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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29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２9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

　今年リニューアルした災害用備蓄飲料水「名水」は、○年間
保存可能になりました！さて、○に入る数字はどれでしょう。
Ａ．３　Ｂ．５　Ｃ．７
「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は使用しません。

平成27年度の上下水道局の温室効果ガス排出量は、平成２年と比較して「Ｃ．18％」減少しました。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29年9月29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）
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味噌川ダム
～「名水レター」連動企画～

■アクセス
[ 鉄道利用 ]  JR 中央本線薮原駅下車で車で約１５分
[ 車 利 用 ]  中央自動車道塩尻ICより国道１９号線で約５０分
　　　　　　中津川 ICより国道１９号線で約１００分

■味噌川ダム防災資料館（ふれあい館）開館時間
開館期間：４月１５日～１１月３０日　
営業時間：１０：００～１６：００　
休　　館：水曜日（祝日等の場合は翌日）　
入 館 料：無料

Expedition team of waterVoL.1

■お問い合わせ
独立行政法人 水資源機構 味噌川ダム管理所 
長野県木曽郡木祖村大字小木曽２０５８－２２
電話：０２６４-３６-３１１１ FAX：０２６４-３６-３４８５

点検放流の様子 味噌川ダム（奥木曽湖）の眺望

オオルリ

にて職員インタビュー
配信中！！

今回ご紹介した味噌川ダムに関係する仕事をしている職員の
裏話などを、「名水レター」にて配信中です。ぜひご覧ください。

登録は、QRコードまたは「

誰もが知ってる名所から、知る人ぞ知る隠れた名所まで！
「なごや」のいろいろな建物のトレーディングカードを作りました！
第一弾となる今年は塔をテーマに全９種類！！
９種類のカードを全て集めた方のうち、先着３００名の方に、今年度からデザ
インを一新した災害用備蓄飲料水「名水」１箱（３ページ参照）をプレゼント
します！！

配布協力店舗等（詳細は局公式ウェブサイトでご覧
ください。右のQRコードからご覧いただけます。）
広報サービス課
TEL：052-972-3642　FAX：052-972-3710

配 布 場 所

お問い合わせ

裏面を繋げて楽しむこともできま
すよ♪

表面には建物に関するいろんな
情報が載ってます！

　 猪高配水塔　　　　　 名古屋テレビ塔　　 東山スカイタワー
　 吉根配水塔　　　　　 鳴海配水塔　　　 平和公園アクアタワー
　 名古屋港ポートビル　　 東山給水塔　　　 　松重閘門

東山給水塔　表面

東山給水塔　裏面

名古屋港ポートビル　表面

名古屋港ポートビル　裏面
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登録は です。無料
※メールを受信する際等に
　発生する通信料はお客
　様のご負担です。

カードの種類

　なごやの水源の１つである味噌川
ダムは、木曽川本川最上流の長野
県木曽郡木祖村小木曽に位置し、
多目的ダムとしては日本で２番目に高い標高
（1,130m）にあります。堤高１４０m、総貯
水量6,100 万㎥、周囲の豊かな自然と調和
しながら、下流の人々の暮らしを支えています。
　名古屋市を中心とする中部圏は、昭和
30年以降の高度成長と人口の集中に伴い
急激な都市化と工業化が進み、都市用水
の需要が急増しました。これに対応するた
め、木曽川総合開発の一環として建設され
た味噌川ダムは、愛知県・岐阜県・名古
屋市に水道用水を、愛知県に工業用水を、
併せて最大⒋3㎥ /s供給しています。
　また台風や大雨の時に流れ出す川の水
を一時的にダムに貯め、下流部の流量を
低減することで洪水を防ぎ、下流に住んで
いる私たちの生命と財産を守ってくれてい
ます。
　味噌川ダムの
ダム湖は「奥木
曽湖」と呼ばれ、

ダム湖百選にも選ばれています。周辺は木
曽の山々に囲まれ豊かな自然がいっぱい
で、様 な々動植物を見ることができます。
　また、奥木曽湖畔に建つ「味噌川ダム防
災資料館」では、「木曽川源流の森」に出
会い、木曽川流域の人々の暮らしや文化を
育んできた川と水を身近に感じながら、水の
大切さを学ぶことができます。機会があれば、
ぜひ一度訪ねてみてはいかがでしょうか。
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水のふるさとへ
奥木曽湖カヌー体験

販売価格　１箱（475ｍｌ×24本入り）2,000円（税込）
窓口販売　販売期間：平成29年7月20日（木）から平成30年3月30日（金）まで
配達販売　受付期間：平成29年7月20日（木）から平成30年3月16日（金）まで
　　　　　配達期間：平成29年8月１日 （火）から平成30年3月31日（土）まで

７月２０日（木）から災害用備蓄飲料水「名水」を販売します。
今年、「名水」をリニューアルしました。
●５年間保存可能になりました !（従来は３年間）●内容量を４７５ｍｌに
アップしました !（従来は３７５ｍｌ）●ボトルデザインが新しくなりました !

☆時　　　　期　　７月１日（土）～１０月３１日（火）
　　　　　　　　　※基本は上記期間の土・日・祝日（一部例外あり）
　　　　　　　　　※３名様以上の団体申込みで別日対応可（要相談）
☆場　　　　所　　奥木曽湖（木祖村・味噌川ダム）
☆対　象　年　齢　　小学校１年生以上
☆料　　　　金　　大人 3,000 円、子ども（中学生以下）2,000 円
☆お問い合わせ　　0264-36-2772（NPO 法人 木曽川・水の始発駅）

◆災害用備蓄飲料水「名水」の販売

　なごやの水源のひとつ、長野県木祖村にある「味噌川ダム」
で、だれでも気軽に大自然をどっぷり満喫できる人気企画。雄
大なダム湖にカヌーを浮かべ、圧倒的な開放感と湖上を駆け抜け
る爽やかな風を感じませんか。

※写真は、イメージです。

災害に備えて災害に備えて 　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、ご家庭での水の備蓄をお願いします。
に協賛します！

　今や名古屋の夏の風物詩の一つとなった世界コスプ
レサミット！昨年に引き続き上下水道局は、この“コス
プレ”の祭典に「オフィシャルウォーター」として協賛し、
世界に向けて「なごやの水道水」をPRしていきます！

　８月５日（土）・６日（日）には、メイン会場となるオア
シス２１にてブースを出展し、キンキンに冷えたなごや
の水道水を試飲いただきます。真夏の乾いた身体に
しみわたり、なごやの水道水のおいしさが一段と分
かりますよ♪
　みなさまのご来場お待ちしています♪ 昨年度のブースの様子

©WORLD COSPLAY SUMMIT

※「コスプレ」とは・・・マンガやアニメのキャラクターになりきって楽しむ「コスチュームプレイ」の略。コスプレをす
る人の多くは自分たちで衣装や小道具を作っており、「作って」「着て」「なりきって」仲間と共に、好きなマンガや
アニメの世界を楽しんでいます。

下水道科学館まつり
9/9（土）・10（日）に開催決定！

入場無料

下水道科学館まつり
9/9（土）・10（日）に開催決定！

　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、楽しく遊びながら学べる
イベントで、簡単な工作教室やステージショー、「金魚
すくい」イベントなど、楽しい企画が盛りだくさんです。
　ぜひ遊びに来てくださいね♪

　日時：平成２９年９月９日（土）・１０日（日）
　　　　午前９時３０分～午後４時３０分
　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

みっちゃん すいくん

　　　　　・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。
　お問い合わせは、お客さま受付センター（裏表紙参照）まで

割引し
ます

昨年度の様子
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☆時　　　　期　　７月１日（土）～１０月３１日（火）
　　　　　　　　　※基本は上記期間の土・日・祝日（一部例外あり）
　　　　　　　　　※３名様以上の団体申込みで別日対応可（要相談）
☆場　　　　所　　奥木曽湖（木祖村・味噌川ダム）
☆対　象　年　齢　　小学校１年生以上
☆料　　　　金　　大人 3,000 円、子ども（中学生以下）2,000 円
☆お問い合わせ　　0264-36-2772（NPO 法人 木曽川・水の始発駅）

◆災害用備蓄飲料水「名水」の販売

　なごやの水源のひとつ、長野県木祖村にある「味噌川ダム」
で、だれでも気軽に大自然をどっぷり満喫できる人気企画。雄
大なダム湖にカヌーを浮かべ、圧倒的な開放感と湖上を駆け抜け
る爽やかな風を感じませんか。

※写真は、イメージです。

災害に備えて災害に備えて 　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、ご家庭での水の備蓄をお願いします。
に協賛します！

　今や名古屋の夏の風物詩の一つとなった世界コスプ
レサミット！昨年に引き続き上下水道局は、この“コス
プレ”の祭典に「オフィシャルウォーター」として協賛し、
世界に向けて「なごやの水道水」をPRしていきます！

　８月５日（土）・６日（日）には、メイン会場となるオア
シス２１にてブースを出展し、キンキンに冷えたなごや
の水道水を試飲いただきます。真夏の乾いた身体に
しみわたり、なごやの水道水のおいしさが一段と分
かりますよ♪
　みなさまのご来場お待ちしています♪ 昨年度のブースの様子

©WORLD COSPLAY SUMMIT

※「コスプレ」とは・・・マンガやアニメのキャラクターになりきって楽しむ「コスチュームプレイ」の略。コスプレをす
る人の多くは自分たちで衣装や小道具を作っており、「作って」「着て」「なりきって」仲間と共に、好きなマンガや
アニメの世界を楽しんでいます。

下水道科学館まつり
9/9（土）・10（日）に開催決定！

入場無料

下水道科学館まつり
9/9（土）・10（日）に開催決定！

　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、楽しく遊びながら学べる
イベントで、簡単な工作教室やステージショー、「金魚
すくい」イベントなど、楽しい企画が盛りだくさんです。
　ぜひ遊びに来てくださいね♪

　日時：平成２９年９月９日（土）・１０日（日）
　　　　午前９時３０分～午後４時３０分
　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

みっちゃん すいくん

　　　　　・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。
　お問い合わせは、お客さま受付センター（裏表紙参照）まで

割引し
ます

昨年度の様子
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トマト（完熟）…………………２個
な　す ……………………… １本
豚ひき肉 ………………… 100g
オリーブ油またはサラダ油… 大さじ１
ピザ用チーズ  ……………… 60g
パセリのみじん切り ………… 少々
塩、こしょう

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

からだと環境にやさしいレシピをご紹介

作り方

❶トマトは１cm 厚さの半月切りにする
❷なすは皮をピーラーで縞模様になるようにむき、
　1cm 厚さの斜め切りにする
❸フライパンにオリーブ油を熱し、❷と豚ひき肉を
　炒め、塩、こしょうをする
❹耐熱皿に❶と❸を交互に並べ、ピザ用チーズ
　を全体に散らす
❺オーブントースター（魚焼きグリルでも可）で
　チーズが溶けて、焼き色がつくまで焼き（約１０
　分）、仕上げにパセリを振りかける

夏が旬のトマトとなすを使って簡単に、そして少しイタ
リアンな気分が味わえるレシピです。
抗酸化作用を持つ「ビタミンＣ」と「リコピン」が豊
富に含まれるトマトと、皮にアントシアン系ポリフェノー
ルの一種である「ナスニン」を含むなすを組み合わせ
ると抗酸化作用がさらに高まります。
さらに、トマトに含まれる「カリウム」が体内で

「ナトリウム」とのバランスをとり、夏バテを予防、
改善します。
また、疲労回復効果のあるビタミンB1が多く含まれる豚
肉との組み合わせで、夏の疲れを吹き飛ばしましょう。

ポイント

材
料：

2
人
分

お客さまの声からお客さまの声から

　水道水は、安全性を確保するため塩素を加えていますが、ご質問のように、
塩素のにおい（カルキ臭）がするので飲みづらいと言う方もいらっしゃいます。

　そのような方は、一度煮沸したりビタミンＣやお茶の葉を入れると、塩素が取り除かれ、
よりおいしく飲めますのでお試しください。ただし、塩素が取り除かれることで消毒効果
がなくなりますので、お早めにお飲みください。

塩素のにおいが気になって水道水が飲みづ
らいのですが、おいしく飲む方法はありま
すか。

　　　場、外で活発に遊ぶ子どもは、遊びに夢中になっ
　　　て水分補給を忘れてしまうこともしばしば。親が注
意深く見守り、こまめに声をかけて水分補給を促すことが
大切です。添加物や砂糖が多いジュース類はがぶ飲みし
がちですが、胃腸に負担をかけることも。水を少量ずつ摂
取するようにしましょう。

子どもは
大人以上に、
水分が必要

　　　葉が話せないペットの水分補給は、飼い主がきちん
　　　と気にしてあげたいところ。犬や猫は、大体３５度～
４０度の水を好むといわれていますので、冷たい水をあまり
飲まない場合は、温めの水にしてみましょう。それでもなか
なか飲んでくれないときは、ウェットタイプやスープタイプなど、
水分を多く含んだペットフードを試してみてください。

ペットに水を
飲ませるコツ

　　　、トイレに何度も起きてしまうのを嫌って、寝る前に
　　　水分補給をしない方もいらっしゃるようです。でも
ちょっと待って！夜間に水分補給をすることは、睡眠中の
水分の排出に備えるために大切なこと。睡眠前、夜間は
必ず１回、水分補給を心がけましょう。また、こまめに水分
を補給するために、枕元に水を置いておくなどの工夫をし
ましょう。

シニア世代こそ、
こまめに
水分補給

夜

夏

言

水分不足を解消して
大切な家族の健康を守ろう！！

　健康な暮らしにとって、欠かせない水分補給。中でも、蒸し暑い夏は汗をかく
ことが多く、熱中症で脱水症状が起こってしまうことも。そこで今回は、特に注
意が必要な子どもやシニア世代、ペットについて、上手な水分補給のポイントを
まとめました。

トマトとなすの
チーズ焼き

・

・

・

・

栄養価（1人分）エネルギー……３１１kcal
食　　塩 …………1.4g
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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29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２9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

　今年リニューアルした災害用備蓄飲料水「名水」は、○年間
保存可能になりました！さて、○に入る数字はどれでしょう。
Ａ．３　Ｂ．５　Ｃ．７
「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は使用しません。

平成27年度の上下水道局の温室効果ガス排出量は、平成２年と比較して「Ｃ．18％」減少しました。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29年9月29日（金）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

夏 号

お問い合わせ先

Q
uiz

※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）


