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「私たちのくらしと水」は、年4回発行しています。次回の発行は、2021年９月５日の予定です。 

〒320-8543　宇都宮市河原町1番41号
☎028-633-3230　  028-633-3264FAX

宇都宮市上下水道局へのお問い合わせ・ご相談は

宇都宮市上下水道局 検 索

スマートフォン
の方はこちら↓

教えて恖'64ぼうや

　上下水道局では、皆さんに安心・安全でおいしい水
道水を提供するため、日頃から厳しい水質管理を行っ
ているから安心してね。
　商品の訪問販売のほか、水道局の依頼を受けたと
称する業者からの電話など、勧誘には注意してね。

　水道水の水質が悪い
から、ウォーターサーバー
を買った方がいいという
電話がかかってきたけ
ど、本当なの？

上記のようなご相談は⇒  問 消費生活センター　☎616-1547

このコーナーでは、市民の皆さんからいただいた
疑問・質問に水道ぼうやがお答えします！

上下水
道局

からの

お知
らせ

貯水槽の点検調査を実施します

　上下水道局では、安全でおいしい水をお客様にお届けするために、貯水槽（有効容量が１０㎥以下のもの）を設置してい
る建物を対象に、貯水槽の点検調査を行っております。点検調査では、管理状況の確認や水質の調査を行い、その結果や
管理方法などについてご説明させていただきます。
　今年度調査対象となっている設置者または管理者の皆さんには、事前に上下水道局より通知いたしますので、点検調査
の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

問 工事受付センター　接続工事受付グループ　☎633-3164

集合栓・連合栓制度を利用する建物の管理者様へ

　集合栓・連合栓制度では、「建物全体の使用水量」と「入居戸数」により料金を算定しています。　
　入居戸数等について変更が生じた場合は、速やかにご連絡ください（毎年1回、現在の登録内容の確認書を管理会社様
等に通知しております）。

問 お客様受付センター　☎633-1300

2021.6.6
vol.

下水道事業受益者負担金(分担金)は、納期限までに納付しましょう！

★下水道事業受益者負担金（分担金）とは
　公共下水道の整備により利益を受ける皆さん（受益者）に、区域内にある土地の面積
に応じて１度限り、整備費用の一部をご負担いただくものです。
★納期限までの納付をお願いします。
　納期限は７・９・１１・１月の末日（土日祝日の場合はその翌営業日）となります。
★報奨金制度をご活用ください！
　受益者負担金（分担金）の総額を初年度第１期の納期限までに一括納付いただくと、
総額の約２割が減額となります。

問 サービスセンター　普及促進グループ　☎633-3127

Twitter 上下水道
ムービー



用 意 す る も の

作 り 方

❹できあがり

　同じ手順で、読み札も作ります。

❸透明ビニールテープで巻く
　切り取ったカルタそれぞれ
に、透明ビニールテープを巻
き付けて防水する。（段ボール
の「ふち」は水が入りやすいた
め、念入りにビニールテープ
を貼ってください。）

❶図柄を貼る
　印刷した図柄を、
A4サイズに切った
段ボールの両面に
のり付けする。

❷段ボールを切る
　図柄を貼った段ボール
をハサミやカッターで切り
ます。（刃物を使う時は、  
ケガをしないように
気をつけてください。）

A4サイズに切っ
た段ボール

透明ビニー
ルテープ

のり・ハサミ・
カッター

クイズ
プレゼント

応募期間／令和３年６月６日（日）～令和３年７月２日（金）

「お名前」「ご住所」「ご職業」「ご意見・ご感想」「クイズの答え」をはがきに明記してください。

応募フォーム
よりご応募
ください▶▶▶

〒320-8543  宇都宮市河原町1番41号
宇都宮市上下水道局　経営企画課「広報紙」係

表紙のクイズの答えと、本冊子
へのご意見・ご感想、水に関する  
お得な情報などを、はがきか応募
フォームでお寄せください。抽選で
30名様に、「上下水道局オリジナル
手ぬぐい」＆「うつのみや泉水」を
セットでプレゼントします！
※発表は、発送をもって代えさせていた
だきます。

※個人情報は、プレゼントの発送以外には使用しません。
※いただいたご意見・ご感想などは、個人が特定できない  
情報として、紙面に掲載させていただく場合があります。

はがき
の方は…

スマートフォン
の方は…

宇都宮市上下水道局　プレゼント 検 索

1 2

日本の
水のことば

世界の
水のことば

　様々な表情を見せる水は、どんなものにも形を変え流れていきます。日本でも世界でも水にまつわる言葉
はたくさんありますが、どの国でも共通するのは、水が生活のあらゆる場面に欠かせないものであること、 
そして身近であるがゆえに気づきにくい水の価値を教訓として残していることです。
　水にまつわることばを調べてみると、今も昔も変わらない水の大切さが見えてくるのではないでしょうか。

紹介した水に関する「ことば」で
カルタを作り、ビニールプールや
お風呂などに浮かべて遊んでみよう！

水は生命の源であり、人の暮らしになくてはならないものです。
日本でも世界でも、昔から人は水をよく観察し
その性質を身近な物事になぞらえ「ことば」にしてきました。
今回は水にまつわる「ことば」から、人がどのように水を捉えてきたのか見てみましょう。

「水ことば」
カルタ

ぼん のう

魚の目に水見えず、人の目に空見えず

土人形の水遊び

　仏法が民衆の煩悩を洗いきよめることを水に見立てていうことば。
法の水

水に慣れる

焼け石に水

積水成淵

川についていけば海に出る

井戸の水が枯れるまで、水の有難みは分からない

うお　　   め　　　みず　み　　　　　　  ひと　　　め　　　そら　み

つち にんぎょう　　 みず あそ

のり　　  みず

みず　　   な

  や　　　いし　　 みず

せき すい せい えん

かわ　　　　　　　　　　　　　　　　 うみ　　　で

 い　 ど　　　みず　　　 か　　　　　　　　　　　 みず　　 あり がた　　　　　 わ

図柄

※ご家庭で身近にある段ボールや厚紙でも作れますが、
発泡ポリスチレンパネルなどの水に強い素材が最適です。

う

つ

の

み

や

せ

か

い

　魚には水が見えず、人には空気が見えないように、あまり近くにあるものはかえっ
て目に入らないことの例え。

　中国のことわざ。少しの水も集まれば淵になるという意味から、小さいもので
も、数が多くなれば大きな力になるということ。または、努力を積み重ねていけば
願いを叶えることが出来るということ。

　スカンジナビアのことわざ。深い霧にまかれ、山の谷間などで道に迷っても、川
に沿って歩けば海に辿りつけるように、落ちついて行動することで状況が好転する
ことの例え。

　イギリスのことわざ。井戸が枯れてはじめて水の価値がわかるように、物事は
失った時に初めて、本当の価値がわかることの例え。

　土で作った人形は水に弱くくずれやすいところから、無謀なことをして自ら身を
滅ぼすことの例え。

　火に焼けて熱くなった石に水を少しかけても冷めないように、わずかばかりの   
努力や援助では、効果がほとんど期待できないことの例え。

　からだがその土地の水に馴染むことから、その土地の環境や風土に
慣れること。「馴れる」とも書く。

橋本淳司／著 『人と地球の生命のみなもと 水の大研究 不思議な世界をのぞいてみよう！』 PHP研究所

こどもくらぶ／編 『みんなの命と生活をささえる インフラってなに？ ①水道 ～飲み水はどこからくる？～』 筑摩書房

こどもくらぶ／編 『みんなの命と生活をささえる インフラってなに？ ②下水 ～つかった水はどこへいく？～』 筑摩書房

【参考文献】

カルタの図柄が
ダウンロード
できるよ

遊び方
　完成した「水ことばカルタ」をビニールプールやお風呂
などに浮かべたら、お父さんやお母さんに読み札を読み
上げてもらってカルタ取りをして遊んでね。
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