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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。
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下水道科学館
●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
●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2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31年1月です。
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電話 052-884-5959　FAX 052-872-1296
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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

　名古屋市では、市内の水処理センターで発生した汚泥を山崎・
柴田汚泥処理場、○○スラッジリサイクルセンターの3カ所に集
約し、処理しています。○○に入る言葉はなんでしょう。
Ａ．空地　Ｂ．空見　Ｃ．空海
「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「水と四季秋号クイズ応募」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。

「なごやコレクションカード」の今年度のテーマは、「C．館」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12月27日（木）必着です。
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至市役所
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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

入館無料

入館無料



Expedition team of waterVoL.6

表紙の写真

（岐阜県恵那市大井町）
恵那峡

木曽川中流の渓谷でダム湖の両岸には奇岩・怪石が立ち並んでいます。
ダム湖右岸にあるさざなみ公園には散策路があり、四季折々の自然を堪能できます。

施設の概要
　名古屋市では、市内の水処理センター
で発生する汚泥を山崎・柴田汚泥処理
場、空見スラッジリサイクルセンター（空見
SRC）の３カ所に集約し、処理しています。
　平成25年度から運転を開始した空見Ｓ
ＲＣでは、汚泥の濃縮・脱水を経て、全
量を焼却しており、焼却によって発生する
汚泥焼却灰のほとんどをセメント原料など
にリサイクルしています。

空見スラッジリサイクルセンター
～下水汚泥の資源化を進める施設～

日　時：１１月３日（土・祝）９:３０～１２:００まで
　　　　※受け付けは１１:３０まで
場　所：岩塚水処理センター（中村区岩塚町字本陣屋敷）
申　込：不要（直接現地にお越しください）
その他：駐車場はありません。公共交通機関・自転車・徒歩
　　　　でお越し願います。
お問い合わせ：岩塚水処理センター
　　　　　　  TEL:０５２-４１２-２５７１ FAX:０５２-４１２-９６４９

汚泥処理の流れ

各水処理センター

濃縮

脱水 焼却

返流水処理

宝神水処理センター

リサイクル

集塵 排煙処理

遠心脱水機

流動焼却炉

集塵装置

スクリュープレス脱水機ベルト濃縮機

排煙処理塔

煙突

■施設諸元（第一期）
所　　在　　地
敷　地　面　積
処 理 汚 泥 量
処　理　方　法
濃　縮　設　備
脱　水　設　備

焼　却　設　備
返流水処理設備
返 流 水 送 水 先

港区空見町１番地５
約１６ha
６,７５０㎥ /日
濃縮→脱水→焼却
ベルト濃縮機（８０㎥ /h×６台）
スクリュープレス脱水機
　　　　　   （２０㎥ /h×３台）
遠心脱水機   （２０㎥ /h×３台）
流動焼却炉   （２００t/日×２炉）
凝集沈殿池２池
宝神水処理センター 　上下水道局では、雨に強いまちづくりをめざし、雨水貯留施設の

整備や雨水ポンプの増強などに努めています。普段は入ることの
できない工事現場を見学していただき、浸水対策事業や工事につ
いて理解を深めていただく機会として、名古屋中央雨水調整池の
工事現場見学会を開催します。
日　時：１２月１５日（土）
　第１回１０:００～ / 第２回１２:３０～ / 第３回１４:３０～
　※１回につき１時間３０分程度の見学です。
場　所：名古屋中央雨水調整池工事現場
　　　　（西区天神山町、押切公園内）

　JR東海が開催する「さわやかウォーキング」にて、水の歴史資料
館と平和公園アクアタワーをめぐるコースを楽しめます。水の歴史
資料館には100年以上前の水道管なども展示されています！この機会
にぜひご参加ください。
日　時：１２月２日（日）８:３０～１５:００
　　　　（ウォーキングの受け付けは１１:００まで）
コース：JR千種駅（スタート）　 水の歴史資料館　　
　　   　平和公園アクアタワー 　 東山動植物園（ゴール）
※さわやかウォーキングの詳細は、
　 ＪＲ東海ウェブサイト（http://walking.jr-central.co.jp）でご確認ください。

微生物の顕微鏡観察

過去の見学会の様子※応募詳細については、広報なごや11月号をご覧ください。

水処理センターを公開します！Tour

Tour

Walk

　現在、第二期施設の一部として下水汚泥固形燃料
化施設の整備を進めており、平成32年度の稼働を
予定しています。燃料化施設で製造された固形燃料
化物を石炭代替燃料等として近隣の施設にて利用す
ることで、バイオマスエネルギーとしての下水汚泥
の有効利用および温室効果ガス排出量の削減を目指
しています。

トロッコで地下トンネル探検！
雨水貯留管工事現場見学会を開催します！

　水処理センターの見学や水処理で活躍する微生物の観察などを通
じ、下水道の役割や大切さなどについて知っていただく機会として、
岩塚水処理センターを一般公開します。

JR東海「さわやかウオーキング」
なごやの水道水の歴史に触れるコース

水の歴史資料館

固形燃料化物

1 2



Expedition team of waterVoL.6

表紙の写真

（岐阜県恵那市大井町）
恵那峡

木曽川中流の渓谷でダム湖の両岸には奇岩・怪石が立ち並んでいます。
ダム湖右岸にあるさざなみ公園には散策路があり、四季折々の自然を堪能できます。

施設の概要
　名古屋市では、市内の水処理センター
で発生する汚泥を山崎・柴田汚泥処理
場、空見スラッジリサイクルセンター（空見
SRC）の３カ所に集約し、処理しています。
　平成25年度から運転を開始した空見Ｓ
ＲＣでは、汚泥の濃縮・脱水を経て、全
量を焼却しており、焼却によって発生する
汚泥焼却灰のほとんどをセメント原料など
にリサイクルしています。

空見スラッジリサイクルセンター
～下水汚泥の資源化を進める施設～

日　時：１１月３日（土・祝）９:３０～１２:００まで
　　　　※受け付けは１１:３０まで
場　所：岩塚水処理センター（中村区岩塚町字本陣屋敷）
申　込：不要（直接現地にお越しください）
その他：駐車場はありません。公共交通機関・自転車・徒歩
　　　　でお越し願います。
お問い合わせ：岩塚水処理センター
　　　　　　  TEL:０５２-４１２-２５７１ FAX:０５２-４１２-９６４９

汚泥処理の流れ

各水処理センター

濃縮

脱水 焼却

返流水処理

宝神水処理センター

リサイクル

集塵 排煙処理

遠心脱水機

流動焼却炉

集塵装置

スクリュープレス脱水機ベルト濃縮機

排煙処理塔

煙突

■施設諸元（第一期）
所　　在　　地
敷　地　面　積
処 理 汚 泥 量
処　理　方　法
濃　縮　設　備
脱　水　設　備

焼　却　設　備
返流水処理設備
返 流 水 送 水 先

港区空見町１番地５
約１６ha
６,７５０㎥ /日
濃縮→脱水→焼却
ベルト濃縮機（８０㎥ /h×６台）
スクリュープレス脱水機
　　　　　   （２０㎥ /h×３台）
遠心脱水機   （２０㎥ /h×３台）
流動焼却炉   （２００t/日×２炉）
凝集沈殿池２池
宝神水処理センター 　上下水道局では、雨に強いまちづくりをめざし、雨水貯留施設の

整備や雨水ポンプの増強などに努めています。普段は入ることの
できない工事現場を見学していただき、浸水対策事業や工事につ
いて理解を深めていただく機会として、名古屋中央雨水調整池の
工事現場見学会を開催します。
日　時：１２月１５日（土）
　第１回１０:００～ / 第２回１２:３０～ / 第３回１４:３０～
　※１回につき１時間３０分程度の見学です。
場　所：名古屋中央雨水調整池工事現場
　　　　（西区天神山町、押切公園内）

　JR東海が開催する「さわやかウォーキング」にて、水の歴史資料
館と平和公園アクアタワーをめぐるコースを楽しめます。水の歴史
資料館には100年以上前の水道管なども展示されています！この機会
にぜひご参加ください。
日　時：１２月２日（日）８:３０～１５:００
　　　　（ウォーキングの受け付けは１１:００まで）
コース：JR千種駅（スタート）　 水の歴史資料館　　
　　   　平和公園アクアタワー 　 東山動植物園（ゴール）
※さわやかウォーキングの詳細は、
　 ＪＲ東海ウェブサイト（http://walking.jr-central.co.jp）でご確認ください。

微生物の顕微鏡観察

過去の見学会の様子※応募詳細については、広報なごや11月号をご覧ください。

水処理センターを公開します！Tour

Tour

Walk

　現在、第二期施設の一部として下水汚泥固形燃料
化施設の整備を進めており、平成32年度の稼働を
予定しています。燃料化施設で製造された固形燃料
化物を石炭代替燃料等として近隣の施設にて利用す
ることで、バイオマスエネルギーとしての下水汚泥
の有効利用および温室効果ガス排出量の削減を目指
しています。

トロッコで地下トンネル探検！
雨水貯留管工事現場見学会を開催します！

　水処理センターの見学や水処理で活躍する微生物の観察などを通
じ、下水道の役割や大切さなどについて知っていただく機会として、
岩塚水処理センターを一般公開します。

JR東海「さわやかウオーキング」
なごやの水道水の歴史に触れるコース

水の歴史資料館

固形燃料化物

1 2



3 4

News Information

　上下水道局では、災害時に飲料水を確保するための応急給水施設（仮設給水栓、
常設給水栓）を給水区域内208カ所に整備しています。地震などの災害が発生し
た際、応急給水施設の開設状況を局公式ウェブサイト内「災害時に役立つ施設
の検索」の画面にリアルタイムでお知らせしますので、速やかに確認できます。

　地震などの災害が発生したときに水を確保できる応急給水施設、地下式給水
栓や下水道直結式仮設トイレがどこにあるのかなど、「いざ」というときに役立
つ施設を地図上から検索できます。この機会に、ぜひご確認ください。

Symposium/Photocontest

　木曽三川流域の水環境保全を目的に、第９回木曽三川流域連携シンポジウムを
開催します。講演やパネルディスカッションを通じて、木曽三川流域でヒト・モ
ノを循環させ地域を活性化させていくことの重要性について考えます。

　木曽三川流域を対象としたフォトコンテストを開催し、流域の魅力を域内外の方
に発信することで、地域の活性化に寄与し、木曽三川流域の水環境保全へとつ
なげます。
テ ー マ：木曽三川流域へヒトが訪れたくなるような風景の写真や　　　　　　
　　　　　木曽三川流域特産のモノの魅力を伝える写真
応募資格：どなたでも応募可能
応募期間：11月１６日（金）必着
応募方法：写真のデジタルデータをメール・郵送・持参にてご応募ください
　　　　　（郵送・持参の場合はCD-Rにデータを入れてください）
お問い合わせ：上下水道局経営企画課　TEL:０５２-９７２-３６７０  FAX:０５２-９６１-０２７６

★シンポジウムおよびフォトコンテストの詳細は

日　時：１２月１９日（水）１３:３０～１６:１５
　　　　　　　　　　　（開場は１２:３０）
場　所：ウインクあいち5 階小ホール１、２
　　　　（中村区名駅４丁目４番３８号）
人　数：抽選で７０名程度
申　込：ウェブサイトまたは往復はがき
受　付：１１月１６日（金）必着
お問い合わせ：上下水道局経営企画課　
　　　　　  　TEL：０５２-９７２-３６７０  FAX：０５２-９６１-０２７６

災害時に応急給水施設の開設状況を

リアルタイムでお知らせします！

木曽三川流域
フォトコンテスト

2018

上下水道局職員または
名古屋市指定水道工事店

協同組合
お客さま

① 開設

画面イメージ（パソコン） 画面イメージ（スマホ）

仮設給水栓

常設給水栓

② 登録

開設者が現場に
設置したQR コー
ドを使い、スマー
トフォンなどから
開設登録

開設から反映までのイメージ

上下水道局公式ウェブサイト「災害時に役立つ施設の検索」とは

リアル
タイム
で反映

常設給水栓仮設給水栓
利用可利用可 平常時平常時

http://www.water.city.nagoya.jp/subsys/emergency/ 

で検索　またはQRコード名古屋　災害　役立つ施設 検索

第９回木曽三川流域連携シンポジウムの参加者募集 入場
無料

昨年の様子

木曽三川流域自治体連携会議 検索

「かわたん」
木曽三川流域のマスコットキャラクター

作
品
募
集

応急給水施設の開設状況（アイコン）

住所や
郵便番号による

検索

で検索　またはQRコード

入賞者には木曽三川流域の
特産品をプレゼント
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た際、応急給水施設の開設状況を局公式ウェブサイト内「災害時に役立つ施設
の検索」の画面にリアルタイムでお知らせしますので、速やかに確認できます。

　地震などの災害が発生したときに水を確保できる応急給水施設、地下式給水
栓や下水道直結式仮設トイレがどこにあるのかなど、「いざ」というときに役立
つ施設を地図上から検索できます。この機会に、ぜひご確認ください。

Symposium/Photocontest

　木曽三川流域の水環境保全を目的に、第９回木曽三川流域連携シンポジウムを
開催します。講演やパネルディスカッションを通じて、木曽三川流域でヒト・モ
ノを循環させ地域を活性化させていくことの重要性について考えます。

　木曽三川流域を対象としたフォトコンテストを開催し、流域の魅力を域内外の方
に発信することで、地域の活性化に寄与し、木曽三川流域の水環境保全へとつ
なげます。
テ ー マ：木曽三川流域へヒトが訪れたくなるような風景の写真や　　　　　　
　　　　　木曽三川流域特産のモノの魅力を伝える写真
応募資格：どなたでも応募可能
応募期間：11月１６日（金）必着
応募方法：写真のデジタルデータをメール・郵送・持参にてご応募ください
　　　　　（郵送・持参の場合はCD-Rにデータを入れてください）
お問い合わせ：上下水道局経営企画課　TEL:０５２-９７２-３６７０  FAX:０５２-９６１-０２７６

★シンポジウムおよびフォトコンテストの詳細は

日　時：１２月１９日（水）１３:３０～１６:１５
　　　　　　　　　　　（開場は１２:３０）
場　所：ウインクあいち5 階小ホール１、２
　　　　（中村区名駅４丁目４番３８号）
人　数：抽選で７０名程度
申　込：ウェブサイトまたは往復はがき
受　付：１１月１６日（金）必着
お問い合わせ：上下水道局経営企画課　
　　　　　  　TEL：０５２-９７２-３６７０  FAX：０５２-９６１-０２７６

災害時に応急給水施設の開設状況を

リアルタイムでお知らせします！

木曽三川流域
フォトコンテスト

2018

上下水道局職員または
名古屋市指定水道工事店

協同組合
お客さま

① 開設

画面イメージ（パソコン） 画面イメージ（スマホ）

仮設給水栓

常設給水栓

② 登録

開設者が現場に
設置したQR コー
ドを使い、スマー
トフォンなどから
開設登録

開設から反映までのイメージ

上下水道局公式ウェブサイト「災害時に役立つ施設の検索」とは

リアル
タイム
で反映

常設給水栓仮設給水栓
利用可利用可 平常時平常時

http://www.water.city.nagoya.jp/subsys/emergency/ 

で検索　またはQRコード名古屋　災害　役立つ施設 検索

第９回木曽三川流域連携シンポジウムの参加者募集 入場
無料

昨年の様子

木曽三川流域自治体連携会議 検索

「かわたん」
木曽三川流域のマスコットキャラクター

作
品
募
集

応急給水施設の開設状況（アイコン）

住所や
郵便番号による

検索

で検索　またはQRコード

入賞者には木曽三川流域の
特産品をプレゼント
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からだと環境にやさしい
料 理 レ シ ピ を ご 紹 介

さんまご飯

植物を上手に育てよう！！
水やりのコツ
　庭の樹木や鉢植えの水やりは、簡単そう
に見えますが、タイミングや方法を間違える
と枯らしてしまう恐れがあります。正しい水
やりを心がけ、ステキなガーデニングライフ
を楽しみましょう。

さんまを半分に切り、表面に切れ目を
入れて軽く塩をふり、塩焼きにする。
焼きあがったさんまから骨を外し、身を
ほぐしておく。
炊飯器に洗った米と水を入れ、３０分
吸水させ、その後、調味料Ａを入れ軽
く混ぜてから炊飯する。
炊きあがったご飯に②のさんまとしょう
が、みょうが、万能ねぎを入れて混ぜ、
器に盛る。

さんまには他の青魚と同様、ＩＰＡ（ＥＰＡ）やＤＨＡ
が豊富に含まれています。
ＩＰＡには血液をサラサラにする効果があり、動脈
硬化など生活習慣病の予防が期待できます。
また、ＤＨＡは脳に良い栄養素として有名ですが、
その他に中性脂肪を低下させる働きもあります。
おいしいだけでなく、健康にも良いさんまを食べ
て秋を味わってください。

作り方 ポイント

お客さまの声
Customer's

voice
Q

A

しょうが（せん切り）　　　     １片
みょうが（せん切り）　　　　  １個
万能ネギ（小口切り）           ２本　………

さんま　　  　　　　　２尾
塩  　　　　　　　　少々
米　　　　　　　      ２合　
水   　　　　　　  ４00ｍｌ

………………… …………
…………

……………………
……………………

…………………

醤油　         大さじ２
酒　　         大さじ２　
みりん　       大さじ２

調味料 A

………

………
…………

エネルギー…459kcal
食塩…6.3g

＊４人分としたときの１人分の栄養価

材　料（炊きやすい分量）

　水道工事後の舗装がデコボコのままです。なぜ、すぐにきれい
に直さないのですか。

　水道工事後の舗装を新しくする工事は、工事区域全体をまとめて、すべての水
道工事が完了した後に行っております。最後にまとめて新しい舗装にすることで、
切れ目の少ない、きれいな舗装にすることができます。ご理解とご協力をお願い
します。

名古屋文理大学短期大学部　食物栄養学科
　

レシピ監修

①

②

③

④

庭の樹木のポイント
　植え付け直後の樹木は、根が張っ
ていないため、毎日、たっぷり水
をあげましょう。樹木がしっかり
根付いた後は、夏の暑い時期や晴
天が続くとき以外は、毎日水やり
をする必要はありません。しばら
く雨が降っていなかったり、土が
乾いていたりしたら、散水ホース
などを使って、根の周りの
土に水が染み込むように
水をあげましょう。

鉢植えの注意点
　鉢の底から少し流れ出るぐらい
たっぷり与えることが、鉢植えの
水やりの基本。こうすることで、
容器の中の古い空気が追い出され、
流れ込んだ新しい空気で根の呼吸
作用を活発にする効果があります。
とはいえ、鉢皿に水をためたまま
にしておくと根腐れの原因となる
ので、たまった水は捨てて
ください。

水の役割
　植物は根から水分を吸収し、葉や
幹からの蒸散作用により水分を放出し
て、体温調節を行います。日照りなど
の影響で、根からの吸収より葉から蒸
散する水分が上回ると、葉がしおれ、
枯れてしまうことも。植物が健康に育
つために、吸収と蒸散のバランスが保
てるよう、水やりをすることが大切です。

水やりのタイミング
　水やりの基本は、土が乾いたとき。
手で触って土がさらさらしていたり、
白っぽくなったりしたら、水やりのサイン。
時間帯は朝がベストですが、暑い夏
の盛りは、早朝・夕の涼しい時間帯を
選んでください。冬は気温が下がる夕
方に水やりをすると植物が凍死する可
能性があるので、要注意！

N i c e  g a r d e n i n g  l i f e

准教授　小田　良子

水やりの目安

１～２日に１回

１日に２回

１～３日に１回
週に１～２日

７：００～１２：００
７：００～１０：００

１５：００～１８：００
７：００～１２：００
９：００～１２：００

春
回数 時間帯

夏

秋
冬
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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10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
●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
●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2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31年1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

　名古屋市では、市内の水処理センターで発生した汚泥を山崎・
柴田汚泥処理場、○○スラッジリサイクルセンターの3カ所に集
約し、処理しています。○○に入る言葉はなんでしょう。
Ａ．空地　Ｂ．空見　Ｃ．空海
「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「水と四季秋号クイズ応募」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。

「なごやコレクションカード」の今年度のテーマは、「C．館」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12月27日（木）必着です。

M
08

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

秋 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

入館無料

入館無料


