
全国の打ち水大作戦情報 作成: 打ち水大作戦本部
（平成24年8月9日版）

No. 日　時 タイトル 主　催 お問合せ先 URL 一般参加の可否

1 6月21日(木)
13:30～

geshi fes 2012 でんきを消し
て、節電エコまつり！

東京都港区 東京タワー１Fエントランス正面広場
Geshi Fes 実行委員会
ほか

アースデイ東京タワー・ボラン
ティアセンター（ハッタケンタ
ロー）

http://www.edtt311.info/20
12/06/17/1115 ○

2 7月1日(日)
12:00～、14:30～

葛西打ち水大作戦～みんな
の手で地球を冷まそう～

東京都江戸川区 江戸川区立滝野公園フリマ会場
リサイクル団体「ASOBO
会」

http://uchimizu.jp/event/ ○

3 7月1日(日)
～8月31日(金) 市内あちこち打ち水大作戦 兵庫県芦屋市

芦屋市内一円
※芦屋市内において，団体・グループ等
で打ち水イベントを実施する場合に用具
を貸し出します

芦屋市環境課
http://www.city.ashiya.lg.j
p/kankyou/keihatsu.html

http://www.city.ashiya.lg.j
p/kouhou/on_line/documen
ts/2012070167.pdf

○

4 7月11日(水)
12:00～ 赤坂打ち水大作戦 東京都港区 赤坂見附駅前交番前ミューズパーク

みなと環境にやさしい事
業者会議

http://uchimizu.jp/event/ ○

5 7月11日(水)
16:00～ 福岡打ち水大作戦2012 福岡県北九州市 北九州市本庁舎北側（小倉城庭園側） 北九州市役所

http://f-
uchimizu.jp/news/54/ ○

6

7月14日(土)～8月31
日(金)
一斉打ち水: 7月16
日(月)11:00～

第４回打ち水大作戦 in 美濃 岐阜県美濃市

美濃市うだつの上がる町並み一帯
一斉打ち水会場: 旧今井家住宅前（美濃

市泉町1883）
美濃市観光協会

http://minokanko.blog14.fc
2.com/blog-entry-201.html ○

7

7月15日（日）～29
日（日）
この期間中に各自の都
合の良い日時で独自で
行っていただく。

松阪市市民活動センター
打ち水大作戦2012 三重県松坂市

呼びかけ人・主催
松阪市市民活動センター
(指定管理者:NPO法人Mブリッジ）

ご参加いただく一人一人が
「打ち水人」となり、それぞれの
場所で打ち水をしていただく。

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

http://www.city.matsusaka
.mie.jp/www/toppage/1003
000000000/APM03000.htm
l

○

8

7月19日(木)
15:00～（予定）

（雨天順延: 20日
(金)）

打ち水大作戦2012ひろしま
（紙屋町・基町会場）

広島県広島市
中区基町: 中央公園（ 旧広島市民球場
跡地南側）ほか

打ち水大作戦2012ひろし

ま in 紙屋町・基町地区実
行委員会

担当: 日隈

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

http://www.city.hiroshima.
lg.jp ○

9
7月19日(木)
16:30～
(中止となりました)

福岡打ち水大作戦2012 福岡県福岡市 天神地区商業施設 We Love 天神協議会
http://f-
uchimizu.jp/news/54/ ○

10
7月20日(金)
15:00～
(中止となりました)

福岡打ち水大作戦2012 福岡県福岡市 西鉄大橋駅西口広場
グリーンバード大橋チー
ム

http://f-
uchimizu.jp/news/54/ ○

11

7月20日(金)16:50～
※雨天時の場合: 7
月24日(火)16:50～
(中止となりました)

福岡打ち水大作戦2012 福岡県福岡市  福岡県庁ロータリー 福岡県
http://f-
uchimizu.jp/news/54/ ○

場　所

本資料に掲載されている日時等の情報は、天候等の理由により変更されることがあります。詳しくは、主催者・お問合せ先へお問合せ下さい。本資料の情報は、提供資料や公開資料を基に作成しておりますが、打ち水大作
戦本部では、情報の正確性についての責任は負いかねますので、予めご了承下さい。 （1 / 7）
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12

7月20日(金)～8月31
日(金)
（ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ: 7
月20日(金)）

エンタの街 日比谷 打ち水月
間

東京都千代田区
日比谷地区7施設

（ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ: 日比谷シャンテ前「合
歓（ねむ）の広場」）

シアタークリエほか
http://www.uchimizu.info/e
vent/index.shtml ○

13 7月21日(土)
17:00～（予定）

打ち水大作戦2012ひろしま
（己斐会場）

広島県広島市
ライオンズマンション己斐本町前（西区己
斐本町三丁目）

打ち水大作戦2012 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 ○

14 7月22日(日)
 9:30～（予定）

打ち水大作戦2012ひろしま
（南蟹屋会場）

広島県広島市
マツダスタジアム　せせらぎ水路周辺歩
道（南区南蟹屋一丁目）

打ち水大作戦2012 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 ○

15 7月22日(日)
10:00～ 打ち水大作戦 in あしや 兵庫県芦屋市

芦屋市浜風町31-3　高齢者総合福祉施
設　愛しや
（同所で行われる「カブトムシフェスタ in
愛しや」のイベントとして実施）

芦屋市環境課
（カブトムシフェスタはあし
や市民プロジェクト等が主
催）

http://www.city.ashiya.lg.j
p/kankyou/keihatsu.html

http://www.city.ashiya.lg.j
p/kankyou/keihatsu.html

○
（主にカブトムシ
フェスタの参加者

を対象）

16 7月22日(日)
13:30～

全国いっせい開幕打ち水大
作戦

東京都台東区
浅草寺五重塔前（東京都台東区浅草2-
3-1） 打ち水大作戦本部

打ち水大作戦本部
TEL: 03-5645-8045
uchimizu@waterforum.jp

http://uchimizu.jp/ ○

17 7月24日(火)
お昼ごろ

福岡打ち水大作戦2012 福岡県糸島市 丸田池公園
http://f-
uchimizu.jp/news/54/ ○

18 7月25日(水)
15:30～ 福岡打ち水大作戦2012 福岡県福岡市

福岡市役所ふれあい広場、天神地区商
業施設

福岡県、We Love 天神
協議会

http://f-
uchimizu.jp/news/54/ ○

19
7月25日(水)～8月1
日（水）
17:00～

第8回きたまち打ち水大作戦 東京都練馬区 旧川越街道
きたまち商店街
ニュー北町商店街
北一商店街

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

http://www.kitamachi.or.jp
/event3.htm ○

20 7月26日(木)
14:00～ 日比谷通り打ち水大作戦 東京都港区

日比谷通り都営三田線「三田駅」A9出口
付近

みなと環境にやさしい事
業者会議、三菱自動車株
式会社、長谷工コーポ
レーション株式会社

http://uchimizu.jp/event/ ○

21 7月27日(金)
17:30～18:00

打ち水プロジェクト2012（行
幸通りde打ち水）

東京都千代田区 行幸通り
大手町・丸の内・有楽町
打ち水プロジェクト実行委
員会

大手町・丸の内・有楽町　打
ち水プロジェクト運営事務局
TEL: 03-5577-6764
FAX: 03-5577-6447
E-mail:
office@uchimizu.info

http://www.uchimizu.info/ ○

22 7月28日(土)
15:00～ 福岡打ち水大作戦2012 福岡県太宰府市 西鉄五条駅前

環境フェスタin太宰府「ま
ほろばのもり２０１２」実行
委員会

http://f-
uchimizu.jp/news/54/ ○

本資料に掲載されている日時等の情報は、天候等の理由により変更されることがあります。詳しくは、主催者・お問合せ先へお問合せ下さい。本資料の情報は、提供資料や公開資料を基に作成しておりますが、打ち水大作
戦本部では、情報の正確性についての責任は負いかねますので、予めご了承下さい。 （2 / 7）
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23 7月28日(土)
15:30～（予定）

打ち水大作戦2012ひろしま
（可部会場）

広島県広島市 明神公園（安佐北区可部二丁目）
打ち水大作戦2012 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 ○

24 7月28日(土)
16:30～（予定）

打ち水大作戦2012ひろしま（
矢野会場）

広島県広島市 矢野小学校（安芸区矢野西六丁目）
打ち水大作戦2012 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 ○

25 7月29日(日)
9:30～、16:30～ ならまちエコ縁日！ 奈良県奈良市

奈良市東寺林町～光明院町
ならまち活き活きストリートのお店約40軒
奈良市ならまちセンター広場

ならまち活き活きストリート
運営委員会

担当: 中西

TEL: 0742-26-6686（喫茶な
らまち）
naraikiiki@gmail.com

http://naraikiiki.exblog.jp/ ○

26 7月29日(日)
14:40～

打ち水大作戦
（駒沢ふれあい広場 夏まつり
のイベントの一つとして実施）

東京都世田谷区 駒澤大学駒沢キャンパス 駒澤大学総務部

担当: 駒澤大学総務部広報
課
TEL: 03-3418-9828
koho@komazawa-u.ac.jp

○

27 7月29日(日)
17:00～ 福岡打ち水大作戦2012 福岡県筑後市 筑後市役所前 筑後市少年の船

http://f-
uchimizu.jp/news/54/ ○

28

7月30日(月)
12:30～12:55
（雨天時8月2日(木)
に順延）

日本ビル打ち水大作戦 - さ
あ、大手町に涼を呼びましょ
う！ -

東京都千代田区
千代田区大手町2-6日本ビル・JXビル間
中央道（永代通り側）

東京都下水道局中部下
水道事務所

東京都下水道局中部下水道
事務所
TEL: 03-3270-8317

http://www.uchimizu.info/e
vent/index.shtml ○

29
7月30日(月)
～8月3日(金)
（各日17:00～）

豊島区打ち水週間 東京都豊島区 豊島区役所本庁舎玄関前
豊島区清掃環境部環境
政策課

担当: 大澤

TEL: 03-3981-1592

http://www.city.toshima.lg.
jp/kankyo/14516/019688.ht
ml

○

30

7月30日(月)
～8月5日(金)
（いっせい打ち水: 8
月2日（木））

西梅田打ち水プロジェクト
2012 大阪府大阪市

プリーゼタワー北側
ハービス PLAZA 南側周辺

西梅田打ち水プロジェクト
実行委員会

http://www.breeze-
breeze.jp/uchimizu2012/ ○

31 8月1日(水)
12:30～13:00

打ち水プロジェクト2012（「カ
ルガモ」打ち水）

東京都千代田区 三井物産 カルガモ池広場
大手町・丸の内・有楽町
打ち水プロジェクト実行委
員会

大手町・丸の内・有楽町　打
ち水プロジェクト運営事務局
TEL: 03-5577-6764
FAX: 03-5577-6447
E-mail:
office@uchimizu.info

http://www.uchimizu.info/ ○

32 8月1日(水)～7日
（火）

すみだ打ち水ウィーク 東京都墨田区 墨田区環境保全課

墨田区環境保全課指導調査
担当
TEL: 03-5608-6210
FAX: 03-5608-6934
E-mail:
KANKYOU@city.sumida.l
g.jp

http://www.city.sumida.lg.j
p/kakuka/kankyouta/kank
yo/info/uchimizu_week.ht
ml

○

本資料に掲載されている日時等の情報は、天候等の理由により変更されることがあります。詳しくは、主催者・お問合せ先へお問合せ下さい。本資料の情報は、提供資料や公開資料を基に作成しておりますが、打ち水大作
戦本部では、情報の正確性についての責任は負いかねますので、予めご了承下さい。 （3 / 7）
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33

8月1日(水)～4日
（土）10:00～、16:00
～
（ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ: 8
月1日(水)11:00～）

第6回「靖国通り打ち水週間」

（Cool Yasukuni－2℃）
東京都千代田区

靖国通り（九段下から須田町の17商店
会）
（ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ: 神保町交差点（神田

神保町2-4付近） ）

北神実業会会長　稲垣

TEL: 03-3262-7778

http://www.city.chiyoda.to
kyo.jp/service/00144/d0014
430.html

○

34

8月1日(水)
16:30～
（雨天の場合は、8月
6日(月)に順延）

区内一斉打ち水 東京都千代田区 商店街、通り及び自宅前など 千代田区

http://www.city.chiyoda.to
kyo.jp/service/00144/d0014
430.html

○

35 8月1日(水)
16:30～ 福岡打ち水大作戦2012 福岡県福岡市 天神地区商業施設 WeLove天神協議会

http://f-
uchimizu.jp/news/54/ ○

36 8月2日(木)
11:00～ 福岡打ち水大作戦2012 福岡県桂川町 いきいきセンター「桂寿苑」 桂川町

http://f-
uchimizu.jp/news/54/ ○

37
8月2日(木)15:30～
※雨天時は8月9日
(木)へ順延

打ち水大作戦inいちかわ 千葉県市川市 子の神中央公園
市川市
河川・下水道計画課

担当：青木、石井
TEL：047-332-8740 http://www.city.ichikawa.lg ○

38 8月2日(木)
15:50～（予定）

福生七夕を冷やそう！ 福生
打ち水大作戦

東京都福生市 福生駅西口ひろば
福生七夕まつり実行委員
会

福生七夕まつり実行委員会
事務局（福生市役所シティ
セールス推進課産業活性化
グループ）
TEL: 042-551-1699

http://blog.fussa-
tanabata.com/?eid=160

39 8月3日(金)
15:00～ 白金高輪打ち水大作戦 東京都港区 白金アエルシティ内、白高児童遊園周辺

みなと環境にやさしい事
業者会議

http://uchimizu.jp/event/ ○

40 8月3日(金) 福岡打ち水大作戦2012 福岡県 (筑豊地

区)

嘉穂鞍手保健福祉環境事務所　(飯塚総

合庁舎前) 17:30～
飯塚市　(飯塚市本庁舎玄関前) 17:30～
嘉麻市　(嘉麻市碓井庁舎玄関前) 17:30
～
桂川町　(善来寺保育園) 15:30～
直方市　(直方市本庁舎玄関前) 17:30～
小竹町　(小竹町役場庁舎玄関前) 17:30
～
添田町　(添田町役場庁舎玄関前) 17:30
～
宮若市 (宮若市役所庁舎玄関前) 17:30

http://f-
uchimizu.jp/news/54/ ○

41 8月4日(土)
10:00～ 福岡打ち水大作戦2012 福岡県柳川市 からたち文人の足湯公園

柳川市、福岡県南筑後県
土整備事務所柳川支所

http://f-
uchimizu.jp/news/54/ ○

本資料に掲載されている日時等の情報は、天候等の理由により変更されることがあります。詳しくは、主催者・お問合せ先へお問合せ下さい。本資料の情報は、提供資料や公開資料を基に作成しておりますが、打ち水大作
戦本部では、情報の正確性についての責任は負いかねますので、予めご了承下さい。 （4 / 7）
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42 8月4日(土)
10:15～10:30

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）

東京都豊島区 中池袋公園内
豊島区清掃環境部環境
政策課

担当: 大澤

TEL: 03-3981-1592

http://www.city.toshima.lg.
jp/kankyo/14516/019688.ht
ml

○

43 8月4日(土)
10:30～11:30 うち水っ娘大集合2012 東京都千代田区 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

info.licolita@gmail.com http://uchimizukko.chu.jp/ ○

44 8月4日(土) すみだいっしょに打ち水大作
戦

東京都墨田区

松の湯、みどりコミュニティセンター、アル
カキット錦糸町、御谷湯（作戦本部）、キラ
キラ橘商店街、環境ふれあい館、八広は
なみずき児童館ほか

市民団体エコンチェルト http://uchimizu.jp/event/ ○

45 8月4日(土)、5日(日) 地球を冷やそう!
打ち水大作戦！

愛知県一宮市
ナゴヤハウジングセンター
一宮会場
（一宮市丹陽町五日市場字本地28番地）

（社）ナゴヤハウジングセ
ンター（一宮会場）

http://nha.or.jp ○

46 8月5日(日)
12:00～（予定）

広尾打ち水大作戦 東京都渋谷区
Hirooさんぽど～り（広尾商店街メイン通
り）

聖心女子大学MSSS
打ち水大作戦本部
TEL: 03-5645-8045
uchimizu@waterforum.jp

○

47 8月5日(日)
15:00～16:00

打ち水大作戦
2012銀座千人涼風計画

東京都中央区

銀座3丁目～6丁目

（第一会場：銀座3・4丁目）

（第二会場：銀座5・6丁目）

全銀座会、
銀座通連合会、
東京国道事務所

担当: 宮川

TEL: 03-3512-9097
miyagawa-
j8310@ktr.mlit.go.jp

http://www.ginza.jp/ ○

48 8月5日(日)
16:30～

七夕まつりを冷やせ！
安城打ち水大作戦

愛知県安城市 安城七夕まつり・願いごと広場 安城七夕まつり協賛会

安城七夕まつり協賛会(事務

局:安城商工会議所)
〒446-8512 愛知県安城市

桜町16-1
TEL: 0566-76-5175

http://www.anjo-
tanabata.jp/ ○

49 8月6日(月)
17:30～18:00

打ち水プロジェクト2012（有
楽町打ち水）

東京都千代田区 有楽町イトシア前広場
大手町・丸の内・有楽町
打ち水プロジェクト実行委
員会

大手町・丸の内・有楽町　打
ち水プロジェクト運営事務局
TEL: 03-5577-6764
FAX: 03-5577-6447
E-mail:
office@uchimizu.info

http://www.uchimizu.info/ ○

50 8月7日(火)
13:30～ 福岡打ち水大作戦2012 福岡県福岡市 福岡銀行本店広場 福岡銀行

http://f-
uchimizu.jp/news/54/ ○

51

8月8日(水)
18:00～
（雨天時8月10日
(金)）

博多ひ～んやり！打ち水 福岡県福岡市 博多口駅前広場とその周辺
博多まちづくり推進協議
会

http://f-
uchimizu.jp/news/54/ ○

52 8月9日(木)
15:30～ 福岡打ち水大作戦2012 福岡県田川市 田川市民会館前 田川市

http://f-
uchimizu.jp/news/54/ ○

本資料に掲載されている日時等の情報は、天候等の理由により変更されることがあります。詳しくは、主催者・お問合せ先へお問合せ下さい。本資料の情報は、提供資料や公開資料を基に作成しておりますが、打ち水大作
戦本部では、情報の正確性についての責任は負いかねますので、予めご了承下さい。 （5 / 7）
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53 8月10日（金）
NTT東日本東京支店グルー
プ打ち水大作戦

東京都新宿区 西新宿ビル
NTT東日本東京支店
総務部　ＣＳＲ推進グルー
プ　ＣＳＲ担当

担当: 鈴木

TEL: 03-3740-8043
miy-
suzuki@tokyo.east.ntt.co.j
p

△
＊事前連絡をお
願いします。

54 8月11日(土) 打ち水大作戦2012 宮城県名取市
美田園第二仮設住宅（16:00～16:45）
美田園第三仮設住宅（17:00～17:45）

打ち水大作戦本部
特定非営利活動法人日
本水フォーラム

打ち水大作戦本部
TEL: 03-5645-8045
uchimizu@waterforum.jp

（仮設住宅のお住
まいの方を対象）

55 8月12日(日)
12:00～ 福岡打ち水大作戦2012 福岡県ほか ホームセンターGooDay　全61店舗

http://f-
uchimizu.jp/news/54/ ○

56 8月12日(日)
14:00～14:45 打ち水大作戦2012 宮城県仙台市 あすと長町仮設住宅

打ち水大作戦本部
特定非営利活動法人日
本水フォーラム

打ち水大作戦本部
TEL: 03-5645-8045
uchimizu@waterforum.jp

（仮設住宅のお住
まいの方を対象）

57
8月9日(木)
12:30～13:00
17:30～18:00

打ち水プロジェクト2012（「大
手町・縁日」打ち水）

東京都千代田区
東京サンケイビル メトロスクエア1Ｆ「フラッ
ト」

大手町・丸の内・有楽町
打ち水プロジェクト実行委
員会

大手町・丸の内・有楽町　打
ち水プロジェクト運営事務局
TEL: 03-5577-6764
FAX: 03-5577-6447
E-mail:
office@uchimizu.info

http://www.uchimizu.info/ ○

58 8月9日(木)
14:00～ ハマサイト打ち水大作戦 東京都港区 ハマサイトグルメ駅前広場

みなと環境にやさしい事
業者会議　ほか

http://uchimizu.jp/event/ ○

59 8月14日(火)
15:30～16:00

打ち水プロジェクト2012（集
まれ！KIDS打ち水）

東京都千代田区 東京国際フォーラム1F「地上広場」
大手町・丸の内・有楽町
打ち水プロジェクト実行委
員会

大手町・丸の内・有楽町　打
ち水プロジェクト運営事務局
TEL: 03-5577-6764
FAX: 03-5577-6447
E-mail:
office@uchimizu.info

http://www.uchimizu.info/ ○

60 8月21日(火)
15:00～ お台場打ち水大作戦 東京都港区

お台場ペストリアンデッキ、自由の女神前
広場

みなと環境にやさしい事
業者会議、お台場打ち水
大作戦実行委員会

http://uchimizu.jp/event/ ○

61 8月23日(木) 「打ち水で虹をつくろう」大作
戦

（調整中） 打ち水大作戦本部

打ち水大作戦本部
TEL: 03-5645-8045
uchimizu@waterforum.jp

http://uchimizu.jp/ ○

62
8月23日(木)15:30～
※雨天時は8月30日
(木)へ順延

打ち水大作戦inいちかわ 千葉県市川市 百合台公園
市川市
河川・下水道計画課

担当：青木、石井
TEL：047-332-8740

http://www.city.ichikawa.l
g.jp/pr/2120721/bunka2120
721.html#03

○

本資料に掲載されている日時等の情報は、天候等の理由により変更されることがあります。詳しくは、主催者・お問合せ先へお問合せ下さい。本資料の情報は、提供資料や公開資料を基に作成しておりますが、打ち水大作
戦本部では、情報の正確性についての責任は負いかねますので、予めご了承下さい。 （6 / 7）
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63 8月24日（金）
NTT東日本東京支店グルー
プ打ち水大作戦

東京都港区 品川TWINSビル
NTT東日本東京支店
総務部　ＣＳＲ推進グルー
プ　ＣＳＲ担当

担当: 鈴木

TEL: 03-3740-8043
miy-
suzuki@tokyo.east.ntt.co.j

△
＊事前連絡をお
願いします。

64 8月25日（金） 西地区打ち水大作戦 栃木県宇都宮市 宇都宮市立西小学校　校庭
西地区まちづくり推進委
員会

担当: 青柳

TEL: 028-635-7141
nisi_com@snow.ucatv.ne.j
p

×

65 8月28日（火）
NTT東日本東京支店グルー
プ打ち水大作戦

東京都新宿区 新宿ビル
NTT東日本東京支店
総務部　ＣＳＲ推進グルー
プ　ＣＳＲ担当

担当: 鈴木

TEL: 03-3740-8043
miy-
suzuki@tokyo.east.ntt.co.j

△
＊事前連絡をお
願いします。

本資料に掲載されている日時等の情報は、天候等の理由により変更されることがあります。詳しくは、主催者・お問合せ先へお問合せ下さい。本資料の情報は、提供資料や公開資料を基に作成しておりますが、打ち水大作
戦本部では、情報の正確性についての責任は負いかねますので、予めご了承下さい。 （7 / 7）
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