
※お問い合わせは各打ち水大作戦のお問い合わせ先に御願い致します

タイトル 日　時 場　所 主　催 お問合せ先 URL 一般参加の可否 参加者へのメッセージ

1 打ち水2014 7月8日（火）　12:30～13:00 堀江幼稚園 浦安市役所環境保全課
担当: 唐木

TEL: 047-351-1111
karaki.terumasa@city.urayasu.lg.jp

― × -

2 打ち水2014 ７月10日（木）10:20～10:50 高洲北小学校 浦安市役所環境保全課
担当: 唐木

TEL: 047-351-1111
karaki.terumasa@city.urayasu.lg.jp

― × -

3
・打ち水キャンペーン

・打ち水イベント

・7月15日(火)～9月30日(火)
・7月23日（水）16:00～

北千住駅西口・ペデストリアンデッキ
北千住駅東口・東京電機大学東京千住キャンパ

ス（千住旭町5）
足立区

環境部環境政策課環境事業係
電話番号：03-3880-5860

Eメール：kankyoseisaku@city.adachi.toky
http://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/utimizu2014.html ○

申込不要（直接会場へお越しください）、ペットボトルに風呂の残り
湯などを入れて持参していただいても結構です。

4 名古屋駅地区打ち水大作戦2014
7月18日（金）16：45～

【予備日】
8月1日（金）16：45～

名古屋駅前一帯（名古屋市中村区） 名古屋駅地区街づくり協議会 ― http://www.uchimizu8.net/ ○ -

5

イベント名↓
「小粋な街あそび

梅田ゆかた祭2014」

コンテンツ名↓
「梅田打ち水大作戦」

7月19日（土）
　　 20日（日）

    16:00～　（両日）

・NU chayamachi　東側
・グランフロント大阪　うめきた広場

・大阪ステーションシティ　1F　南ゲート広場
・梅田DTタワー　東側

※4会場にて一斉打ち水

梅田ゆかた祭2014実行委員会
担当：事務局

yukatainfo@cactus7.co.jp
http://umeda-connect.jp/special/vol13/ ○

みんなで協力して、梅田を過ごしやすい街にしよう！4ヶ所で16時
から一斉に打ち水を行います。ぜひ、ご参加ください。

＊JR大阪駅ホーム上のドーム屋根に降った雨などを再生処理し
た中水を使用いたします。

※参加無料です。
※準備した中水が無くなり次第、終了とさせていただきます。

※雨天時は中止とさせていただきます。

6
【開幕打ち水】

六本木打ち水大作戦
7月23日（水）17:20～

受付開始

(出陣式)　東京ミッドタウン　キャノピー・スクエア
 (打ち水)　　六本木交差点周辺～東京ミッドタウン

外苑東通り沿いエリア

東京ミッドタウン町会、六本木町会、
竜土町会、六本木商店街振興組合、
東京ミッドタウン、打ち水大作戦本部

東京ミッドタウン・コールセンター
TEL:03-3475-3100

http://www.tokyo-midtown.com/jp/summer/2014/uchimizu.html ○
ペットボトルを持参の上、東京ミッドタウン　プラザ1Fキャノピー・ス

クエアにお越し下さい
※雨天の場合、7月24日（木）に順延

7 打ち水大作戦しながわ２０１４ 7月23日（水）～8月23日（土）
品川区内各所

（特に主催イベントはありませんが、区民まつりな
どで個別に行い、ホームページでご案内します。）

品川区都市環境事業部
環境課環境推進係

担当: 環境課環境推進係
TEL: 03-5742-6755

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000020000/hpg0000
19932.htm ○

「打ち水」を各家庭で行い、
真夏のまちに涼しい風を吹かせよう。

8
松阪市市民活動センター

打ち水大作戦 2014
7月23日（水）10:30～

二次利用水がなくなり次第終了
松阪市日野町788　カリヨンプラザ1階

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

katsudou@ma.mctv.ne.jp

http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1402993168855
/index.html

○
雨水やお風呂の残り湯などの一度使った水をお持ち寄りください。

打ち水で暑い夏を乗り切りましょう！

9 西梅田打ち水プロジェクト
7月24日(木)～25日（金）
両日ともに12:00～19:00

ブリーゼタワー北側、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 ○ 打ち水効果を体感できるコーナーもご用意しております！

10 七夕まつり「打ち水大作戦」 7月25日（金）16：00～
七夕まつり盆踊り会場

（愛知県一宮市栄３丁目）
一宮市（環境保全課）

担当: 岩崎
TEL: 0586-45-7185
kankyohozen@city.

ichinomiya.lg.jp

http://www.city.ichinomiya.
aichi.jp/division/kankyohozen

/utimizu26.html
○

一宮市の夏の最大イベントである『おりもの感謝祭一宮七夕まつ
り』を一緒に盛り上げましょう！　　ミス七夕・織物も参加します。

11 第55回大曽根七夕まつり 7月25日（金）17：00～ 大曽根商店街 西特設会場前（名古屋市北区） 大曽根商店街 ― http://www.uchimizu8.net/ ○ -

12 YOKOHAMA save the water

①７月26日（土）
10:00から／11:00から

②７月29日（火）
14:30から

③８月11日（月）
17:00から

①ショッピングタウンわかば中央ふれあい広場
（横浜市旭区）

②横浜中華街　中華街大通り
（横浜市中区）

③グランモール公園 美術の広場
（横浜市西区）

横浜市水道局
水道局お客さまサービスセンター

TEL:045-847-6262
FAX:045-848-4281

http://www.city.yokohama.lg.jp/suidou/event/event-
yokohamanomizu20140720.html

○

”涼しくなーれ”
手ぶらで気軽にご参加ください。

参加者にはオリジナル手拭いをプレゼントします。
（数に限りがございます。）

取り組み(イベント含む）予定調査票

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000020000/hpg000019932.htm
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000020000/hpg000019932.htm
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000020000/hpg000019932.htm
http://www.breeze-breeze.jp/
http://www.city.ichinomiya.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　aichi.jp/division/kankyohozen　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/utimizu26.html
http://www.city.ichinomiya.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　aichi.jp/division/kankyohozen　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/utimizu26.html
http://www.city.ichinomiya.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　aichi.jp/division/kankyohozen　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/utimizu26.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/suidou/event/event-yokohamanomizu20140720.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/suidou/event/event-yokohamanomizu20140720.html


13 陽明夏まつり 7月26日（土）16：00～ 陽明小学校（名古屋市瑞穂区） 陽明学区連絡協議会 ― http://www.uchimizu8.net/ ○ -

14 涼を体感！　打ち水大作戦
7月27日（日） 16:00～
8月3日（日） 16:00～
8月10日（日） 16:00～

星が丘テラス　EASTイベント広場
（名古屋市千種区星が丘元町16-50）

星が丘テラス
TEL: 052-781-1266

info@hoshigaoka-terrace.com
http://www.hoshigaoka-terrace.com/

○

打ち水の効果と仕組みを学びながら、みんなで打ち水体験！
真夏の気温を何度下げられるかな？

7月27日と8月3日には「あいち戦国姫隊」もみなさんと一緒に打ち
水に参加します！

15
打ち水キャンペーン～やってみよ
う！私たちの身近なエコ活動～

7月19日（土）～8月31日（日） 板橋区内全域
板橋区、いたばしエコ活動推進協議
会、エコポリス板橋環境行動会議

担当：野口、福田
TEL：03-5970-5656

s-kkyodo
@city.itabashi.tokyo.jp

http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_oshirase/062/062379.html ○
・雨水やお風呂の残り湯など二次利用水を使用してください。

・路面だけではなく、屋上、壁、ベランダなどでも効果があります。

16
第１０回記念きたまち　打ち水大作

戦
７月23日（水）～ 7月30日（水）

１７：００～　１日１回
旧川越街道沿い　３商店街の打ち水実施店の店

頭　　　　　　　　（東京都練馬区）

きたまち商店街
北一商店街

ニュー北町商店街

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

http://www.kitamachi.or.jp/event3 ○
打ち水期間中は、近隣児童館、保育園等の子どもたちによる、第

６回環境ぬり絵コンクールが、　打ち水実施店の店頭で展示開催。
きたまち打ち水１０年目、大いに盛り上げよう！

17 白金高輪打ち水大作戦 7月25日（金）14:00〜 白金アエルシティ（東京都港区） みなと環境にやさしい事業者会議
担当: 高木

TEL: 03-6806-9280
info@mecc-minato.net

http://mecc-minato.net/ ○
近隣の事業者が中心になって開催します。どなたでも当日参加可

能です。お気軽にご参加ください。

18
打ち水大作戦

inあまがさき2014
～みんなの力で尼崎を冷やそう～

7月25日(金)
15:00～17:00

15:00～打ち水縁日
16:30～打ち水

塚口さんさんタウン2階　スカイコム広場
(兵庫県尼崎市南塚口町)

NPO法人あまがさき環境オープンカレッ
ジ・尼崎市

TEL : 06-6421-0544
aoce@gb4.so.net.jp

http://www001.upp.so-net.jp/aoce ○
打ち水縁日において、牛乳パックでひしゃくを作り打ち水を行いま

す。

19 昭和の町打ち水大作戦２０１４
7月26日（土）

17:30～
昭和の町商店街

（メイン会場：玉津商店街（銀鈴堂付近））
大分県豊後高田市役所

大分県豊後高田市役所環境課環境推進
係

TEL:0978-22-3100(内線441)
http://www.city.bungotakada.oita.jp/events/detail/83 ○ ペットボトルに２次利用水（雨水等）を入れてお持ち寄りください。

20 打ち水大作戦inいちかわ
7月3１日（木）15：30～
※雨天時は中止です

子の神中央公園（千葉県市川市本北方）
市川市

　河川・下水道計画課
担当：青木、谷口、石井

TEL：047-332-8740
昨年度の様子

http://www.city.ichikawa.lg.jp/gre07/1111000096.html
○

当日は消防車両も参加予定！！
是非ご家庭でも溜めた雨水やお風呂の残り湯などの一度使った

水で打ち水をしてみてください☆

21
メタウォーター㈱
打ち水大作戦

8月1日（金）１２：３０~
東京都千代田区神田須田町１－２５

万世橋ビル前
メタウォーター㈱

メタウォーターサービス㈱

担当：菊地
TEL：03-6853-7307

kikuchi-motomi@metawater.co.jp
× -

22 日比谷通り打ち水大作戦 8月1日（金）14:00〜
日比谷通り「三田駅」A9番出口付近（東京都港

区）
みなと環境にやさしい事業者会議

担当: 高木
TEL: 03-6806-9280

info@mecc-minato.net
http://mecc-minato.net/ ○

近隣の事業者が中心になって開催します。どなたでも当日参加可
能です。お気軽にご参加ください。

23 8月1日は「区内一斉打ち水」 8月1日（金）16：30～ 千代田区役所 本庁舎前 千代田区

千代田区環境安全部 環境・温暖化対策
課 事業推進係

TEL: 03-5211-4253
kankyou-ondanka@city.chiyoda.lg.jp

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/k
yoiku/h26uchimizugekkan.html

○ -

24 8月は「打ち水月間」 8月1日（金）～31日（日） 千代田区内全域 千代田区

千代田区環境安全部 環境・温暖化対策
課 事業推進係

TEL: 03-5211-4253
kankyou-ondanka@city.chiyoda.lg.jp

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/k
yoiku/h26uchimizugekkan.html

○ -

http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_oshirase/062/062379.html
http://www.city.bungotakada.oita.jp/events/detail/83
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/kyoiku/h26uchimizugekkan.html
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/kyoiku/h26uchimizugekkan.html
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/kyoiku/h26uchimizugekkan.html
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/kyoiku/h26uchimizugekkan.html


25
うち水っ娘大集合！祭　2014　冷や

そうみんなの秋葉原

8月2日(土)
■イベント時間：10：30～11：40

■集合～退去：8:00～13:00

JR秋葉原駅西側交通広場前
(東京都千代田区)

NPO法人 秋葉原で社会貢献を行う市
民の会リコリタ

担当: 富山、国府田
TEL: -

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

誰でも気軽に参加できます。可愛いメイドさんや秋葉原を支える
方々との打ち水セレモニーにぜひお立ち寄り下さい！

26

暑い夏に負けないぞ！
ECOひんやり大作戦

地球を冷やそう！打ち水大会

8月2日（土）・3日（日）

第1回目　11：30～
第2回目　15：00～

住宅展示場展示場内各所
（愛知県一宮市丹陽町五日市場字本地28番地）

一般社団法人
ナゴヤハウジングセンター

一宮会場

担当: 堀尾
TEL: 0568-78-7808 http://nha.or.jp ○

イベント遊具で使用した水を活用して
実施致します

27
あついぞ熊谷！打ち水大作戦

2014
8/3（日）12：30～

熊谷駅周辺
（ＪＲ熊谷駅北口ろーたりー、東口ロータ
リー、星川通り、八木橋百貨店西口、

一番街商店街）

NPO法人エコネットくまがや
担当：瀬戸

TEL：048-537-1200
seto@510goto.co.jp

http://www.ecokuma.com/ ○
雨水やお風呂の残り湯などの一度使った水をお持ち寄りく

ださい。
熊谷市のマスコットで大人気のにゃおざねも参加します！

28

第45回ホリデープロムナード
『ゆかたで銀ぶら2014』

銀座千人涼風計画（打ち水イベント）

8月3日（日）13：00～

※打ち水については、
15：00～、15：20～、15：40～

の計３回実施

銀座通り（中央区銀座）

【第一会場】銀座4丁目    （三越～松屋通り付近）
【第二会場】銀座5丁目 （日産からみゆき通り付

近）

全銀座会、銀座通連合会

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

http://www.ginza.jp/archives/11831 ○
威勢の良い太鼓の合図とともに一斉に打ち水を行います。

打ち水にご参加の方には、ペットボトルの飲料水を差し上げます。
たくさんの皆様のご参加をお待ちしております。

29 広尾打ち水大作戦2014
8月3日（日）13：00～（露店・ﾊﾞｹﾂリ

レースタート）
東京都渋谷区広尾商店街通り

聖心女子大学M.S.S.S
(ﾏｸﾞﾀﾞﾚﾅ・ｿﾌｨｱ・ｿｰｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ)

担当：斉藤
Email: kyujdi@gmail.com

― ○
聖心女子大学の学生が主体となり毎年地域と協力し、打ち水を

行っています。露店も出店予定ですので、お子様をお連れの方を
はじめ多くの方のご参加をお待ちしております。

30 東戸塚打ち水大作戦 8月3日（日）15:00から
西武東戸塚店　正面入口横特設会場

（横浜市戸塚区）
横浜市水道局、西武東戸塚店

担当：五十畑　堀越
TEL:045-633-0157

https://www2.seibu.jp/wsc/051/N000067524/0/info_d ○
当日は、10時から16時まで水道局によるセミナー等も開催します

ので、打ち水と合わせてお立ち寄りください。

31
安城七夕まつり
打ち水大作戦

8月3日（日）
16:30〜

安城七夕まつり会場内 願いごと広場前 安城七夕まつり協賛会
担当：早水（安城市役所 商工課）

0566-71-2235
shoko@city.anjo.aichi.jp

http://www.anjo-tanabata.jp ○

日差しや人々の熱気での暑さが予想される安城七夕まつりを気化
熱を利用して気温を下げる。昔ながらのエコな手法でほっと一息つ
きましょう。風呂の残り湯などのご持参、飛び入り参加も大歓迎で

す。

32 第63回柳原通夏まつり 8月5日（火）18：15～ 柳原通商店街（名古屋市北区） 柳原通商店街 ― http://www.uchimizu8.net/ ○ -

33 ハマサイト打ち水大作戦 8月7日（木）14:00〜 浜松町駅前ハマサイト広場（東京都港区） みなと環境にやさしい事業者会議
担当: 高木

TEL: 03-6806-9280
info@mecc-minato.net

http://mecc-minato.net/ ○
近隣の事業者が中心になって開催します。どなたでも当日参加可

能です。お気軽にご参加ください。

34 打ち水大作戦inいちかわ
8月7日（木）15：30～
※雨天時は中止です

百合台公園（千葉県市川市曽谷）
市川市

　河川・下水道計画課
担当：青木、谷口、石井

TEL：047-332-8740
昨年度の様子

http://www.city.ichikawa.lg.jp/gre07/1111000096.html
○

当日は消防車両も参加予定！！
是非ご家庭でも溜めた雨水やお風呂の残り湯などの一度使った

水で打ち水をしてみてください☆

35 笠寺夏まつり
8月8日（金）18：00～
8月9日（土）18：00～

笠寺商店街（名古屋市南区） 笠寺観音商店街振興組合 ― http://www.uchimizu8.net/ ○ -

36 ワクワク☆おやこ夏まつり 8月9日（土）15：30～ 名古屋学院大学日比野学舎（名古屋市熱田区） 日比野ひとまちネット ― http://www.uchimizu8.net/ ○ -

37 東白砂盆踊り 8月9日（土）17：20～ 中根公園（名古屋市瑞穂区）
東白砂盆おどり実行委員会

（東白砂町内会）
― http://www.uchimizu8.net/ ○ -

http://nha.or.jp/
https://www2.seibu.jp/wsc/051/N000067524/0/info_d
http://www.anjo-tanabata.jp/


38 府内五番街打ち水プロジェクト
8月9、16、23、30日
（全て土曜日）

17:00～
府内五番街商店街一帯 大分市府内五番街商店街振興組合

大分市府内五番街商店街振興組合
TEL:097-534-2483

https://ja-jp.facebook.com/funai5 ○ ご家族、ご友人等と一緒に府内五番街へお越しください♪

39
日清カップヌードルミュージアム前

打ち水
8月11日（月）～8月17日（日）

日清カップヌードルミュージアム前
（横浜市中区）

日清カップヌードルミュージアム
担当：五十畑　堀越
TEL:045-633-0157

- ○

”涼しくなーれ”
手ぶらで気軽にご参加ください。

参加者にはオリジナル手拭いをプレゼントします。
（数に限りがございます。）

40 柴田七夕まつり 8月11日（月）17：00～ 名鉄柴田駅前一帯（名古屋市南区） 柴田商店街振興組合 ― http://www.uchimizu8.net/ ○ -

41 打ち水 de COOL 大作戦
8月11日（月）～8月17日（日）

※会場により、開催日・開催時間が
異なります。

市内複数会場
（武蔵野市役所　正面玄関前、コピス吉祥寺等）

武蔵野市環境政策課
　　　　　　下水道課

担当：環境政策課　計画係
TEL: 0422-60-1841

sec-kankyou@city.musashino.lg.jp
― ○

お気軽に、多少濡れてもかまわない格好でお越しください。
浴衣姿歓迎。

42
季節の歳時記　打ち水大作戦

inエコポリ2014

8月12日（火）、20日（水）、28日
（木）　17:30～17:45

（※20日のみ17:00～17:15）

板橋区立エコポリスセンター正面玄関前
（東京都板橋区前野町4-6-1）

いたばしエコ活動推進協議会、
エコポリスセンター

担当：鈴野、志賀、小島
TEL：03-5970-5001
info@itbs-ecopo.jp

http://itbs-ecopo.jp/study/sketches/2014/000490.html ○
持参可能な方はお風呂の残り湯などをペットボトル等に入れてお

持ちください。

43 お台場打ち水大作戦 8月22日（金）14:00〜 お台場ペデストリアンデッキ（東京都港区） みなと環境にやさしい事業者会議
担当: 高木

TEL: 03-6806-9280
info@mecc-minato.net

http://mecc-minato.net/ ○
近隣の事業者が中心になって開催します。どなたでも当日参加可

能です。お気軽にご参加ください。

44

打ち水効果、雨の量を調べてみよう
（「水に親しむ親子のつどい」イベン
ト内での自由研究特集企画の一つ

として）

8月23日（土）15:00～
※雨天時は翌24日（日）に順延

水に親しむ親子のつどいのイベン
トは14:30～18:00

大柏川第一調節池緑地及び
大柏川ビジターセンター
（千葉県市川市北方町）

真間川流域総合治水対策協議会

市川市　河川・下水道計画課
担当：高橋、多田、石井

TEL：047-334-1111
○ -

45
名古屋打ち水大作戦in広小路夏ま

つり
8月23日（土）17：00～ 広小路通一帯（名古屋市中区） 名古屋打ち水大作戦実行委員会

担当:名古屋市役所　松田
TEL: 052-972-2675

a2675@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
http://www.uchimizu8.net/ ○

名古屋のメインストリート広小路で行われる広小路夏まつりは今
年で第63回目になりました。

そのオープニングイベントでみんなで打ち水を行います。
当日参加もＯＫ！

みんなで広小路を冷やそう！

46 安心院盆地祭
8月23日（土）

15:00～
安心院文化会館駐車場 宇佐市観光協会安心院支部

宇佐市観光協会安心院支部
TEL:0978-34-4839

http://www.usa-kanko.jp/ ○ -

47 横浜防災フェア 8月23日（土）・24日（日） 赤レンガ特設ステージ前(横浜市中区） ラジオ日本、横浜市
担当：五十畑　堀越
TEL:045-633-0157

- ×

”涼しくなーれ”
手ぶらで気軽にご参加ください。

参加者にはオリジナル手拭いをプレゼントします。
（数に限りがございます。）

48 打ち水2014
8月25日(月) 15:30～

16:00
富岡公民館(浦安市富岡３－１－７) 浦安市役所環境保全課

担当: 唐木
TEL: 047-351-1111

karaki.terumasa@city.urayasu.lg.jp
- ○ -

49 高田学区盆踊り大会 8月30日16：00～ 豆田公園（瑞穂区） 高田学区連絡協議会 ― http://www.uchimizu8.net/ × -

50 打ち水2014 未定 東野児童センター 浦安市役所環境保全課
担当: 唐木

TEL: 047-351-1111
karaki.terumasa@city.urayasu.lg.jp

- -

http://www.usa-kanko.jp/

