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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　https://www.water.city.nagoya.jp/
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メタウォーター下水道科学館なごや
●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
駐車場は身体障害者用1台のみです（予約制）。ご利用方法はお問い合わせください。

●名城水処理センターの見学ができます。（5名以上の団体で要予約）
※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
●所 在 地
●開館時間
●休 館 日
●交　　通

●電　　話

千種区月ケ丘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「月ケ丘」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2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2020年7月です。
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電話 052-884-5959
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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

リニューアルオープンする「下水道科学館」は新たな愛称とな
りました。さて、なんという愛称でしょう。
A～Cを並べ替えてください。
Ａ.なごや　　Ｂ.下水道科学館　　Ｃ.メタウォーター　　
「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「水と四季春号クイズ応募」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。

露橋水処理センターの上部を「B.広見憩いの杜」として整備し、一般開放しています。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、2020年6月25日（木）必着です。
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堀川
メタウォーター
下水道科学館なごや

水の歴史
資 料 館

「名城公園」駅

至市役所

城北橋

名城公園南

春 号

入館無料

入館無料

FAX 052-872-1296

お問い合わせ先

2020 Spring水
なんでもクイズ！



リニューアルオープン
します！

表紙の写真
（かさぎきょう）

（岐阜県恵那市笠置町）
笠置峡

木曽川の渓谷と、笠置ダムによって形成された湖が笠置峡です。
春には岸の桜が、美しく水面に影を映しています。

　「メタウォーター下水道科学館なごや」は、普段目にすることが少ない下水道
の仕組みや役割について、体験を交えながら楽しく学ぶことができる施設です。
　令和元年７月に開館30 周年を迎えたことから、より身近な下水道広報施設と
なるよう展示物の大幅なリニューアルを行いました！展示室を５つのゾーンに
一新し、体験型のゲームや展示物を新設して、下水道や防災についてより楽し
く学んでいただくことができます。
　お越しいただいたことのある方もない方も、リニューアルした下水道科学館
へぜひ遊びに来てください。

Expedition team of water

　メタウォーター下水道科学館なごやは、３月20日（金・祝）にリニューアル
オープンを予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐ
ため延期させていただきます。
　延期後のリニューアルオープンの日程などについては、下水道科学館ウェブ
サイトをご確認ください。

VoL.12

暮らしと下水道ゾーン

災害への備えゾーン 下水管の維持管理ゾーン

水処理のしくみゾーン

下水管の維持管理ゾーン 外観外観

水処理のしくみゾーン
なごやの下水道の
歴史と未来ゾーン暮らしと下水道ゾーン

災害への備えゾーン

なごやの下水道の
歴史と未来ゾーン

家庭内で使った水の流れ
が見えるスケルトンハウ
スで、暮らしと下水道の
関わりを紹介しています。

下水処理や汚泥処理の仕組
みについて紹介していま
す。

なごやの下水道の歴史や、
未来への取り組みを学べ
ます。

上下水道モニターを募集中です！上下水道局公式ウェブサイトからご応募できます。
募集期間：令和2年4月20日（月）まで
活動内容：年4回程度のアンケートを実施。希望者は浄水場やダムなどの見学会もあり。
募集人員：選考で500人。市内在住18歳以上でウェブサイトからアンケートに回答できる環
　　　　  境にある方（平成26年度以降のモニター経験者と名古屋市職員を除く）。 
任　　期：令和2年5月～令和4年3月末（約2年間）
謝　　礼：登録者全員にアメンボマンホールピンバッジをプレゼント。
　　　　 アンケートの回答実績に応じた謝礼あり。
お問い合わせ：広報サービス課　TEL （052）972-3642　FAX （052）972-3710

上下水道モニター募集

浸水による歩きにくさなど
を体験できます。また、浸
水から街を守るゲームを
設置しています。

下水管の維持管理の重要性
やその方法を紹介していま
す。

愛称が“メタウォーター下水
道科学館なごや”となり、
看板も新しくなりました！

下水道科学館のご案内

ご応募はこちら！
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下水道への理解と、名古屋の魅力のPRを目
的に募集していたマンホール蓋デザインの
入賞作品が決定しました。
たくさんのご応募
ありがとうご
ざいました！

小・中学生部門…2,117点
一般部門………… 546点

「環境報告書2019」を作成しました

応募総数 …… 2,663点

木曽三川流域フォトコンテスト２０１９

＜最優秀賞＞
タイトル： 川霧の木曽川遊歩道
撮影場所： 犬山市 木曽川

下
水

道マンホール蓋デザインが決定しました
！

ふた

小・中学生部門 一般部門

小・中学生部門 一般部門

増澤蓮音さん

佐野ベイティさん 城仁田信己さん 新田のりあきさん原 大輔さん

佐竹ゆきさん

優秀賞

最優秀賞

五十川

木曽三川流域を対象としたフォトコン
テストを開催しました。

～受賞作品のご紹介～

★詳細はこちら

水戸雅人さん

検 索

　ふだんは見ることができない浄水場の見学ツアーや、木曽三川流域の自治体や関連団体が
多数出展し特産品の販売などを行う「木曽三川マルシェ」など、楽しいイベントが盛りだくさん
です。鍋屋上野浄水場から歩いて１５分のところにある水の歴史資料館も会場としてイベント
を大いに盛り上げますので、ぜひ両会場へ遊びに来てください。

　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
上下水道事業を目指しており、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。温室効果ガスを平成14年
度には約26.6万トン（二酸化炭素換算値）排出していましたが、設
備更新の際に省エネルギー型の機器を導入し電力使用量の削減を
行うなど、さまざまな削減策に取り組み、平成30年度には約17.6万ト
ンにまで削減しています。
　「環境報告書 2019」は、上下水道局公式ウェブサイトでご覧いた
だけます。

日　時　6月7日（日）10:00～15:00
場　所　鍋屋上野浄水場

第62回水道週間行事

（千種区宮の腰町1番33号）

水の歴史資料館（千種区月ケ丘1丁目1-44）

＜鍋屋上野浄水場会場＞
■地下鉄「砂田橋」1番出口徒歩5分
■ゆとりーとライン「砂田橋」徒歩5分
■市バス「谷口」徒歩5分

＜水の歴史資料館会場＞
■地下鉄「覚王山」2番出口徒歩１7分
■市バス「月ケ丘」徒歩2分
■市バス「谷口」徒歩１4分

お問い合わせ：広報サービス課
TEL （052）972-3608
FAX （052）972-3710

検索

最新情報はこちら

昨年の様子

名古屋市上下水道局

入場無料入場無料

交通アクセス

6月１日～7日は
水道週間です。
6月１日～7日は
水道週間です。

五十川佳乃さん野澤英里さん

ふた

詳細はこちら

木曽三川流域自治体連携会議

◆応募作品数 171 点

水戸雅人さん笠井直幸さん野澤英里さん
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洗面所スッキリ！
吊り下げ型のグッズで
衛生的に
　いつも清潔に保ちたい洗面所ですが、
歯ブラシや石けん、シェーバーなどの小物が
ギッシリ。掃除するのも大変ですね。けれど、
100 円ショップや雑貨ショップのグッズを使って吊
る収納をすれば、見た目もオシャレでお掃除も
楽々。そこで今回は、洗面所の吊る収納を紹介します。

鶏そぼろを作る。鍋に鶏ひき肉、
水で戻してみじん切りにした干
し椎茸、調味料を加え、菜箸
４～５本で混ぜながら汁気がなく
なるまでいり、冷ます。
錦糸卵を作る。卵を溶いて調
味料を加え、薄焼き卵を焼く。
冷めたら細く切る。
さやえんどうは筋を取り、ゆでて
冷水にとり、水気をきって斜め
細切りにする。
アスパラガスは色よくゆで冷水
にとり、水気をきる。穂先３～
４ｃｍは縦1/４に、軸は斜め薄
切りにする。

スモークサーモンは端から巻い
て花形にする。スライスチーズ
は好きな型で抜く。
箱の内側にラップを広げ、すし
飯の1/３量を四隅までまんべん
なく敷く。鶏そぼろを広げて平ら
に散らし、さらに1/３量のすし飯、
さやえんどうと切りのりを敷き、
その上に残りのすし飯を詰める。
錦糸卵を上面に広げラップの
端で覆って上から軽く押さえ、
軽く重しをのせ、３0分位おく。
押しずしを箱から出して、ラップ
を外して器に盛り、④と⑤で上
面を飾る。

　押しずしはお菓子の空き
箱や牛乳パックなどを使え
ば、特別な押しずし型がなく
てもつくれます。
　ケーキに見立てて、中に
やさしい甘さのそぼろやさやえ
んどうをはさみ、上にはスモー
クサーモンでバラの花の形を
つくるなど、思い思いにアイ
デアを生かし飾ってみましょう
　いつものちらし寿司から少
し目先を変えて楽しんでくだ
さい。

作り方

ポイント

　上下水道料金をクレジットカードで支払うことはできますか。

名古屋文理大学短期大学部　食物栄養学科
　

レシピ監修

①

②

⑦

③

④

置き場に困るシェーバーも定位置を確保
　お手入れはしたものの、置き場に困ってしまうのがシェーバーです。そんな
悩みも、シェーバーホルダーを使えばスッキリ解決。鏡やタイルに吊るすことで、
刃に付いた水が下に落ちるのでいつも清潔に。置き場が迷子のシェーバーも、
やっと定位置が決まりました。

歯ブラシホルダーで、スペースにもゆとり
　吸盤付き吊り下げ型の歯ブラシホルダーを購入して、タイルや
鏡などに設置しましょう。吊るすことで歯ブラシ自体も乾きやす
くなり、衛生的です。歯磨き粉を吊るすチューブホルダーも活用
すれば、お子さん用・大人用をコンパクトにまとめることができ、
取り出しやすくなります。

吊るタイプの石けんホルダーも
　石けんケースは、溶けた石けんでヌルヌルしがち。取ろうとすると、ヌメリ
で落とすこともありますよね。そんなストレスから解放してくれるのが、吊る
タイプの石けんホルダー。石けんをホルダーのギザギザにしっかり装着すれば、
早く乾き、ヌルヌルを防いでお掃除もラクチン。

准教授　小田　良子

詳細はこちら

お客さま
の
声

Customer's voice

からだと環境にやさしい料理レシピをご紹介

⑤

令和２年４月からクレジットカードによる上下水道料金のお支
払いができるようになりました。
支払い忘れや支払い用紙の紛失などの心配がなくなる口座振替
やクレジットカード払いをぜひご利用ください。
申込方法は上下水道局公式ウェブサイト等でお知らせしています。

⑥

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！

春といえば進学や進級、就職など周りの環境も大
きく変わる時期ですね。体にたまった疲れをお風
呂に入って癒しましょう♪
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！

～春の『知っ得』～
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!!

検 索

すし飯  …… ……………  ２合分
鶏そぼろ　　　 　　　　　　　  　　　　　錦糸卵　　　 　　　　　　　  　　　　　

鶏ひき肉  ………………  100g
干し椎茸  ………………  3 枚
砂糖  …………………  大さじ2
酒  …… ……………  大さじ1/2
しょうゆ  ……………  大さじ1

卵  ……………………  1個
砂糖  …………… 大さじ1/2
塩  ……………………  少々
サラダ油 ……………  適量

さやえんどう ………  10枚
グリーンアスパラ…… １本
スモークサーモン… 2~3 枚
スライスチーズ…… １/2 枚

エネルギー … 408kcal
食塩  …………… 1.7ｇ＊栄養価（１人分）

材　料（４人分）
簡単押しずし

つ

。

切りのり……………… 1 g

うるおいライフ 検 索
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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　https://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）
2020年4月　9,000部

「城北橋」
バス停

「名城公園」
バス停

「月ケ丘」
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

メタウォーター下水道科学館なごや
●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
駐車場は身体障害者用1台のみです（予約制）。ご利用方法はお問い合わせください。

●名城水処理センターの見学ができます。（5名以上の団体で要予約）
※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
●所 在 地
●開館時間
●休 館 日
●交　　通

●電　　話

千種区月ケ丘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「月ケ丘」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2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2020年7月です。

広小路通

出来町通
天
満
緑
道

H
15

N

FAX

電話 052-884-5959
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

リニューアルオープンする「下水道科学館」は新たな愛称とな
りました。さて、なんという愛称でしょう。
A～Cを並べ替えてください。
Ａ.なごや　　Ｂ.下水道科学館　　Ｃ.メタウォーター　　
「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「水と四季春号クイズ応募」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。

露橋水処理センターの上部を「B.広見憩いの杜」として整備し、一般開放しています。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、2020年6月25日（木）必着です。

M
08

谷口

末盛通２

姫ヶ池通1

堀川
メタウォーター
下水道科学館なごや

水の歴史
資 料 館

「名城公園」駅

至市役所

城北橋

名城公園南

春 号

入館無料

入館無料

FAX 052-872-1296

お問い合わせ先

2020 Spring水
なんでもクイズ！


