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水の探検隊 VoL.10 

水の歴史資料館 

名古屋の上下水道事業の歴史や役割、防災について分かりやすく学べる資料館 

 水の歴史資料館は、名古屋市の上下水道事業１００周年を記念して整備した施設です。

名古屋市の上下水道事業の歴史的な資料を系統的に収集・保管・展示しており、水道・下

水道の歴史や果たしてきた役割などを総合的に紹介しています。また、防災についても、

展示資料を通じてその歴史や自助・共助の考え方に触れながら、災害への備えを学ぶこと

ができます。 

 館内はテーマごとに４つの展示室に分かれ、当時の写真や実物等を約８００点展示して

いるほか、１万点以上の資料を収蔵しています。 

 資料館職員による館内案内や季節のイベント、企画展等も開催しています。入館無料で

すので、 

ぜひお越しください。 

※アクセス・お問い合わせ等 は、裏表紙または局公式 ウェブサイトをご覧ください。 

屋外展示  

煉瓦積みマンホール 

名古屋市の歴代マンホールふた 

４つの展示室と展示物の一例 

上下水道の歴史を学ぶ第１展示室 

江戸時代の樋の水道 

べンチュリーメータ 

水道の歴史と役割を学ぶ第２展示室 

立ち上がり水栓 

配水管継手形状の変遷 

下水道の歴史と役割を学ぶ第３展示室 



百周年記念マンホールふた 

創設期の下水管（陶管） 

防災（災害対策）を学ぶ第４展示室 

下水道直結式仮設トイレ 

地下式給水栓 

表紙の写真 

木曽谷（きそだに） 

（長野県木曽郡木曽町） 

山々に囲まれた自然豊かな土地で、東に木曽山脈、 西に御嶽山がそびえる狭長な谷。 

写真は、長野県南西部を流れる木曽川の支流、王滝川から見た木曽谷の紅葉。 
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水の歴史資料館イベント情報 

無料 

●水の歴史資料館開館５周年記念企画展 

～名古屋汎太平洋平和博覧会と往時の鍋屋上野浄水場～ 

 汎太平洋平和博覧会のポスター、絵葉書、パネルや、博覧会で実際に展示された鍋屋上

野浄水場の模型等の展示を行います。 

日時 10 月４日（金）～11 月４日（月・休）９:30～16:30 

●５周年記念 水の音楽祭 

「名古屋市立大学管弦楽団」による弦楽四重奏の演奏会を開催します。 

日時 10 月 13 日（日）13:00～、14:30～ ※当日先着各 50名様 

JR 東海「さわやかウォーキング」 

なごやの水道水の歴史に触れるコース 

 JR 東海が主催する「さわやかウォーキング」にて、水の歴史資料館を含むコースが楽し

めます。水の歴史資料館には、下水道創設期より使用している煉瓦積みマンホールや、100

年以上前の水道管などを展示しています！ この機会にぜひご参加ください。 

日 時：11 月 16 日（土） 8:30～15:00（ウォーキングの受付は 11:00 まで） 

コース：JR千種駅・地上改札（スタート） 千種公園 水の歴史資料館     平和公

園  猫ヶ洞池  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（https://walking.jr-central.co.jp）でご確認ください。 

昨年の様子 

名古屋市交通局 

「駅ちかウォーキング 2019 AUTUMN」 

～「青空ギャラリー」地上 40m の大パノラマ～ 

 名古屋市交通局が開催する「駅ちかウォーキング 2019 AUTUMN」にて、平和公園アクア

タワーをめぐるコースが楽しめます ！ 平和公園アクアタワーの展望室からは、素晴らし

い景観を一望できます。魅力溢れるコースになっていますので、ぜひご参加ください ！ 

日 時：11 月 30 日（土）9:30～14:30（ウォーキングの受付は 11:00 まで） 

コース：茶屋ヶ坂駅（スタート） 平和公園アクアタワー 

     藤が丘中央商店街（特設ゴール） 

※上記のコースは一部抜粋したものです。駅ちかウォーキングの詳細は、 

 名古屋市交通局ウェブサイト（https://www.kotsu.city.nagoya.jp/jp/pc/enjoy）でご

確認ください。 
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ふるさと寄附（きふ）金を受け付けています！ 

 木曽三川流域における水環境保全を目的として、「なごやの水源・木曽三川流域連携事業

寄附金（ふるさと寄附金）」を募集しています。皆さまからの貴重なご寄附は、安全でおい

しい水をお届けするため、木曽三川の水環境保全に役立てます。 

１回の寄附額が１万円以上の方に「名水」１箱を差し上げます。 

※ふるさと納税の趣旨を踏まえ、名古屋 市内在住の方へは提供を行っていま せん。た

だし、寄附金税額控除を受け ていただくことはできます。 

「名水」1箱（24 本入り） 

なごやのおいしい水道水を缶につめました‼ 

ボトルには名古屋城本丸御殿の襖（ふすま）絵をデザイン♬ 

お申込みと決済方法 

●上下水道局公式ウェブサイト  納入通知書（金融機関用） 

 申込書をダウンロードし必要事項をご記入の上、上下水道局経営企画課までご送付くだ

さい。 



 https://www.water.city.nagoya.jp/kisosansen/category/topics/16184.html  

●名古屋市公式ウェブサイト  クレジットカード コンビニ ペイジー 

 http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/68-8-0-0-0-0-0-0-0-0.html 

●インターネットサイト「ふるさとチョイス」  クレジットカード  納入通知書（金融

機関用） 

 https://www.furusato-tax.jp/japan/tax_form/23100 

木曽三川流域フォトコンテスト 2019 作品募集！ 

 木曽三川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するとともに、

木曽三川流域の水環境保全意識を醸成することを目的としたフォトコンテストを開催しま

す。 

■テ  ー  マ 木曽三川流域の「水のある風景」の写真 

■応募資格 どなたでも応募可能 

■応募期間 １１月３０日（土）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） 

■問 合 せ 上下水道局経営企画課  

       TEL ０５２-９７２-３６１５  FAX ０５２-９６１-０２７６ 

入賞者には木曽三川流域の特産品をプレゼント 

木曽三川流域のマスコットキャラクターかわたん 

ふるさと寄附金およびフォトコンテストの詳細は 

木曽三川流域自治体連携会議 

検 索 
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消費税率の改定に伴い、令和元年 12 月分から水道料金・下水道使用料がかわります。 

●偶数月に検針にうかがうお客さま 

 令和元年１１月-令和元年１２月分のご使用量の半分が旧料金、残りの半分が新 料金と

なります。それ以降の料金はすべて新料金となります。 

●奇数月に検針にうかがうお客さま 

 令和元年１２月-令和２年１月分以降の料金から新料金になります。 



（例）一般用・専用、口径 13ミリで２か月に３０m3 ご使用の場合 

区 分  水道料金  下水道使用料（名古屋市内）   合 計 

旧料金（税込）   3,099 円   2,376 円   5,475 円 

新料金（税込）   3,157 円   2,420 円   5,577 円 

※清須市（春日地区を除く）、北名古屋市久地野地区、あま市甚目寺地区、大治町の下水道

使用料の改定については、各市町にお問い合わせください。 

「水道ご使用量のお知らせ」（検針票）や領収書等に表示される令和元年「10 月-10 月分」

「10月-11 月分」 「11 月-11 月分」 「11 月-12月分」の消費税等相当額は、税法上の金

額と異なる場合があります。確定申告等で税額をご使用になる場合は、お手数ですが、局

公式ウェブサイトに掲載の「消費税等相当額についてのお知らせ」をご確認ください。 

水処理センターを公開します！ 

 下水道の役割や大切さなどを知っていただく機会として、植田水処理センターを一般公

開します！普段は見られない水処理センター内の見学や、水処理で活躍する微生物を顕微

鏡でご覧いただけます。皆さまのご来場をお待ちしています！ 

日 時：11 月２日（土）９:30~12:00 

    ※受付は 11:30 まで 

場 所：植田水処理センター 

    （天白区植田南一丁目 512 番地） 

申 込：不要（直接現地にお越しください） 

その他：駐車場はございません。公共交通機関または 

    自転車、徒歩でお越し願います。 

問合せ：植田水処理センター 

    TEL 052-803-6991 FAX 052-801-2597 

微生物の顕微鏡観察例 
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水辺で話そ! 

水と暮らし 

こまめな手入れで清潔なトイレをキープ 

毎日使うトイレは、こまめに掃除しなければ、黄ばみやカビなどが発生しやすい場所。ト



イレを美しく保ち、長持ちさせるためには毎日のお手入れが大切です。そこで今回は、掃

除のポイントを紹介します。 

用意するもの 

「トイレ用掃除シート」「トイレブラシ」「除菌スプレー」「歯ブラシ」などを用意しましょ

う。トイレブラシは雑菌が繁殖しやすいため、こまめに取りかえましょう。また、汚れは

除菌スプレーを使って掃除することが、清潔なトイレを保つコツです。 

ちょこっと掃除をこまめに 

１日１回、朝や寝る前などにトイレブラシで、軽く掃除しましょう。また掃除を人任せに

せず、トイレを使ったらさっと拭く「ちょこっと掃除」を心掛け、みんなでキレイにしま

しょう。 

しっかり掃除は、週に 1回 

汚れをこびりつかせないためにも、週に１回は「しっかり掃除」。トイレブラシと除菌スプ

レーを使って、便座裏や便器の縁までこすり洗いしましょう。床は週１回、壁やドアは月

に１回と、皮脂や細菌が付きやすい場所は丁寧に拭いて清潔に保ちましょう。 

見落としがちなウォシュレット 

ノズル 

意外と掃除を忘れがちなのがウォシュレットノズル。自動のお手入れ機能がついていない

場合は、ノズルを引き出し、掃除シートでこまめに拭きましょう。汚れが溜まっているよ

うなら、歯ブラシでこするだけで汚れを落とすことができます。 

うるおいライフ 趣味：水道 

知らなきゃ損する!?水にまつわる『知っ得』情報掲載！ 

～秋の『知っ得』～ 

「食欲の秋」となりましたが、ついつい食べ過ぎてはいませんか？ 水道水を使った「水ダ

イエット」について紹介しています♪  

まずは、ウェブサイト「うるおいライフ趣味：水道」をご覧ください！ 

上下水道局公式ウェブサイトからアクセスしてください！ 

直接検索でもＯＫ!! 

うるおいライフ 

検 索 
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からだと環境にやさしい料理レシピをご紹介 

かんたんクッキング 

里芋の変わり揚げ 

材 料（2人分） 

里 芋  ……………  ６個 

おかき  ……………   40g       

小麦粉  ……………  大さじ 1 

卵  ……………  1/2 個 

サラダ油  ……………  適量 

白髪ねぎ  ……………  1/2 本 

〈あん〉 

だし汁  ……………  180mℓ 

しょうゆ、みりん  ……………  各大さじ１ 

片栗粉  ……………  小さじ 1 

きのこ  ……………  80g 

＊栄養価（１人分） 

エネルギー…30０kcal 

食塩相当量 ……1.３ｇ 

作り方 

①里芋はよく洗い、皮ごと竹串が通るまでゆで、皮をむく。 

②おかきは袋に入れ、麺棒などで細かくなるまで砕く。 

③①の里芋に小麦粉をまぶし、溶いた卵にくぐらせ、②のおかきをつける。 

④フライパンで油を熱し、③の里芋を揚げ焼きにする。 

⑤鍋にだし汁、しょうゆ、みりん、きのこを加え煮る。 

⑥きのこに火が通ったら、水溶き片栗粉でとろみをつける。 

⑦器に④を盛り、⑥のあんをかけ、白髪ねぎを飾る。 

ポイント 



 里芋のおいしい時期は 9~11 月です。食物繊維が豊富で水分も多く、芋類の中では低カ

ロリーな食品です。里芋に含まれるガラクタンには整腸効果があり、さらに血圧や血中コ

レステロールを下げる働きがあります。また、免疫力をアップさせる働きもあるので、秋

に里芋を食べて、寒い冬に入る前にしっかり免疫力を高めて風邪対策をしておきましょう。  

レシピ監修 名古屋文理大学短期大学部 食物栄養学科 准教授 小田 良子 

Customer's voice 

お客さまの声 

Q 今年度の災害用備蓄飲料水「名水」は、いつから販売されますか？ 

A 来年１月ごろから販売する予定で準備をすすめております。詳細が決まり次第、「広報

なごや」や局公式ウェブサイトなどでご案内する予定です。 

表 4 

水なんでもクイズ! 

もんだい 

 右の木曽三川流域のマスコットキャラクターの名前は何でしょう。 

Ａ.みずたん Ｂ.うみたん Ｃ.かわたん 

「ヒント」 この「水と四季」をよく読んでね。 

 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、2019 年 12 月 26 日（木）必着です。 

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。 



前号の答え 

災害に備えて、１人１日あたり「Ｂ.３ℓ」を３日分以上、各ご家庭で飲料水を備蓄してく

ださい。 

お問い合わせ先 

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 

お客さま受付センター（名水（メイスイ）ダイヤル） 年中無休 

電話 052-884-5959（ゴクゴク） FAX 052-872-1296 

※ おかけ間違いのないようにご注意ください。 

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

15 

水の歴史資料館(入館無料) 

●所在地 千種区月ヶ丘 1丁目 1‒44 

●開館時間 9：30~16：30 

●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 

●交  通 市バス「月ヶ丘」下車徒歩 2分、「谷口」下車徒歩１４分 

※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） 

地下鉄東山線「覚王山」下車 2番出口徒歩 17 分 

●電  話 052-723-3311  FAX 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。 

名古屋市下水道科学館下水道科学館(入館無料) 

●所在地 北区名城一丁目 3‒3（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（月曜日が休日の場合は直後の平日）・年末年始 

●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 

※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。 

●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。 

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） 



2019 年 10 月 9,000 部  次回発行予定は 2020 年 1 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公式ウェブサイト https://www.water.city.nagoya.jp/ 


