidents

　大規模な災害が発生し、広範囲で断水が発生す
ると、みなさまに水が行きわたるまでに数日かかってし
まう場合があります。
　「いざ」という時のために、各ご家庭で１人１日３リッ
トルの３日分（９リットル）以上の飲料水の備蓄をお
願いします。

◆災害用備蓄飲料水「名水」の販売
　７月１８日（水）から災害用備蓄飲料水「名水」
を販売します。
　配達販売はお電話にて受付いたします。

販売価格　１箱（４７５ml×２４本入り　計 11.4リットル）2,000 円（税込）
窓口販売　
販売期間：平成３０年７月１８日（水）から平成３１年３月２９日（金）まで
配達販売
受付期間：平成３０年７月１８日（水）から平成３１年３月１５日（金）まで
配達期間：平成３０年７月１８日（水）から平成３１年３月３１日（日）まで
※給水区域外への配達は、別途送料が必要となります。また、割引の適用もありません。

※写真は、イメージです。

～こんな場合には割引します～

●窓口で購入する場合･･･１箱につき２００円を割引します。
●以下の①～⑤に該当する場合、１箱につき１００円を割引します。
  ご注文時にお申し出ください。
　　①高齢者（６５歳以上）のみの世帯
　　②介護保険要介護者・要支援認定者の在宅世帯
　　③障害者の在宅世帯
　　④難病患者の在宅世帯
　　⑤乳幼児（０～５歳）の在宅世帯
　　 ※窓口販売には適用されません。
　　 ※①から⑤の中で２つ以上の条件が該当した場合でも割引は１箱につき１００円とします。

Collection Card/FESTIVAL

なごやコレクションカード 今年は「館」をテーマに実施中！
　名古屋市内の魅力的な施設をカードにした「なごやコレクションカード」。
　好評だった「塔」シリーズに引き続き、第二弾となる今年度のテーマは「館」です！
　今年も全９種類のカードを全て集めた方、先着300名様に、 災害用備蓄飲料水
「名水」１箱をプレゼントします！！

　９月10日の下水道の日にちなんで、名古屋市北区にある下水道科学館で毎年恒
例の「下水道科学館まつり」を開催します。
　下水道や水環境について、楽しく学ぶことができるイベントで、簡単な工作教
室やステージショーなどの企画も盛りだくさんです。
　ぜひ遊びに来てくださいね♪

配布場所：配布協力店舗等
　　　　　（詳細は局公式ウェブサイトをご覧ください。右の
　　　　　ＱＲコードからご覧いただけます。）
お問い合わせ：広報サービス課
　　　　　　　電話  052-972-3742　FAX  052-972-3710

裏面をつなげて楽しむこともできますよ♪

昨年度のステージショー

表面には、建物に関する様々な情報が満載！
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　熱田白鳥の歴史館 　 名古屋市科学館 　　名古屋大学減災館

　演劇練習館アクテノン 　 名古屋市市政資料館　 　　 水の歴史資料館

　下水道科学館　　　　　　  名古屋市博物館 　　　　     見晴台考古資料館

入場無料

日時：平成３０年９月８日（土）・９日（日）
         ９：３０～１６：３０
場所：下水道科学館（北区名城一丁目３-３）
お問い合わせ：裏表紙参照
H P：www.waterlab.nagoya

下水道科学館まつり
　9/8（土）・9（日）に

開催決定！

下水道科学館まつり
　9/8（土）・9（日）に

開催決定！

＊お問い合わせは、お客さま受付センター（裏表紙参照）まで。
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＞
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からだと環境にやさしい
料 理 レ シ ピ を ご 紹 介

トマトとレモンの
さっぱり塩ラーメン

水を賢く活用して、
暑い夏を乗り切ろう！！
　梅雨が明けると、いよいよ夏本番です。
うだるような暑さでエアコンをつけっぱなしに
しがちですが、電気代も体調も気になります
よね。そこで今回は、水を賢く活用し、お金
をかけることなく、暑い夏を涼しく過ごす方法
を紹介します。

　足湯の要領で、足水を
　帰宅したら、洗面器に水道水をたっ
ぷり入れて、足湯な
らぬ足水を 1～2 分。
氷を入れれば、いっ
そう爽やかです。汗
ばんだ体が涼しさで
満たされることで
しょう。

　ペットボトルを凍らせて
　湯たんぽで暖を取るように、ペッ
トボトルを凍らせて涼を取りましょ
う。足元でゴロゴロさせたり、抱き
枕のように抱いて寝たり、使い方は
自由自在。水滴が気になる場合は、
タオルを巻いて使いましょう。

①鶏ささみは筋を取り、塩、酒をふり、ふ
　んわりとラップをして電子レンジで２分加熱
　する。
　冷めてから細かく裂いておく。
②鍋に湯を沸かし、鶏がらスープの素と酒、
　レモン汁、トマトの角切りを加え、塩で味
　を調える。
③中華麺は袋の表示通りに茹で、水気をきっ
　て器に盛り付け、②のスープをかける。
　鶏ささみ、レモン、ねぎを盛り付け、好み
　でごま油と粗びきこしょう（黒）をふる。

＊レモンとトマトのさわやかな酸味が食欲をそそり、暑 
　い夏でもさっぱり食べられます。
＊鶏ささみは良質なたんぱく質が豊富で低脂肪なた
　め、ダイエット中の方にもおすすめです。また、ビ
　タミンＢ群も豊富で代謝アップに効果的です。
＊鶏肉に含まれる必須アミノ酸の一種「トリプトファ
　ン」はリラックス効果があり、睡眠作用や精神安
　定作用を持つ神経伝達物質セロトニンを作ります。
＊レモンにはビタミンＣが多く含まれ、抗酸化作用が
　高く、クエン酸により疲労物質と呼ばれる乳酸を
　分解する働きをするので、疲労回復にも効果があ
　ります。

作り方 ポイント

お客さまの声
Customer's

voice
Q

A

レモン（輪切り）　                ６枚
万能ねぎの小口切り　         適量
水　　　                       800ｍｌ　
鶏がらスープの素（顆粒）　大さじ２
酒　　　　　                 大さじ１

………
……………

…………………………

…………………………
…

生中華麺  　　　　　 ２玉
鶏ささみ  　　　　　　１本
塩　　　　　　　      少々　
酒   　　　　　　　大さじ１
トマト（１cm角切り）　１個分

……………
………………

……………………
…………………

…

レモン汁　　         大さじ２
塩 　　　　　          適量　
ごま油　　            小さじ１
粗びきこしょう（黒）　  適量

…………
……………………

……………
…

エネルギー…459kcal
食塩…6.3g

知らなきゃ損する !? 水にまつわる『知っ得』情報掲載！

＊栄養価（１人分）

材　料（2人分）

　「水道工事のお知らせ」の紙が届いたのですが、記載の工事
期間のうち私の家の前はいつ工事を行うのか、詳しい日程を教え
てください。また、工事をしていても車の出入りはできるのですか。

　「水道工事のお知らせ」に記載している工事期間は、水道工事全体にかかる期
間です。お客さまのご自宅や駐車場出入口付近で作業する場合は、事前にできる
限り工事日を調整させていただきます。
　個々の工事の詳しい日程・内容につきましては、お手数ですが「水道工事のお
知らせ」に記載してありますお問い合わせ先までご連絡ください。

　打ち水を朝に夕に
　玄関先への打ち水は来客への心遣い
でもあり、水が蒸発する際の気化熱を利

用した、涼を感
じるための生活
の知恵でもあり
ます。朝夕の涼
しい時間帯に行
うのが最適です。

　水スプレーを活用！！
　スプレーボトルに水を入れて、顔や首
筋にスプレーすれば、一瞬にして涼を
感じることができます。温泉水や化粧水
などを少し加えると、美容効果も期待で
きます。

自分で育てた野菜でサラダを作ってみませんか？
家の中の小さなスペースで手軽にできるインドア
ガーデニングの方法を紹介しています♪ 
まずは、ウェブサイト

「うるおいライフ　趣味：水道」をご覧ください！
うるおいライフ

ＱＲコード、または
上下水道局公式
ウェブサイトから
アクセスしてくだ
さい！

直接検索でもＯＫ!!

うるおいライフ　趣味：水道うるおいライフ　趣味：水道
～夏の『知っ得』～

名古屋文理大学短期大学部　調理科学研究サークルレシピ監修
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上下水道局では、お客さまからいただく上下水道料金等によって事業を運営しています。
名古屋市上下水道局公式ウェブサイト　http://www.water.city.nagoya.jp/

発行：名古屋市上下水道局広報サービス課
〒４６０-8508　中区三の丸三丁目1番1号   （電話 052-972-3608　FAX 052-972-3710）
平成30年７月　9,500部　 本誌は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。

「城北橋」
バス停

「名城公園」
バス停

「月ヶ丘」
バス停

「谷口」
バス停

●名古屋城

●上野天満宮

東山給水塔●

日泰寺●

●鍋屋上野浄水場

●愛知県体育館

至藤が丘至栄

至黒川 N

下水道科学館 (入館無料)
●所 在 地
●開館時間
●休 館 日
●交　　通

●電話・FAX

北区名城一丁目3‒3（名城水処理センター1階）
9：30～16：30
月曜日（月曜日が休日の場合は直後の平日）・年末年始
市バス「城北橋」または「名城公園」下車徒歩5分
地下鉄名城線「名城公園」下車1番出口徒歩5分

052-911-2301
※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。

※団体の場合は事前にご連絡ください。車いすの方も見学できます。

水の歴史資料館 (入館無料)
●所 在 地
●開館時間
●休 館 日
●交　　通

●電　　話

千種区月ヶ丘1丁目1-44
9：30～16：30
月曜日（月曜日が休日の場合は直後の平日）・年末年始
市バス「月ヶ丘」下車徒歩2分、「谷口」下車徒歩１４分

地下鉄東山線「覚王山」下車1番出口徒歩17分
052-723-3311　　　052-723-3312

※団体の場合は事前にご連絡ください。車いすの方も見学できます。

※おかけ間違いのないようにご注意ください。

「覚王山」駅

次回発行予定は平成30年10月です。

広小路通

出来町通
天
満
緑
道

H
15

N

FAX

電話 052-884-5959　FAX 052-872-1296
ゴ ク ゴ ク

お客さま受付センター（名水ダイヤル）
メイ スイ

受付時間 ：〔平　日〕 8：00～19：00   〔土・日曜日、休日、12/29～1/3〕 8：00～17：15

水道のご使用開始や中止などのお申し込み・各種ご案内は

年中無休

　第二弾を実施中の「なごやコレクションカード」。今年度の
テーマは「○」です！さて、○に入る言葉はどれでしょう。
Ａ．橋　Ｂ．塔　Ｃ．館
「ヒント」 この「水と四季」をよく読んでね。

もんだい

電子メールでもご応募いただけます。件名を「水と四季夏号クイズ応募」とし、上記①～⑥を入力の上、
cs.oubo@jogesuido.city.nagoya.lg.jp（全て小文字。lgは「エルジー」）までお送りください。

※ご応募いただいた個人情報は誌面づくリの参考、ご質問などへの対応、クイズの当選通知および賞品の発送の目的以外には使用しません。

新たに開設した水の使い方を提案する特設サイトは、「うるおいライフ　趣味：「Ａ．水道」」です。前号の答え

大
津
通

　はがきに ①クイズの答え ②クォータリー「水と四季」を手に入れられた場所 ③読まれた感想や
今後読みたい内容、上下水道局へのご質問、ご意見など ④住所 ⑤氏名 ⑥年齢をお書きのうえ、
〒460-8508  名古屋市上下水道局広報サービス課（宛先住所なしで届きます）までご応募ください。
　正解者の中から抽選で10名様に図書カード500円分を差し上げます。当選者の発表は、発送を
もってかえさせていただきます。締め切りは、平成30年9月28日（金）必着です。
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谷口

末盛通２

姫ヶ池通1

堀川下水道
科学館

水の歴史
資 料 館

「名城公園」駅

至市役所

城北橋

名城公園南

夏 号

※現在「天満すいどうはし」が工事閉鎖中のため、「覚王山」から市バスを
　ご利用の方は、「天満通二丁目」バス停をご利用ください。（徒歩5分）

お問い合わせ先


