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鍋屋上野浄水場の開放／下水道展'10名古屋／2010サマーキャンプ
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「環境報告書2009」を発行しました
／「日本一おいしい水なごや」をめざす取り組み／お客さまの声から
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お問い合わせ先／アメンボペーパークラフト
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名古屋市水辺紀行 Vol.20「名古屋港水族館」

●開館時間：○通常期 9:30～17:30
　　　　　○GW･夏休み期間 9:30～20:00
　　　　　○冬期 9:30～17:00 
　　　　　※7/19、12/24は9:30～21:00
　　　　　※入館は閉館時間の1時間前まで　　　　　　
●休館日：毎週月曜日（休日の場合は翌日）
　　　　　※GW、7～9月、春･冬休み期間の月曜は開館

●入館料：大　人 2,000円 夜間1,600円（17:00以降）
　　　　　小･中学生 1,000円 夜間    800円（17:00以降）
　　　　　幼児（4歳以上） 500円 夜間    400円（17:00以降）
●交    通：地下鉄名港線「名古屋港」下車 3番出口徒歩5分
●連絡先：TEL052-654-7080（代）

イルカの泳ぎに癒される北館と水生生物の多様な生態を発見できる南館
　海棲ほ乳類の生態や進化過程を知ることができる北館で、まず最初に迎えてくれるのは人なつっこ
いバンドウイルカたち。好奇心が強く、訪れるお客さんたちにも興味津々。時には水槽越しに鼻先
までやってきてコミュニケーションを図ってくるこ
ともあります。縦4m×横29m、世界最大級の観察
窓を備える水中観覧席は、メインプールでダイナミッ
クに泳ぐイルカたちを迫力満点で楽しむことができ
る人気ポイント！3,000人収容の3Fスタンドからは
イルカの知能や運動能力の高さがよくわかるパフォー
マンスも楽しめます。

　南館の展示テーマは「南極への旅」。南極観測船ふじがたどった航路に沿って、
日本の海～深海ギャラリー～赤道の海～オーストラリアの水辺～南極の海、
の地域・水域に分け、それぞれの環境に適応して生きる貴重な生命を数
多く展示しています。約3万尾ものマイワシのトルネード、まるで水中を
散歩しているかのようなトンネル水槽、ふだんなかなか目にすることの
ないユニークな形態の深海生物、愛くるしい姿が大人気のペンギン水槽
などのコーナーも見どころ満載です。

　また希少種の保護と繁殖を行うのも水族館の重要な役割。ウミガメ回
遊水槽には､国内の水族館として初めて産卵用の人工砂浜を備え､1995年
以来、アカウミガメは毎年繁殖に成功。生まれた子ガメを田原市の海岸
などから放流しています。
　厳しい自然環境の中でたくましく進化・適応してきた水生生物たち。
そのいきいきとした多様な生物の世界を間近に楽しめる、至上の癒しワー
ルドを、ぜひ体感してみてはいかがでしょう。

▲大量のイワシの群れは圧巻！

▲水槽内はペンギンにとって快適な
　マイナス2度！

▲思わず歓声があがるイルカのパフォーマンス！
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ポートメッセなごや（第2･3展示館）

7月27日（火）～30日（金）　10:00～17:00日 時

会 場

　下水道に関する最新技術・機器等の全国規模の展示会「下水道展」が名古屋市で開催されます。
名古屋市上下水道局では、実験教室などで「名古屋の下水道」を楽しみながら学べるブース
を出展しますので、ぜひご家族でお越しください。

入場無料

入場無料

（ただし、初日開館10:30、最終日閉館16:00）

鍋屋上野浄水場 （千種区宮の腰町1番33号）

6月6日（日）　10:00～15:00日 時

会 場

地下鉄名城線「砂田橋」下車1番出口徒歩5分
ゆとりーとライン「砂田橋」下車徒歩5分
市バス基幹バス2「谷口」下車徒歩5分

交 通

日 時

対 象

内 容

参加費

応募方法

あおなみ線「金城ふ頭」下車徒歩5分交 通

鍋屋上野浄水場の開放鍋屋上野浄水場の開放
　ふだん見ることのできない浄水場を特別に開放します。浄水場の見学や、水道水を作る
実験教室、水源地の特産物販売、ステージショーなど楽しいイベントが盛りだくさんです。

循環のみちを拓く

Eメールの場合は   「misogawa@avis.ne.jp」あてにお送りください。

官製はがきの場合は「〒399-6203 長野県木曽郡木祖村大字小木曽2058-22
　（独）水資源機構 味噌川ダム管理所キャンプ係」
　あてにお送りください。

　名古屋の水源のひとつ「味噌川ダム」の周辺で、地元の木祖村や、
日進市の子どもたちとの交流キャンプが開催されます。ぜひご応募ください。

（独）水資源機構　味噌川ダム管理所キャンプ係　TEL0264-36-3111

8月9日（月）～11日（水）　2泊3日
名古屋市在住の小学5年生～中学3年生 30名

1人 12,000円 名古屋からバスで送迎します。

締め切り 6月10日（木）必着　

カヌー、ウォークラリー、リバートレッキング、木工体験など、みんなで木祖村を
探検しよう。キャンプファイヤーや野菜収穫も体験できるよ！

①行事名 ②参加する方全員の住所、氏名、学年、性別、電話番号を明記のうえ

※応募者多数の場合は抽選

※グループ分けは主催者におまかせいただきますことをご了承ください。
お問い合わせ

※変更の場合あり

2010サマーキャンプ2010サマーキャンプ

テント泊
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高度処理の一例

　生活排水や工場排水には、川や海を汚し、赤潮・青潮の発生の原因となる多量の窒素・りん
が含まれています。赤潮や青潮が発生すると、水中の酸素量が低下したり、毒性物質が発生
したりして魚介類が大量に死んでしまいます。現在多くの水処理センターで行っている下水
処理方法（標準活性汚泥法※）と比べて、より多くの窒素・りんを除去することができるの
が「高度処理」です。

　水環境の向上のため上下水道局では、このような高度処理施設の導入をすすめています。
平成22年4月からは柴田水処理センターの一部（60,000m3／日）と西山水処理センター
（15,000m3／日）において高度処理を新たに行います。

　　下水道の高度処理の詳細については、上下水道局ホームページ内の
 上下水道局の紹介  →  事業紹介  →  次世代へつなぐ下水道・はじめに  →  水環境の向上  → 

 高度処理のしくみ  をご覧ください。

※活性汚泥
微生物を含んだ泥のこと。
汚水に加え、空気を吹き
込んでかき回すことにより、
微生物が活発になって汚
れを分解・吸着し、水を
きれいにします。

反応タンク

好気槽嫌気槽 無酸素槽 

好気槽

嫌気槽

無酸素槽 

最終沈でん池

汚泥処理場へ

汚
泥

Ａ2Ｏ法 【各槽の説明】

赤潮（出典：愛知県水産試験場） 青潮（出典：愛知県水産試験場）

柴田水処理センター 西山水処理センター

活性汚泥の中の微生物のはたらきによっ
て窒素はガスとして大気中に放出され、
取り除かれます。

活性汚泥の中の微生物は嫌気槽で放出
した以上のりんを取り込み、水中のりんが
取り除かれます。

活性汚泥の中の微生物がりんを放出し、
そのエネルギーで汚れ（有機物）を食べます。

高度処理施設高度処理施設

高度処理施設高度処理施設

下水道の高度処理
水環境の向上をめざす
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?お客さまの
から声
上下水道事業は、
私たちが支払う料金で運営されているのですか?

「環境報告書2009」を発行しました
●上下水道局の環境活動の情報や成果をみなさまにお伝えするために、
｢環境報告書2009（平成20年度決算版）｣を発行しました。各区営業所
または経営企画課（市役所西庁舎8階）にてお渡ししています。
●上下水道局は、地球がはぐくむ水を預かるものとして、業務において
多くの温室効果ガスを排出するものとして、積極的に環境保全に取り
組んでいます。

●環境保全への取り組みとして、水道・下水道・工業用水道事業の3事業
を一体で管理し、環境との調和を常に考え、水源から伊勢湾までの流域
全体を視野に、適正な水循環や品質管理、浸水の防除などを行っています。

●平成20年度の上下水道局の温室効果ガス排出量は、約18万トン（CO2換算値）で、平成2年（1990
年）度（約20.6万トン）と比較して約12.4％削減しています。
詳しくは、上下水道局ホームページからもご覧いただけます。ぜひ、ご一読ください。

　名古屋市上下水道局では、原則として「独立採算制」を採用しています。

安全でおいしい水道水をお届けするための費用はお客さまからいただく水道料金で、

使って汚れた水をきれいにして自然へ還すために必要な費用は下水道使用料でまかなっ

ています（ただし、自然現象である雨水の処理には税金があてられています。）。

　これは、常に経済性が発揮されて、能率的な事業運営により、最少の経費でお客さま

へ最良のサービスをご提供することをねらいとしています。

　お客さまからいただいた水道料金・下水道使用料をそれぞれ水道事業会計・下水道事業

会計の収入にあて、さまざまな経営努力で支出を抑えながら、健全な経営につとめています。

　上下水道局では、平成21年
6月に「日本一おいしい水なご
やをめざす研究会」を設置し、
研究をすすめてきました。
　今後、お客さまにおいしい水
を安心して飲んでいただくと
ともに、水道水への確かな信頼
をいただくため、研究内容を事
業に反映していきます。

「日本一おいしい水なごや」をめざす取り組み「日本一おいしい水なごや」をめざす取り組み「日本一おいしい水なごや」をめざす取り組み

断水のないなごやの水道

■水源の保全
■塩素注入量の適正化
■水温管理の研究
■配水管理の適正化

■水質管理の強化
■浄水技術の向上
■直結給水の普及促進
■貯水槽水道の適正管理

■水質管理の強化
■浄水技術の向上
■直結給水の普及促進
■貯水槽水道の適正管理

11の取り組みを柱に、
「日本一おいしい水」
をめざします

3つの視点から研究を行い、総合力で「日本一おいしい水」をめざします。

詳しくは上下水道局ホームページをご覧ください。

■おいしい水の情報発信
■なごやの水道水を
  飲む機会の拡充
■お客さまとの連携

■おいしい水の情報発信
■なごやの水道水を
  飲む機会の拡充
■お客さまとの連携

安心･安全の向上 ブランド力の向上

おいしさの探求
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水 辺 で

重曹とクエン酸でエコなお掃除
自然や人体にやさしいエコ洗剤として､近年注目が集まっている重曹やクエン酸。
今回はその効果と使い方についてご紹介します。

油系の汚れには重曹水を！
s壁やドアノブ､スイッチなどの手垢に
sバスタブの湯垢に
s電子レンジ､冷蔵庫の汚れに　

重曹粉を振りかけて磨く！
sカップの珈琲シミ､茶シブ落としに
sガスコンロの汚れ落としに　

水垢系の汚れにはクエン酸水を！
sキッチンや洗面台の水垢に
sまな板の除菌消臭に　　sタバコのヤニに
s窓ガラスをピカピカに　sトイレ掃除に
※トイレの黄ばみにはトイレットペーパーに浸して
一晩貼りつけておくと効果的。

重曹粉＋クエン酸水=中和作用で汚れを浮かす
sシンクのくもりをピカピカに
s排水口のぬめり取りに

　 クエン酸水は大理石や鉄には使用しないでくだ
さい。また、塩素系洗剤に混ぜると、塩素ガスが発
生し大変危険です。絶対に混ぜないでください。

　 重曹をアルミ製の鍋や食器などに使うと黒ずみが
出る場合があります。また、畳に使用するとイグサ
が重曹（弱アルカリ性）と反応して黄ばむことがあ
りますので注意してください。

　 重曹・クエン酸は、直射日光、高温多湿な場所を
避けて保管してください。

●天然成分だから安心･安全！
　重曹やクエン酸は､自然界にある天然由来の成

分で､また食品添加物として使用されるほどの安

全性の高さが特徴。洗剤と比べて肌への刺激が

少ないです。また合成洗剤に負けず劣らず汚れ

落ちも強力。そして何よりリーズナブル！使用

後はご家庭で使用される程度であればそのまま流

しても下水道に悪影響を与えません。そんな優れ

たエコ洗剤である重曹､クエン酸には､ちょっと

した使い方のコツがあります。

●中和の力で汚れを分解！
　まず最初に､落とそうとする汚れが酸性の油

系汚れなのか､アルカリ性の水垢系汚れなのか

を見極めなければいけません。そのうえで､酸

性の汚れにはアルカリ性の重曹を､アルカリ性

の汚れには酸性のクエン酸を選びます。汚れの

性質に応じて適切なエコ洗剤を用いることで、

中和現象が起こり､頑固にこびりついた汚れが

剥がれるのです。

●クエン酸の替わりにお酢でもOK！
　エコ洗剤となる重曹水､クエン酸水の作り方は

とても簡単。スプレー容器に水250mlと大さじ

1杯の重曹を入れて混ぜれば重曹水のできあがり。

クエン酸水は水200ml

に対して小さじ1杯の

クエン酸でOKです。

クエン酸は薬局で手に

入りますが､穀物酢で

も代用できます。お酢

を水で2～3倍に薄め、微量のエッセンシャル

オイルを溶かせば匂いもやわらぎます。

　人にも自然にもやさしい天然素材のエコ洗

剤で､クリーンなお掃除を始めてみませんか。
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キャベツDEシュウマイキャベツまるごと
クッキング

なんでも
クイズ

①キャベツは葉を1枚ずつはがして茹でる。

②豆腐は適当に切って水をきる。

③干し椎茸は、水でもどしてから、みじん切りする。

④人参、玉葱はみじん切りにする。

⑤ボウルにひき肉、椎茸、人参、玉葱と調味料Aを
　粘りがでるまでよく混ぜる。

⑥粉ゼラチンは同量の水で5分間もどす。

⑦中華スープの素に水100mlを加え、溶かし、
　その中へ⑥を加え、加熱しながらとかす。

⑧バットに入れ、あら熱をとり、冷蔵庫で冷やし固めて
　1cm角に切る。

⑨キャベツに⑤と⑧を入れ、中身がでないように包む。
　蒸し器に入れ15分程度蒸してできあがり。

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年令をお書きの上、
〒460-8508　名古屋市上下水道局　お客さまサービス課（宛先住所なしで届きます）までご応募下さい。
正解者の中から抽選で10名の方に賞品を差し上げます。当選者の発表は､賞品の発送をもってかえさせていただきます。
締め切りは平成22年6月30日（水）必着です。

ヒント：この「水と四季」をよく読んでね。

もんだい
多量の窒素やりんによって
水質が悪くなり、
海や川などが変色する現象を
なんというでしょう。

エネルギー 187kcal
たんぽく質 13.5g
脂質 8.1g
塩分 2.8g

前号の答え　堀留水処理センターからの熱エネルギーや下水再生水を有効利用している観光施設は「Ａ．ランの館」です。

※ご応募いただいた個人情報は､誌面づくりの参考､ご質問などへの応対､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。

話 そ ！

Ａ.黒潮　Ｂ.親潮　C.赤潮

●小麦粉の皮ではないので、小麦アレルギーの
　心配はありません。

●具の材料に豆腐を使っているのでヘルシーです。

●ゆでたキャベツは、消化がいいので胃の働きが
　弱っている人におすすめです。

●中心の小さい葉を使うととてもかわいくできます。

●油汚れが少ないので、環境にやさしいレシピです。

上下水道局では「健康で、環境にもやさしい水とのふれあい」を上下水道ロハスと呼んで、水にかかる健やかで美しい
ライフスタイルを提案しています。その一環として、からだにも環境にもやさしいレシピをご紹介します。

豚ひき肉 150g

豆腐 200g

玉葱 174g

人参   38g

干し椎茸    1枚

キャベツの葉  10枚

　  塩 小さじ1/2

　  醤油 大さじ1

　  砂糖 大さじ1/2

粉ゼラチン 2g

水 100ml

中華スープの素 小さじ1/2

かんたんクッキング

ポイント

つくりかた

A

レシピ監修
名古屋文理大学短期大学部
名古屋文理栄養士専門学校

材
料（
4
人
分
）

1人分の
栄養価



名古屋市上下水道局のキャラクター
アメンボを紙で作ろう!

発行：名古屋市上下水道局お客さまサービス課

次号発行予定は平成22年7月です。

①パーツを
　切り取り、
　線に沿って
　切り込みを入れ、
　　　で谷折りする。

②前号までに作った
　アメンボに、
　パーツの谷おり
　部分をはり、
　吊り下げて
　完成です！

顔の裏側に
ひもを付けて、
窓や壁にかざって
楽しむこともできます。

〒460-8508 中区三の丸三丁目1番1号（TEL052-972-3714　FAX052-972-3710）
平成22年4月 10,000部　※本誌は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。

営
　
業
　
所 

T E L F A X
千種 722-8750
東
北
西
中村
中
昭和
瑞穂
熱田
中川
港
南
守山
緑
名東
天白

931-4511
981-2556
531-5336
483-1411
322-7760
852-9501
841-7146
682-1267
352-2511
661-5226
811-9261
791-6311
621-6161
703-1181
802-7361

722-8756
931-8073
981-2558
531-0483
483-1441
322-5075
852-9500
842-0592
682-2944
352-2514
651-2269
811-9263
791-8590
621-6163
703-5237
802-7363

「水と四季」のバックナンバーはホームページでご覧いただけます。
場所：トップページ＞お客さまへ＞PR・イベント情報＞刊行物のご案内

ホームページアドレス　http://www.water.city.nagoya.jp/

4回めパーツ：水（台座）

お 問 い 合 わ せ 先

お引越しのご連絡･各種お問い合わせは…

お客さま受付センター（名水ダイヤル）

下水道科学館

●営業所営業時間：月～金（休日および12/29～1/3を除く）の8:45～17:15
●営業時間外でも､水漏れや下水管の詰まりなどの緊急の用件については承ります。

●所 在 地／北区名城一丁目3番3号
 （名城水処理センター1階）

●開館時間／9:30～16:30
●休 館 日／月曜日、

 12/29～1/3
●入 館 料／無料

●交     通／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

●TEL･FAX／052-911-2301

メイスイ

TEL052-884-5959
ゴ  ク  ゴ  ク

FAX052-872-1296 年中無休
受付時間／  平日  8:00～19:00 　土･日曜日､休日､12/29～1/3  8:00～17:00

※駐車場はありません。公共交通機関（市バス・地下鉄）をご利用ください。

地下鉄名城線
「名城公園」

「名城公園」
バス停

至 黒川
「城北橋」バス停

至 市役所愛知県体育館

名古屋城

堀川

M
08

下水道
科学館

アメンボペーパークラフト

はさみやカッターをつかうときは、
大人の人といっしょにつくりましょう。

はさみ（またはカッター）、
のり（またはテープ）、ひも

つかうもの

つくりかた

ちゅうい

4回め!

①

1年間全4号
あつめて完成！
1年間全4号
あつめて完成！

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。（ ）

（ ）休日の場合は
直後の平日

②

キリトリ線
谷おり線


