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現在クリーンピア千曲及びアクアパル千曲の両終末処理場では、水処理施設の覆蓋（屋根）工事を進めています。
覆蓋は、施設からの臭気の発生を減らしたり、水処理設備を保護するために必要なものです。
両処理場の工事は、どちらも平成29年度末の完成を予定しています。

暮らしを支える下水道の仕組みを楽しく学ぼう！

'17下水道ふれあいデー開催！
９月９日（土）午前10時～午後３時

料

入場無

行

小雨決

会場 アクアパル千曲（上流処理区終末処理場）

快適な生活環境と美しい自然を守るために、下水道は大きな役割を果たしています。
下水道ふれあいデーでは、ふだん見ることができない施設を１日開放します。
今年は、アクアパル千曲での開催です。みなさまのご来場をお待ちしております。

微生物観察教室
顕微鏡でミクロの世界を覗いてみよう。

スタンプラリーや遊びの広場、物販など
家族で楽しめるコーナーが盛りだくさん！

お問い合わせ
長野県千曲川流域下水道事務所総務課
TEL 026-283-4170
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会場内で参加を受け付けます（PM2:00まで）
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場内の地下迷路を探索してみよう。
汚泥消化タンク屋上からの眺望も必見！
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アクアパル千曲

長野市真島町川合1060－1
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台所から下 水 道 を 学 ぼ う ！

千曲市

千曲市では、下水道のより一層の普及・啓発を目的に「千曲市魅（み）せる下水道プロジェクト」を立ち上げ、市民
の皆さんに下水道の役割を再認識する「きっかけ」となるさまざまな活動を行なっています。活動の一環として、昨年
９月に長野都市ガス・JAながの様と共催で、市内在住の親子６組の皆様を対象に「親子エコ・クッキング(※)～台所か
ら下水道を学ぼう～」を開催しました。
内容は、はじめにエコ・クッキングに関する講義（買い物・料理・片付けの一連の流れを通じ、環境のためにできる

ことは何だろう？）を行い、その後の実習では「地産地消」として地元産の食材を用いドライカレーを調理し、適量な
食器用洗剤の使用、古布を使った拭き洗いといった「水を汚さない・大切に使う」ことを実践しました。
この活動により、未来の水環境を担う子どもたち、おもに台所を使う主婦(夫)の皆様に下水道について正しい理解を
もち、さらに関心を深めてもらうことを期待しています。

※「エコ・クッキング」

ふるさと紹介
サタデー・ナイト・ズー
※８月14日（月）も特別開園

須坂市
８月の毎週土曜日

午後９時まで時間延長

は東京ガス株式会社の登録商標です。

すざかしどうぶつえん
夏からのイベント情報
2 0 17 年 度 代 表 動 物

ボ
フン

ル トペンギン「ト ッ ト

身近な生き物展 ９月２日(土)～10月９日(月･祝)
トカゲやカエルなどの身近な生き物を近くで見てみよう！

秋の臥竜公園写生大会



９月10日(日)

午前９時～午後２時

※雨天中止

ご長寿動物をお祝いしよう


秋の動物園まつり

トットがみんなを
待ってるよ！

９月16日(土)～18日(月･祝)
10月７日(土)～９日(月･祝)

園の一番大きなイベントです。楽しいイベント盛りだくさん！
大好評の「動物パレード」も行います。

問合せ／須坂市 臥竜公園管理事務所

☎026－245－1770

」
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愛称は「びんぐしわくわくステージ」に決定
びんぐしの里公園屋外ステージ竣工

平成27年度から工事を進めてきました「びんぐしの里公
園屋外ステージ」が完成し、４月21日、竣工式が行われま
した。
新たに完成した「びんぐしわくわくステージ」は、誰もが

びんぐしの里公園のシンボルだと認識できるような意匠設計
が施され、地域に開かれるオープンスペースとして、多様な
交流ができる場となっています。
天井には、東京ドームの天井にも用いられている膜構造と
いう建築構造が取り入れられ、地震や衝撃に強く、軽快感の
あるデザインを実現しています。

また、ステージのバックヤードには、通路を設置し、イベ
ント時に使用できる控室や、男子用・女子用・多目的トイレ
が設置されました。
ぜひ、新しくなった「びんぐしわくわくステージ」をご利
用ください。

お問い合わせ・お申し込み
〒389-0604
長野県埴科郡坂城町大字網掛3000番地
びんぐしの里公園内 都市公園管理センター
TEL 0268-82-0234

水と 緑

と

― 見て、遊んで楽しい噴水の魅力 ―
暑い季節には外出も控えめになりがちです。涼しい室内でゆっ
くり過ごすことも身体へのいたわりですが、時には戸外でリフレ
ッシュしたいものです。そんな時、噴水のある公園へ出かけてみてはいかがでしょう。
長野市の善光寺隣に位置する城山公園では、大正４年（1915年）に大噴水が完成しました。当時は東洋一と称され
たこの大噴水は、土曜の夜には五色の電灯によりライトアップされたとの記録も残っており、人気スポットであったこ
とが伺われます。その後に改修されたので現在の噴水は当時から形が変わってはいますが、噴水のある景色は私たちの
記憶に残るものです。このように従来の噴水は、池から大きく立ち上がるタイプが多く見られました。
最近では各地の都市公園で噴水が整備されています。複数のノズルからリズミカルにたくさんの噴水を上げるパター
ンなど、さまざまな個性的で魅力ある噴水があります。
特に近頃のトレンド、流行としては、
「遊べる噴水」に人気があります。広場に設けた穴からいくつもの噴水が立ち
上がり、リズミカルに高さが変化するなど、最近の噴水は進化しています。
南長野運動公園にも遊べる噴水があります。「わ～、すごい！きゃー！」。噴水が上がると子供たちが歓声をあげて近
寄ってきます。中には服を着たままで、林のような噴水に走り込み、戯れる姿も。見ている大人も水しぶきで涼を感じ
ます。水のありがたさを実感できる瞬間です。お近くの噴水に出かけてみませんか。


（文・写真提供：ＮＰＯ法人ＣＯ２バンク推進機構

理事長

宮入賢一郎）
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アクアパル千曲 テニスコート リニューアル！

べンチ

テニスコート

アクアパル千曲ではテニスコートを平成29年３月にリニューアルし、
一般の方にご利用いただいています。
★利用案内
人工芝コート２面（硬式と軟式どちらでも使用可能）各コートに屋根のついたベンチ設置
利用時間 （４月～９月）6：00～19：00 （10月～３月）8：00～17：00
お問い合わせ・ご予約（１ヶ月前より）TEL 026-213-4056（受付時間 平日 8：30～17：00）
他にマレットゴルフ場（27ホール パー108 総延長1,375ｍ 用具貸出あり）もご利用いただけます。

クリーンピア千曲にも、運動施設あります！

お願いします

こちらもよろしく

グラウンド（ソフトボール・軟式野球用）１面
テニスコート（人工芝）２面
マレットゴルフ場（９ホール パー36 総延長360ｍ 用具貸出あり）
お問い合わせ・ご予約（１ヶ月前より） TEL 026-257-4000
（受付時間 平日 8：30～17：00）

みんなの下水道、正しく使ってね！

楽しんでね！
持続可能な生活排水対策を
推進する公式キャラクター

めぐるん

千曲川流域下水道事務所からのお願い

台所のごみやてんぷら油は
流さないでね

水に溶けない、水洗トイレ
が詰まるものは流さないで
ね

流し台の排水口にはネット
をして野菜くずや髪の毛を
流さないようにしてね

トイレでは、物を落とさな
いようにしてね

薬品やガソリンなどは危な
いから流さないでね

マンホールを勝手に開けて、
物を捨てないでね
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