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第51回 応募総数、ポスター975点・標語729点の中から
次の方々が入賞されました。
たくさんのご応募ありがとうございました。
※学校などは作品応募時（平成21年1月）のものです。

最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞 ポスターの部ポスターの部

最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞 標語の部標語の部

ポスター・標語展ポスター・標語展ポスター・標語展

佐藤  栞奈さん
市原市立姉崎小学校

小学生低学年の部

千田  直幸さん
市原市立有秋東小学校

小学生高学年の部

堂ノ上  柚衣さん
船橋市立芝山中学校

中学生の部

亀川  紗也乃さん
県立松戸六実高等学校

一般の部

若菜  梨紗さん
千葉市立西小仲台保育所

幼児の部

朝倉  拓海さん
市原市立姉崎小学校

小学生低学年の部

境  竜太郎さん
浦安市立美浜南小学校

小学生高学年の部

吉次  由美子さん
松戸市立第五中学校

中学生の部

渡辺  健太さん
市川市

一般の部

優秀賞優秀賞優秀賞
ポスター・標語コンクールの
入賞作品を展示いたします。
ぜひご覧ください。

おめ
でと
う!

■期日■
平成21年6月2日（火）～8日（月）

■場所■
そごう千葉店 地下1階ギャラリー

宮内  翼さん
古川あいりす幼稚園

幼児の部

賀曽利  歩さん
市原市立五井小学校

小学生低学年の部

倉田  大樹さん
松戸市立牧野原小学校

小学生高学年の部

安井  夏穂さん
四街道市立四街道中学校

中学生の部

出戸端  悦子さん
鎌ケ谷市

一般の部

優秀賞優秀賞優秀賞
長友  莉音さん あやめ台第二幼稚園幼児の部

おいしいね おみずはみんなの たからもの

鈴木  里海さん 市原市立国分寺台中学校中学生の部

いつまでも あなたの笑顔と 千葉の水

角田  佳子さん 富津市一般の部

健やかな 暮らしにいつも 千葉の水

出戸端  瞭吾さん 鎌ケ谷市立道野辺小学校小学生低学年の部

千葉の水 おいしく飲んで みな笑顔

羽澤  洸也さん 市原市立有秋東小学校小学生高学年の部

安全で おいしく飲める 水道水

大島  和月さん
大網白里町立増穂幼稚園

幼児の部

　毎年6月1日から7日は水道週間です。
　水道はいつも私たちの身近にあり、炊事に、洗濯に、入浴にと、毎日
あたり前のように利用しています。普段何気なく使っている水道ですが、
この水道がなくなったら、私たちの生活は成り立ちません。
　365日24時間、安全な水道水を送り続けるために、多くの費用と
労力がかけられています。
　水道週間には、浄水場の見学会などの催しを開催していますので、
この機会にぜひ、水道水ができる「現場」をご覧になってみてください。
　そして、あらためて「水」という資源の大切さ、「水道」というライフライン
の重要性について考えていただきたいと思います。
　日本のように水道水をそのまま、いつでもどこでも飲める国は、世界
でもまれです。子どもたちが蛇口から水道水をゴクゴク飲む、そんな

姿をこれからも守り続けるために、そして今よりもっと質の高い水道水をお届けするために、
千葉県水道局はこれからもたゆまぬ努力を続けてまいります。

水道週間に
よせて
水道週間に
よせて

千葉県知事

森田  健作

第51回

千葉県
水道局
統一標語

千葉の水
おいしく飲んで
みな笑顔

千葉の水
おいしく飲んで
みな笑顔

6月1日㈪～7日㈰

水道
週間
水道
週間

第189号平成２１年（２００９年） 5月25日（月）発行

●水道局ホームページ　http://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/index.html

平成21年5月12日現在

41,387万m341,387万m3

貯水率 89.7％貯水率 89.7％
 （平年貯水率 87.9％） （平年貯水率 87.9％）

利根川上流8ダムの貯水状況
ダムダム情報情報ダム情報

※ホームページからも確認できます。※ホームページからも確認できます。

発行：千葉県水道局管理部総務企画課
〒262-8512
千葉市花見川区幕張町5-417-24
　　　　　　　043（211）8365
給水人口／2,867,413人
 （平成20年3月末現在）
年間給水量／326,263,425m3
 （平成19年度）

1水道局へのお問い合わせ、お引越しなどによる給水開始・停止は 県水お客様センターへ 0570-001245（ナビダイヤルがご利用できない場合 043-310-0321）
受付時間／月曜～金曜 8：45～18：00　土曜 8：45～17：00（日曜・祝日及び12/29～1/3を除く）
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