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①

伝説に基づきつくられた龍門の瀧
　この滝は、鯉が滝を登り切って、竜に
なったという伝説に基づきつくられま
した。水辺近くまで下りられるので
間近で滝の迫力を味わえます。（写真１）

心落ち着く龍仙湖
　徳川園の中心的な存在、龍仙湖
（りゅうせんこ）。大きな水面の池は
大海を表し、黒松を背にして浮かぶ
島々を岩で再現、また舟小屋のある
渡し場を巡りながら色々な角度から
楽しむことができます。（写真２）

大曽根の瀧
　生い茂る樹木の中を抜けると現れ
る落差６mの迫力の滝。勢いよく流
れ落ちる滝は目でも耳でも楽しませ
てくれます。季節によってさまざまな
表情を見せてくれるでしょう。（写真3）

　高低差のある地形を生かし、生い茂る樹木
や立体的で大きな岩組みが特徴。一歩足を
踏み入れると、すぐに聞こえてくる水の流れる音や、滝から勢いよく
落ちる水の音。目の前に広がる樹木と澄んだ空気、鳥たちのさえずる声。
一瞬で別世界へと連れていってくれる都会のオアシス、それが『徳川園』。

名古屋市

水辺紀行
vol.28

今、一年で最も美しい季節を迎える

『徳川園』

日ごとに陽ざしが暖かさを増し、梅や桃など
春の可憐な花たちが次々と目覚め、そして牡丹が咲き乱れる。
日ごとに陽ざしが暖かさを増し、梅や桃など
春の可憐な花たちが次々と目覚め、そして牡丹が咲き乱れる。

今、一年で最も美しい季節を迎える

『徳川園』

（写真１）（写真１）

（写真２）（写真２） （写真３）（写真３）

　徳川園は徳川御三家筆頭である、尾張藩二代藩主光友が、元禄8年（1695年）に自らの造営
による隠居所である大曽根屋敷に移り住んだことを起源としています。昭和6年（1931年）、
邸宅と庭園の寄付を受けた名古屋市は整備改修を行い、翌年「徳川園」が公開されました。その後
第二次世界大戦中に焼失、平成16年に日本庭園としてリニューアルしました。

■入園料／一般：300円（中学生以下無料）
　　　　　※共通観覧や、団体などの各種割引があります。
■開園時間／午前9：30～午後5：30（入園は午後５時まで）
■休園日／月曜日（休日にあたる場合は、直後の平日）
【お問い合わせ】徳川園管理事務所
〒461-0023　名古屋市東区徳川町1001
TEL/052-935-8988

都会の真ん中で自然の緑を活かしながら、
水と緑の変化に富んだ景観を味わえる
庭園『徳川園』を散策してみませんか？



②

　平成26年に水道給水開始100周年を迎えることを記念して消火栓ふた
を製作しました。
　このふたは、１００周年のシンボルマークと、なご
やの水道のシンボルである東山給水塔および
鍋屋上野浄水場旧第一ポンプ所をデザインした
ものです。
　現在設置を始めていますが、１００周年を迎える
までに、名古屋市内の歩道上に１００か所設置して
いきますので、お楽しみに！

　大正3年に給水を開始して以来、安全でおいしい水道水をつくり続けて
きた「緩速ろ過池」を新たにつくりかえている工事現場の見学会や、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。
ふだん見ることのできない浄水場の特別開放にぜひご来場ください。

いざというときに必要な飲み水は？
　災害時に役立つ水の備蓄方法、応急給水施設
の場所、簡易水防工法など、防災力を高める知識
をお伝えするイベントを、名古屋市内各区で
開催します！
　開催場所・日時は、5月以降に「広報なごや」や
上下水道局ホームページなどでお知らせします。

水道100周年記念消火栓ふたを設置します

鍋屋上野浄水場の開放

「なごや水フェスタ」を開催します!

「なるほど！知って役立つ水道・下水道の防災」
を開催します！
「なるほど！知って役立つ水道・下水道の防災」
を開催します！

6月2日（日） 10：00～15：00
鍋屋上野浄水場
（千種区宮の腰町1番33号）

日  時

場  所

交  通 ■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

■基幹バス「谷口」下車徒歩5分 ▲水源地の特産物販売

▲昨年度開催のようす

入場無料

無  料



　上下水道局では、水道水のおいしさと
安全性を理解していただき、すべての
お客さまにじゃ口からそのまま飲んで
いただけるような安全でおいしい水道水
をめざし、「おいしさの探求」、「安心・安
全の向上」、「ブランド力の向上」という
３つの視点から“日本一おいしい水プロ
ジェクト”を実施しています。今回は、
３つの視点ごとに取り組みの一部を
紹介します。

●配水管内クリーニングを実施しています。
　配水管のクリーニングを行い、管の中に
溜まっている砂や鉄さびなどを取り除き、
にごり水の発生などを予防しています。

日本一
平成23～ 27年度

プロジェクト

③

プロジェクトの詳しい内容は、上下水道局ホームページで紹介しています。
http://www.water.city.nagoya.jp/

バルブ閉止

洗浄ヘッド

消火栓取外し

配水管

配水管内クリーニングのイメージ
工事前 工事後

中高層直結給水方式 受水槽方式

受水槽で
一時貯水

受水槽

高架水槽

水道管から
直接じゃ口へ

ブースター
ポンプ

１．おいしさの探求 【配水施設の適正管理】

●受水槽方式から直結給水への切り替え促進を
　実施しています。
　お客さまにより安全でおいしい水道水を
飲んでいただくために、受水槽方式から直結
給水方式への切り替えを促進しています。

２．安心・安全の向上 【直結給水の普及促進】

●きき水を実施しています。
　なごや水フェスタなどのイベントで、冷やし
た水道水と冷やした市販の水を飲み比べ
ていただく「きき水」を実施しています。

３．ブランド力の向上 【なごやの水道水を飲む機会の拡充】

断水のないなごやの水道

おいしさの探求

安心・安全の向上 ブランド力の向上

日本一おいしい水

おいしいと感じたのはどちらですか？（平成24年度の投票結果）

水道水は、市販の水と同様、冷やすとおいしく飲んでいただけます。

市販の水 55％水道水 45％



④

　上下水道局は、環境負荷の少ない上下水道事業、環境を
守る上下水道事業をめざしており、この度環境保全への
取り組みとその成果を環境報告書に取りまとめました。
　平成23年度の上下水道局の温室効果ガス排出量は、
約19万トン（二酸化炭素換算値）で、 平成2年度（1990
年度）と比較して約9％削減しました。
　上下水道局ホームページからご覧いただけるほか、
経営企画課（市役所西庁舎8階）や各営業所でもお渡し
しています。ぜひ、ご一読ください。

　上下水道局では、毎年定める水質検査計画に基づき、水道法
で定められた50項目の水質基準項目をはじめ、水道の水質
管理に必要な約270項目を検査しています。

　名古屋市の水源のひとつ「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。

「環境報告書2012」を発行しました「環境報告書2012」を発行しました

20132013 サマーキャンプサマーキャンプ
in KISOGAWA

参加者募集中!参加者募集中!

8月9日(金）～11日（日）
名古屋市給水区域在住の小学5年生～中学3年生 30名 ※応募者多数の場合は抽選
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体験も! ※変更の場合あり
1人　12,000円（予定） ※名古屋からバスで送迎します。
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、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 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。Eメールの場合は、「misogawa@avis.ne.jp」あてに
お送りください。
水資源機構 味噌川ダム管理所キャンプ係　電話 0264-36-3111
　　　　　 http://www.water.go.jp/chubu/misogawa/
※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。

水道水の水質検査を
しています

水道水の水質検査を
しています

水道水の水質検査を
しています

すべての項目が基準を
満たしています。

安全な水道水を安心して
お飲みください。

対　象
内　容

日にち

参加費
応募方法

お問い合わせ

7/3
必 着

締め切り

(水)

詳細な水質検査結果および平成25年度水質検査計画は、上下水道局ホームページ（裏表紙参照）、
上下水道局営業所（裏表紙参照）、市民情報センター、市立図書館でご覧いただけます。

2泊3日

ホームページ

(テント泊）



つる植物をネットに絡ませて
窓を覆う「緑のカーテン」は、
夏の日差しを遮り、室内の温
度上昇も緩和し、省エネ効果
があります。

大切なのは、とにかく様子を見て、植物の気持ちになってみることです。
みなさんも、人と地球の環境に優しい「緑のカーテン」にチャレンジしてみませんか。

緑のカーテン夏に向かって
「名水」で育てる

緑のカーテンにできる
日陰をつくりたいならヘチマが一番！

「つる性植物」

って、どのくらい？
水やりの量

ヘチマは葉が大きく、折り重なるように
生えるので、しっかりと影がつくられます。

涼しげな影をつくるゴーヤ

その日の天候によって、植物が欲しがる水の量も違います。

土の乾き具合を確かめる簡単な方法

土を手に取り、ぎゅっと握ってみましょう。
土がぱらぱらと崩れてしまう
→ かなり乾いています。水をたっぷりあげましょう。  

花を楽しむなら香りの良いヨルガオ

A

A B C

握ってパッと手を開いたら、塊になっている
→ 水分はいい感じです。

B

握ったらぽたぽたと水が滴り落ちている
→ 水分は多すぎです。
※夏場は朝夕欠かさず水をあたえましょう！

C

水との関わり深めてみませんか？

水と暮らし

⑤

アサガオのような形の白い花を
咲かせるつる植物で、夕方から
夜にかけて花を咲かせ、とても
甘くて良い香りがします。
夕涼みに外に出ると、ヨルガオ

ゴーヤの葉は、切れ込みが深く、
明るいグリーンをしているので、
日光をやわらかく遮ってくれる
効果があります。
茎が細く、風が吹くとやわらかい

の香りがほのかに漂ってくるというのも、なか
なか風情があって良いものです。

葉が揺れるので、ヘチマなどに比べて室内も
明るめで、窓辺を涼しげに演出してくれます。

種まきの時期…４月下旬ごろ

種まきの時期…５月中～下旬種まきの時期…４月中旬～６月頃



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

◎油を使っていない。

◎にんじんは皮ごと使っていてゴミの
　減量になる。

◎野菜は余ったもの何でもOK!

◎豆腐はたんぱく質を多く含んでいて
　消化吸収が良い。

⑥

作　り　方
①豆腐をザルに入れて水分をとる。白菜ともやしは

　細かく切って塩でもんだ後、水で洗い流してしぼる。

②えびは包丁でたたいてすりみ状にする。にんじん

　はすりおろす。

③ボールに豆腐を入れてつぶし、調味料と野菜、えび

　を加えて混ぜ合わせる。

④③で作ったものを餃子の皮で包む。

⑤沸騰した鍋に④を入れて、茹で餃子が浮いてきた

　ら皿に盛りつける。

　

お
客
さ
ま
の
声
か
ら

お
客
さ
ま
の
声
か
ら

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

・豆腐
・白菜
・もやし
・にんじん
・むきえび
・調味料
　　パン粉
　　しょうゆ
　　みりん
・餃子の皮

　 　 100 g

　 　 100 g

　 　  50 g

　 　  70 g

 　　　70 g　

 　　　20 g　

 　　　18 g　

 　　　12 g

 　　　25 枚

材　  料  （4人分）

豆腐の水ギョーザ

ポイント

エネルギー
たんぱく質
脂質
炭水化物
塩分

 177kcal
  9.4g
  1.8g
29.3g
  0.9g

★1人分の栄養価★

（

ポン酢または、酢じょうゆをつけて食べるとおいしい。
中華スープで煮込めばスープとしても食べることができます。

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。

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。

　天ぷらなど家庭で調理した時に出る
油は、どうやって処分すればいいの？

Q

　油脂を排水口へ流すと排水管や下水管
の中で固まり、詰まりやすくなります。
また、下水処理は微生物の力で浄化して
おり、微生物は油が苦手で、浄化能力が低下します。余った油は
紙などにしみこませるか、固形化して可燃ごみに出しましょう。
また、サラダ油などの植物油は各区スーパー等の協力店舗で
回収もしています。

A

油の回収については環境局資源化推進室（電話972-2390）までお問い合わせください。

可燃ゴミ



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。

次回発行予定は平成25年7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6月28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 なごやの下水道は、平成24年に、供用開始から「C.100」周年を迎えました。

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。

上下水道局が取り組む「日本一○○○○水プロ
ジェクト」。○○○○に当てはまるのは何でしょう？

A.やさしい　　　B.おいしい　　　C.つめたい

（入館無料）・・・・・・・・・・・・・・・




