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花の谷
　“ブルーボネット”は池を中心として
園内全体を巡ることができる「池泉回
遊式庭園」で、その池の周りを「花の
谷」として演出しています。この池の
水は工業用水を循環させ、池の中
にはクロメダカやヤゴなどが生息して
います。
　季節ごとに変わっていく「花の谷」
の風景は、穏やかな水のせせらぎの
相乗効果により、一層深みのあるもの
となります。直線的にデザインされた
人工的な花壇と異なる、自然な景観と
水面に映る美しい風景をお楽しみ
いただけます。（写真１）
メドウガーデン
　「メドウ」とは牧草地や草原という
意味で、美しい牧草地を再現した庭園
のことです。当園では、昔懐かしい
田舎の川辺をイメージし、川の流れに
沿って、春はスイセン、夏はチガヤ、
秋はススキなどで四季折々を表現
しています。（写真2）

　世界中の野生草花や、園芸用として取り扱われている草花のなかでも容易に繁殖でき、
痩せ地にも耐え、手を入れなくても美しい花を開花させるもの。

■入園料／大人：300円　65歳以上：200円
　　　　　小中学生：150円　6歳未満：無料
　　　　　※団体などの各種割引があります。
■開園時間／午前９：30～午後５：00（3/1～11/30）
■休園日／毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）
【お問い合わせ】
〒455-0028　名古屋市港区潮見町42番地
TEL/052-613-1187

ワイルドフラワーとは？

それぞれにこだわりを持った22の自然風庭園で
ワイルドフラワーの四季を感じよう！

名古屋港 ワイルドフラワーガーデン

ブルーボネット

201
3年

8月3
1日
まで！！

土曜日

あふれる緑のなかで鮮やかな色で魅せる夏の花々

　春の彩りもひとしきり、ゆっくりとくつろげるお庭“ブルーボネット”
は、生長した木々の緑がよりいっそう庭園に落ち着きと深みを感じ
させてくれます。この機会に是非ご来園ください。

SUMMER GARDEN開催中！！

①

（写真１）

（写真2）
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指　　揮:吉 田 　 行 地
オーボエ:山本　直人(名フィル首席オーボエ奏者)　管 弦 楽:名古屋フィルハーモニー交響楽団

曲目
ヘンデル 〔ハーティ編〕／組曲『水上の音楽』
マルチェッロ／オーボエ協奏曲（映画『ベニスの愛』より）
バデルト／映画『パイレーツ・オブ・カリビアン』
青谷良明 編／世界の河メドレー
J．シュトラウスⅡ世／ポルカ『雷鳴と稲妻』
久石譲／海の見える街（映画『魔女の宅急便』より）
久石譲／崖の上のポニョ（映画『崖の上のポニョ』より）
ホーナー／映画『タイタニック』

水道給水開始
100周年プレ企画

水道給水開始
100周年プレ企画

　チケット収益の一部は、木曽三川流域の水環境を守るため、流域自治体との連携事業に役立
たせていただきます。
　昨年度は、なごやの水源、味噌川ダムのある長野県木祖村と岩屋ダムのある岐阜県下呂市へ、
住民活動の一助として植樹用の苗木を贈りました。

2013年

8月27日（火）  18:45（開場 17:45）

愛知県芸術劇場コンサートホール

※未就学児のご入場はご同伴の
　場合でもご遠慮ください。1,000円

　スタンプラリーに参加の名水パートナー※のお店を利用
し、スタンプを２つ集めてご応募いただくと、抽選で素敵
な賞品をプレゼント！（参加賞のピンバッジもあります）
　詳しくは、上下水道局営業所、区役所情報コーナーなど
に置いてある応募はがき付冊子か、上下水道局ホーム
ページをご覧ください。

名水フレンドシップ事業

スタンプラリー2013を
開催しています

スタンプラリー2013を
開催しています

スタンプラリー2013を
開催しています

応募締切／平成25年11月30日まで（当日消印有効）

名古屋市文化振興事業団チケットガイド　名古屋市中区栄３－１８－１ ナディアパーク名古屋市青少年文化センター８F　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 052-249-9387（平日9:00～17:00）

（地下鉄「栄」駅下車　徒歩4分）
好評発

売中!
好評発

売中!

（売り
切れご

容赦）

（売り
切れご

容赦）

わ

「水の環コンサート」

チケットのお取扱い

②

（全席指定）

※なごやのおいしい水のＰＲに協力いただいているお店



③

■八幡雨水調整池整備工事の概要

　名古屋市では、河川整備と下水道整備の連携を図りつつ、全市域を対象
に1時間50ミリの降雨に対応する施設整備を進めています。
　こうした中、平成12年の東海豪雨、平成20年8月末豪雨などにより、
市内各所で広範囲にわたり浸水被害が発生しました。これを受け、著しい
浸水被害が集中した地域を対象に、原則１時間60ミリの降雨に対応する
施設整備へ、レベルアップする緊急雨水整備事業を実施しています。
　緊急雨水整備事業は、主に東海豪雨を受けての対策である『緊急雨水
整備基本計画』と、8月末豪雨を受けての対策である『第2次緊急雨水整備
計画』に基づき実施している浸水対策事業です。
　今回は、平成20年8月末豪雨において、著しい浸水被害を受けた中川区の
八剣地域を対象に１時間60ミリの降雨に対応する「八幡雨水調整池整備
工事」をご紹介します。

雨に強いまちづくり
～緊急雨水整備事業『八幡雨水調整池整備工事』～

・工事件名：八幡雨水幹線下水道築造工事
・工事内容：シールド工（トンネル式）
　　　　　　　仕上り内径： 3,750㎜
　　　　　　　延　　　長：約2,102m
　　　　　　　貯 留 容 量：約21,000㎥
　　　　　　発進立坑工（アーバンリング工法）
　　　　　　　立 坑 内 径：11.5m
　　　　　　　深　　　さ：約31m
・工　　期：平成23年2月21日～平成26年3月18日（37か月）

▲雨水調整池（トンネル）内部▲シールドマシン

八熊通

佐屋街道
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④

今年も上下水道局では、災害用備蓄飲料水

「名水」を販売します。
窓口販売　7月23日（火）～ 10月31日（木）

１箱（375ml×24本入）1,500円（税込）
賞味期限　製造日から 3 年間

・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。（①～⑤の中で２つ以上該当した
 場合でも、割引は１箱につき100円とし、窓口購入の場合は適用いたしません）
 ①高齢者（65歳以上）のみの世帯　②介護保険要介護・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

給水区域に限り配達を行います。（配達料無料）
配達販売期間　8月1日（木）～10月31日（木）

※予約受付は、7月23日（火）から

＊お問い合わせは、お近くの営業所・サービスステーションまたはお客さま受付センター（裏表紙参照）まで

数量限定販売
（14,000箱）

■災害時仮設トイレ

▲災害時仮設トイレ

▲この看板が目印です

災害に備えて
　大規模な災害が起き、広い範囲で断水が発生すると、みなさまに飲み水が行き
わたるまで数日かかってしまう場合もあります。
　「いざ」という時のために、ご家庭で水の備蓄をお願いします。

割　引
します

▲地下式給水栓 ▲このセットは小学校に預けてあります

■地下式給水栓

　避難所となる全市立小学校に、地域のみなさまが自ら操作して応急給水
できる地下式給水栓を整備しています。

　避難所に、地域のみなさまが自ら組み立てて付近の震災用マンホールに
設置して使用できる災害時仮設トイレを保管しています。

　大地震発生後の混乱している期間は、上下水道局でも十分な対応が難しいと予想されます。
地域のみなさまの自助努力とご協力をお願いします。

ふたを開けると転落防止用
の器具が付けてあります

震災用と書かれたこの
マンホールが目印です

…………………………………地域のみなさまとの協働 シリーズ防災①



⑤

水との関わり深めてみませんか？

　近年、猛暑に加えて節電意識が高まる中、
夏に湯船につからなくなる「湯船離れ」。
　一方、健康意識の高まりから夏でも湯船に
つかった方がよいと考えている方も増えています。

　入浴により、3つの物理作用（温熱、水圧、
浮力）が効果的に働き、夏の疲れ、冷え、
ストレスの解消につながります。

　最近では、湯上がりの肌のべたつきを防いで肌がさっぱりするように成分を工夫した、夏用の
入浴剤が注目されています。気分も快適に入浴タイムを楽しむなら、入浴剤も自分好みのものを
選びましょう。そうすることでリラックス効果となり、よい睡眠につながりおすすめです！

湯船の残り湯で暑さを和らげる『打ち水』をしませんか？
　真夏の気温を下げ、電力エネルギーの節約にもなり、地球にも
やさしい『打ち水』で涼しい風を感じましょう。

水と暮らし

夏こそ湯船につかろう
「名水」で快適入浴。夏バテの体をケアして猛暑を乗り切る!

温熱作用 血行を促進して、内臓の機能を高める。

水圧作用 圧力が加わることで、血液やリンパ液の循環が良くなり、
疲れの原因になる老廃物の排出を促進。むくみ解消にも有効。

浮力作用 体が軽くなるので、筋肉の緊張をほぐすのに効果的。
肩こりや腰痛などの改善に役立つ。

夏こそ湯船につかる入浴を

湯船につかる３つのメリット
ぬるめの
お湯で

リラックス

　じりじりと照りつける陽ざしや通勤電車。それに加えて高温多湿といった
夏の猛暑など、体に与えるストレスは様々。夏の夜の入浴をパパッとシャワーで
済ませている方、食欲不振や不眠、倦怠感など『夏バテ症状』は、現れていませんか？
そんな夏バテした体を湯船につかりながらケアしましょう。

　ぬるめ（37℃前後）の湯に長めに入ることで、副交感神経の働きが良くなり、
リラックスできます。また、みぞおちから下だけお湯につかる半身浴でゆっ
くり入浴することで、さらにゆったりとリラックスできます。
お風呂上りも過剰に汗が残らずさっぱりします。



からだにも環境にもやさしいレシピをご紹介

かんたんクッキング

⑥

作　り　方
①鶏肉は熱が通り易いようにうすく切る。

②肉に酒をかけて臭みを取りラップする。

③電子レンジで加熱する。（600W 6〜7分）

④熱を通した肉を千切りにする。

⑤きゅうりは5cm位の長さの千切りする。

⑥トマトは輪切りにする。

⑦皿に鶏肉と野菜を盛り付けてポン酢を

　かける。
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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 栄養実態研究サークル

・鶏ムネ肉
・料理酒
・きゅうり
・トマト
・ポン酢

　 　 150 g

　 　 適 量

　 　  3 本

　 　  1 個

　 　 適 量

材　  料  （4人分）

棒々鶏

エネルギー
たんぱく質
脂質
炭水化物
塩分

   86kcal
12.3g
  0.9g
  5.2g
  0.1g

★1人分の栄養価★

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。

電子レンジで作る
ばん 　ばん 　じー

◎鶏肉にはサルモネラ菌がいることがあり

　ます。赤い部分が無くなるまで十分に

　加熱してください。

◎トマトにはリコピンが含まれていて美容

　や健康に効果があります。

ポイント

トマトの赤い色を構成する色素で、悪玉コレステ

ロールの酸化を抑制し、動脈硬化症の予防になります。

さらには、老化抑制の効果も期待できます。

リコピンとは？

　賞味期限を過ぎてし

まった「名水」について

は、飲料用以外の用途

（例：植木の水やり、レト

ルト食品の温めなど）

に使用してください。

AQ
　災害用備蓄飲料水

「名水」の賞味期限

を過ぎてしまったも

のは、飲料に適さない

のでしょうか。



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25年7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。

次回発行予定は平成25年10月です。

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ホームページ　　

　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25年9月27日(金 )必着です。
※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。

前号の答え 上下水道局が取り組む「日本一[B.おいしい]水プロジェクト」でした。

お問い合わせ先

お客さま受付センター
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

（名水ダイヤル）
メイスイ

年中無休
電話 052-884-5959

ゴ ク ゴ ク

FAX 052-872-1296
受付時間：〔平　日〕8:00～19:00　〔土・日曜日、休日、12/29～1/3〕8:00～17:15

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

※市外局番は「052」です。

●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

●名城水処理センターの見学ができます。（5名以上の団体に限る。要予約）

●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

●休 館 日／月曜日（月曜日が休日の場合は直後の平日）・年末年始

●電話・FAX／052-911-2301
※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。

※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。

下水道科学館

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

●名古屋城
至市役所

至黒川

堀川

「名城公園」
バス停

「城北橋」
バス停

地下鉄名城線
「名城公園」

愛知県体育館●

N

M
08

下水道
科学館

大
津
通

区　　域 担　当 TEL FAX 区　　域 担　当 TEL FAX
千種区、名東区 千種営業所
北　　　区 北営業所

722-8750  722-8756

東　区、中　区 中営業所 322-7760  322-5075

981-2556  981-2558

483-1411  483-1441中村営業所

531-5336  531-0483西営業所
西区、
北名古屋市久地野地区

瑞穂営業所
中川営業所
港営業所
南営業所
守山営業所
緑営業所
天白営業所

昭和区、瑞穂区
熱田区、中川区

841-7146  842-0592
352-2511  352-2514

港　　　区 661-5226  651-2269
南　　　区 811-9261  811-9263
守　山　区 791-6311  791-8590
緑　　　区 621-6161  621-6163
天　白　区 802-7361  802-7363

中村区、
清須市（春日地区除く）、
あま市甚目寺地区、大治町

この「水と四季」をよく読んでね。
A.30　　　     B.60　　　     C.90

名古屋市では、原則1時間に○○ミリの降雨に
対応する、 緊急雨水整備事業を実施しています。
○○に当てはまるのは何でしょう？

（入館無料）・・・・・・・・・・・・・・・


