
取り組み(イベント含む）予定調査票

日　時 タイトル 場　所 主　催 お問合せ先 URL 一般参加の可否

1 7月1日～8月31日

市内あちこち打ち水大作戦
ｉｎあしや２０１１
（希望する団体等に打ち水
用品の貸出を行う。また学
校，団体等でのイベントで
は共催する。）

芦屋市内各所（兵庫県芦屋
市） 芦屋市環境課 TEL: 0797-38-2051

http://www.city.ashiya.lg.jp/kan
kyou/keihatsu.html

○

2
毎週土曜日・日曜日

三井ホーム 打ち水大作戦

「ＣＢＣハウジング 長久手住
まいの公園」内　三井ホーム
モデルハウス前

「ﾅｺﾞﾔﾊｳｼﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ日進梅森
会場」内　三井ホームモデル
ハウス前

「ﾅｺﾞﾔﾊｳｼﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ豊田会
場」内　三井ホームモデルハ
ウス前

三井ホーム㈱
名古屋支店
名古屋東営業所

担当：伊藤

ＴＥＬ：052-760-3124
http://midland.mitsuihome.co.jp/
event/

○

3 ７月7日（木） 文京区 文京区

4 ７月11日（月）
全国一斉大学打ち水大作
戦

5 ７月13日（水） １４：００－
日比谷通り打ち水大作戦 長谷工コーポレーション、

三菱化学、三菱自動車

担当：中村
みなと環境にやさしい事業者会
議（mecc）
TEL 03-6806-9280
FAX 03-6806-9282
Mail mecc@eco-plaza.net

http://www.komazawa-
u.ac.jp/cms/news/20110715uc
himizu

○

6
7月16日(土)
17:00～（予定）

打ち水大作戦２０１１ひろし
ま

打ち水大作戦２０１１ひろしま
己斐会場
（己斐小学校：西区己斐上二
丁目）

打ち水大作戦２０１１
こい実行委員会

担当：日隈
TEL: 082-504-2265
gesui@city.hiroshima.jp

http://www.city.hiroshima.lg.jp ○



7 ７月21日（木） たいとう打ち水大作戦 台東区役所正面玄前 東京都台東区
担当：緒方
TEL:03-5246-1281
kankyou@city.taito.tokyo.jp

○

8
7月21日（木）12：30～
雨天中止

打ち水大作戦2011
駒沢大作　駒沢キャンパス
（東京都世田谷区駒沢1-23-
1)

駒沢大学総務部
総務部広報課
ＴＥＬ：03-3418-9828
koho@komazawa-u.ac.jp

9

①7月21日（木）15：30
（予備日：7月28日）
②8月4日（木）15：30
（予備日：8月11日）

公園プールの水を利用し
た打ち水体験イベントの実
施
「打ち水大作戦inいちか
わ」

①市川駅南公園
②子の神中央公園

市川市　水と緑の部
河川・下水道管理課

市川市　河川・下水道管理課
担当：太田黒
ＴＥＬ：047-332-8791

http://www.city.ichikawa.lg.jp/ ○

10 平成23年7月22日（金）午後3時3
大阪打ち水大作戦

大阪市役所前（大阪府大阪
市）

大阪市 http://www.city.osaka.lg.jp/ ○

11
７月23日（土）
１６：3０～１７：３０

原宿打ち水大作戦
神宮前遊歩道（東京都渋谷
区神宮前）

打ち水大作戦本部

担当：松村
TEL: 03-5645-8045
uchimizu@waterforum.jp

http://www.uchimizu.jp/ ○

12 7月23日（土）15：00～(予定）
打ち水大作戦　しながわ２
０１１

戸越公園駅前南口商店街
（東京都品川区）

品川区都市環境事業部環
境課

担当：藤本
tel:03-5742-6755

http://www.city.shinagawa.toky
o.jp/hp/menu000014400/hpg00
0014375.htm

○

13
7月23 日(土)
1６：00～

打ち水大作戦２０１１ 北千住駅西口ペデストリアン
デッキ

東京都足立区

足立区環境部温暖化対策課
事業推進係　海老原・門倉
TEL3880‐5860
ondan@city.adachi.tokyo.jp

http://www.city.adachi.tokyo.jp
/020/d06400231.html

○

14
7月23 日(土)17：01～（予定）

節電の夏は夕涼みで チキ・
オチカ!!

「チキ・オチカ屋台村」千葉市
中央区千葉中央公園

チキ・オチカ実行委員会
チキ・オチカ実行委員会
chikiochika@gmail.com

http://chikiochika.sub.jp/ ○



15
7月23日（土）～
8月23日（火）
毎日朝夕

かけがわ打ち水大作戦
2011

掛川市中心市街地商店街、
市内各事業所ほか（静岡県
掛川市）

掛川商工会議所 商業部
会

掛川商工会議所
℡：0537-22-5151
info@kakegawa-cci.or.jp

http://www.kakegawa-cci.or.jp/ ○

16
7月23日（土）～
8月23日（火）

こおりやま打ち水大作戦
郡山駅前大通り
郡山大町商店街
郡山なかまち夢通り

まざっせKORIYAMA
担当：戸田、川崎
TEL:024-925-7745

http://www.mazasse.com/keika
n/

○

17 7月23日（土）14：00〜（予定）
松阪市市民活動センター
「打ち水大作戦2011」

松阪市日野町カリヨンプラザ
１F　「ぴのまちカフェPO法人
Mブリッジ運営コミュニティカ
フェ）」前にて

松阪市市民活動センター
（指定管理者：NPO法人M
ブリッジ）

担当：澤　TEL：0598-26-0108
Mail：katsudou@ma.mctv.ne.jp

http://www.katsudou.com/

「○」　※使用す
る水をお持ちいた
だければ参加可

能です。

18
7月23日(土)
15:30～（予定）

打ち水大作戦２０１１ひろし
ま

打ち水大作戦２０１１ひろしま
宇品会場
（うじなサマーフェスタ会場
内：南区宇品海岸二丁目）

打ち水大作戦２０１１
うじな実行委員会

担当：日隈
TEL: 082-504-2265
gesui@city.hiroshima.jp

http://www.city.hiroshima.lg.jp ○

19
7月24日（日）　15時～ 第2回川口打水大作戦

川口銀座通り商店街樹モー
ル　　　埼玉県川口市栄町3
丁目

川口ロータリークラブ
048－222-0124　津田
KRC2770＠plum.plala.or.jp ○

20 7月24日(日)16：00～（雨天中止）
打ち水大作戦２０１１　in　は
ちけんや

川の駅「はちけんや」（大阪市
中央区　地下鉄・京阪天満橋
駅すぐ）

大阪府
大阪府都市整備部交通道路室
道路環境課
Tel：06-6944-9291

http://www.pref.osaka.jp/hodo/i
ndex.php?site=fumin&pageId=753
5

〇

21
7月24日(日)
 9:30～（予定）

打ち水大作戦２０１１ひろし
ま

打ち水大作戦２０１１ひろしま
南蟹屋会場
（マツダスタジアム　せせらぎ
水路周辺歩道：南区南蟹屋
二丁目）

打ち水大作戦２０１１
せせらぎ水路実行委員会

担当：日隈
TEL: 082-504-2265
gesui@city.hiroshima.jp

http://www.city.hiroshima.lg.jp ○

22 7月25日（月）～8月31日（水） 区役所本庁舎前打ち水
千代田区役所本庁者前(東
京都千代田区）

千代田区環境安全部環
境・温暖化対策課

ＴＥＬ：03-5122-4253
ＦＡＸ：03-3264-8956

○



23 7月25日（月）～8月23日（火）
まなびの森保育園打ち水
日記

園玄関前 まなびの森保育園

24
7月27日（水）～８月３日（水）の
８日間　16：00～
（７月30日（土）のみ17：00～）

第７回きたまち打ち水大作
戦

東京都練馬区北町
旧川越街道の店前

・きたまち商店街
・北一商店街
･ニュー北町商店街

担当：若山
ＴＥＬ：03-3931-2588
marutoshi@snow.ocn.ne.jp

http://www.kitamachi.or.jp/eve
nt3

○

25 ７月29日（金）16：00－
六本木ヒルズ打ち水大作
戦

六本木ヒルズ(森ビル)
けやき坂（東京都港区）

森ビル

担当：中村
みなと環境にやさしい事業者会
議（mecc）
TEL 03-6806-9280
FAX 03-6806-9282
Mail mecc@eco-plaza.net

○

26 ７月29日（金） 大丸有

27
7月29 日(金)16：00～（予定）

キャプティグループ
打ち水大作戦vol-1

東京・神奈川・埼玉の、
キャプティグループ各建屋(全
21拠点)

(株)キャプティ
コンプライアンス室

担当：本橋
TEL: 03-3443-3374
motohashi@capty.co.jp

×

28 7月30日(土）17:00～（予定）
第5回学校へ泊ろう！
【西地区打ち水大作戦】

宇都宮市立西小学校
西地区
まちづくり推進委員会

担当：青柳
TEL: 028-635-7141
西地域コミュニティセンター

×

29
7月30日(土)
15:30～（予定）

打ち水大作戦２０１１ひろし
ま

打ち水大作戦２０１１ひろしま
可部会場
（明神公園：安佐北区可部二
丁目）

打ち水大作戦２０１１
可部実行委員会

担当：日隈
TEL: 082-504-2265
gesui@city.hiroshima.jp

http://www.city.hiroshima.lg.jp ○

30
7月30日（土）14:00～16:00（雨天
中止）

打ち水大作戦２０１１　in　東
大阪

大阪府立中央図書館及び東
大阪市役所周辺（大阪府東大
阪市　近鉄荒本駅すぐ）

大阪府八尾土木事務所・東
大阪市

大阪府八尾土木事務所
Tel：072-994-1515

http://www.pref.osaka.jp/hodo/i
ndex.php?site=fumin&pageId=753
5

〇



31
7月30日(土)
16:30～（予定）

打ち水大作戦２０１１ひろし
ま

打ち水大作戦２０１１ひろしま
矢野会場
（矢野小学校：安芸区矢野西
六丁目）

打ち水大作戦２０１１
やの実行委員会

担当：日隈
TEL: 082-504-2265
gesui@city.hiroshima.jp

http://www.city.hiroshima.lg.jp ○

32
7月31日（日）
１０：３０～１１：２０

うち水っ娘大集合！2011 秋葉原駅西口交通広場
ＮＰＯ法人秋葉原で社会貢
献を行う市民の会リコリタ

http://uchimizukko.chu.jp/index
.html

○

33 未定（8月中～下旬を予定）
打ち水大作戦ｉｎあしや２０
１１
＠芦屋市役所

芦屋市役所北側花壇周辺
（兵庫県芦屋市）

芦屋市環境課 TEL: 0797-38-2051
http://www.city.ashiya.lg.jp/kan
kyou/keihatsu.html

○

34 7月31日（日）　１３：００～１６：００
ゆかたで銀ぶら２０１１
（打ち水のタイトル：銀座千
人涼風計画）

第一会場：銀座通り３～４丁
目　　　　　　　　　　　第二会
場：銀座通り５～６丁目

・全銀座会
・銀座通連合会

担当：全銀座会催事事務局
TEL:03-3561-0960
info@ginza-event.jp

http://www.ginza.jp ○

35 8月１日（月）１７：００～
千代田区打ち水大作戦
2011

ＪＲ秋葉原西側交通広場
千代田区環境安全部環
境・温暖化対策課

ＴＥＬ：03-5122-4253
ＦＡＸ：03-3264-8956 ○

36 8月1日（月）　１２：００～ カレッタ汐留 カレッタ汐留（東京都港区） 電通

担当：中村
みなと環境にやさしい事業者会
議（mecc）
TEL 03-6806-9280
FAX 03-6806-9282
Mail mecc@eco-plaza.net

○

37 8月1日（月）１０：４０～ 新宿打ち水大作戦 高田馬場駅前ロタリー広場
新宿区環境清掃部環境対
策課

担当：安藤
TEL: 03-5273-4267
kankyo@city.shinjuku.lg.jp

http://www.city.shinjuku.lg.jp/sei
katsu/file10_01_00011.html

○

38 8月1日（月）12:40～17:30
「クリクラ」統一活動
全社で打ち水大作戦

新宿センタービル
（新宿区西新宿1－25－1）

株式会社ナックＣＳＲ委員会 ×



39
8月1日（月）～5日（金）
（各日１７：００～）

豊島区打ち水週間
豊島区役所　本庁舎玄関前
（東京都豊島区）

豊島区
清掃環境部
環境政策課

担当：深尾
TEL：03-3981-1592

http://www.city.toshima.lg.jp/ka
nkyo/14516/019688.html

○

40 8月3日（水）14:00～ スヌーピーと打ち水大作戦 西部所沢店　駅側正面入口 西部所沢店 04-2927-0111
http://www.snoopy.co.jp/newsd
esk/2011/07/60_18.html

○

41 8月4日（木）　17：30
新宿企業ボランティアによ
る恒例の京王プラザ前で
の打ち水決定

京王プラザ前（東京都新宿
区）

社会福祉協議会　シマ　さん
ＴＥＬ：03-5373-9191

○

42 8月4日（木）15：50～（予定）
第61回福生七夕まつり
～七夕を冷やそう！打ち水
大作戦～

ＪＲ福生駅西口駅前ひろば 福生打ち水大作戦本部
担当：坂本
ＴＥＬ：042-551-1699

http://www.fussa-
tanabata.com/

○

43 8月5日（金）15：00～ 白金高輪打ち水大作戦 アエルシティ（東京都港区） 日経BP

担当：中村
みなと環境にやさしい事業者会
議（mecc）
TEL 03-6806-9280
FAX 03-6806-9282
Mail mecc@eco-plaza.net

○

44
8月5日（金）17：30～

【雨天の場合】
8月9日（火）17：30～

打ち水大作戦2011
inいいづか

飯塚市役所本庁舎玄関前

(1)いいづか環境会議
飯塚市
(2)福岡県嘉穂・鞍手保健
福祉環境事務所
(3)嘉麻市
(4)桂川町

飯塚市　環境整備課
担当：馬場
TEL: 0948-22-5500
　　　　（内線125）
k-seibi@city.iizuka.lg.jp

http://www.city.iizuka.lg.jp/oshi
rase/utimizu2011/index.php

○

45
8月6日（土）
１０：００～１０：３０

としまエコライフフェア
プレイベント（体感ミニセミ
ナー)

中池袋公園内
（東京都豊島区）

豊島区
清掃環境部
環境政策課

担当：深尾
TEL：03-3981-1592

http://www.city.toshima.lg.jp/ka
nkyo/14516/019688.html

○



46 8/6（土）14：30～ ※雨天の場合
翌日に順延

南大沢打ち水大作戦2011
京王相模原線南大沢駅前ペ
デストリアンデッキ（東京都八
王子市）

「元気な街」南大沢協力の
会

「元気な街」南大沢協力の会事
務局：三井アウトレットパーク多
摩南大沢オペレーションセンター
担当：鬼塚　ＴＥＬ：042-670-5755

○

47
8月6日（土）・7日（日）
12：00～

地球を冷やそう！
打ち水大作戦

(社）ナゴヤハウジングセン
ター一宮会場イベント広場

(社）ナゴヤハウジングセン
ター一宮会場

0586-76-7808 http://nha.or.jp ○

48 平成打ち水　夏の陣２０１１
8月６日（土）１６：００～
１６：３０
（時間は予定）

佐賀城本丸歴史館（佐賀県佐
賀市）

佐賀環境フォーラム
担当：田川
TEL: 0952-40-7202
kankyo@city.saga.lg.jp

http://net.pd.saga-
u.ac.jp/saga-
forum/mission_uchimizu/missio
n_uchimizu.html

○

49
8月6日(土)17:00～
（７月１日～８月３１日打ち水月
間）

第２回　沖縄打ちみじ大作
戦 in 黄金通り

沖縄県那覇市　泊小学校集
合

黄金通り会
担当：小浜（こはま）
TEL:098-963-7354
http://tomarinakayoshi.ti-da.net

○

50
8月7日（日）13:30～/14:30～
集合時間11:00
解散時間15:30

広尾打ち水大作戦2011
Hiroo散歩ど～り（東京都渋
谷区広尾　広尾商店街）

聖心女子大学MSSS

担当：岩瀬
TEL: 080‐5897‐7732
luri_1122ankokinako@yahoo.co.j
p

○

51
8月7日（日）
15：00～15：30

おおた打ち水大作戦
蒲田東口商店街（東京都大
田区）

・大田区
・大蒲田祭
　「御輿連合渡御」
・蒲田東上商店街商業協
同組合

TEL:03-5744-1362
FAX:03-5744-1532
大田区環境保全課地球温暖化
対策担当

○

52 8月7日（日）　10：00～15：00
こおりやま打ち水大作戦
ワークショップ

まざっせプラザ まざっせKORIYAMA
担当：戸田、川崎
TEL:024-925-7745

http://www.mazasse.com/keika
n/

○

53 8月7日（日） 前橋



54
8月7日(日)
16:00～（予定）

打ち水大作戦２０１１ひろし
ま

打ち水大作戦２０１１ひろしま
緑井会場
（ＪＲ緑井駅前広場周辺：安
佐南区緑井一丁目）

打ち水大作戦２０１１
みどりい実行委員会

担当：日隈
TEL: 082-504-2265
gesui@city.hiroshima.jp

http://www.city.hiroshima.lg.jp ○

55 8月8日（月）～８月12日（金） 武蔵野打ち水大作戦
東京都武蔵野市
武蔵野市役所本庁舎前

武蔵野市
武蔵野市環境政策課
ＴＥＬ：0422-60-1841

○

56 8月10 日(金)16：00～（予定） キャプティグループ
打ち水大作戦vol-2

東京・神奈川・埼玉の、
キャプティグループ各建屋(全
21拠点)

(株)キャプティ
コンプライアンス室

担当：本橋
TEL: 03-3443-3374
motohashi@capty.co.jp

×

57
8月13日（土）
午後4時50分～5時15分
受付：午後4時30分より

あかし打ち水大作戦２０１１
明石市立天文科学館（兵庫
県明石市）

明石市地球環境課
担当:明石市地球環境課計画係
TEL 078-918-5029
plan-ems@city.akashi.lg.jp

http://www.city.akashi.hyogo.
jp/kankyou/earth_kankyou_ka
/ecoist/index.html
7月下旬以降掲載予定

○

58 8月16日（火）9：00～（予定）

たじみのクールアースデー
2011
～うながっぱ・ミナモの打ち
水大作戦～

岐阜県多治見市
多治見市役所庁舎前

多治見市役所
環境文化部　環境課

担当：宮本
TEL 0572-22-1111(内線1311）
kankyo@city.tajimi.gifu.jp

○

59
8月21日（日）
13：30～
(打ち水は15：00～)

緑のおもてなし
「まちなかカフェ」

いけぶくろ茜の里
（東京都豊島区）

ゼファー池袋まちづくり／
池袋四丁目西町会

担当：豊島区清掃環境部環境
政策課
TEL：03-3981-2771

http://www.city.toshima.lg.jp/ka
nkyo/14516/019688.html

○

60 8月23日（火）15：00～ お台場打ち水大作戦
お台場　ペデストリアンデッ
キ
（東京都港区）

ホテル日航東京他

担当：中村
みなと環境にやさしい事業者会
議（mecc）
TEL 03-6806-9280
FAX 03-6806-9282
Mail mecc@eco-plaza.net

○

61 8月24日（水）１４：００～ ハマサイト
プロネクサス、笠井設計、
三陽商会、文化放送、太
陽生命

担当：中村
みなと環境にやさしい事業者会
議（mecc）
TEL 03-6806-9280
FAX 03-6806-9282
Mail mecc@eco-plaza.net

○



62
8月25日(木)～27日(土)
各日午後５時～

打ち水大作戦
＠さいたまの盆踊り

JR埼京線北与野駅南口広場
さいたまの盆踊り会場

上落合盆踊保存会
担当：徳永
048-857-1781

○


