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「水の日」・「水の週間」とは
「水の日」は、水資源の有限性、水の貴重さ及び水資源開発の重
要性について国民の関心を高め、理解を深めるため、今から40
年前の昭和52年5月31日に閣議了解により設けられました。そ
の後、平成26年に施行された水循環基本法により、国民の間に
広く健全な水循環の重要性についての理解や関心を深める日と
して、8月1日を水の日とすることが法定化されたところです。
毎年8月1日を「水の日」、この日を初日とする一週間を「水の

週間」として、講演会などの行事やポスターによる啓発が全国で
行われます。今年も各地で水について楽しく学べるイベントやダ
ムなどの施設見学会が予定されています。ここでは、中央行事、水
資源機構が主催するイベントや施設見学会などの開催情報を一
挙にご紹介します。
（イベント内容は都合により変更される場合があります。お出かけ
の際には問い合わせ先やホームページなどをご確認ください。）

中  央  行  事中  央  行  事
水を考えるつどい

場所

内容

イイノホール（東京都千代田区）

主催 水循環政策本部、国土交通省、東京都、水の週間実行委員会

参加方法

参加申込
及び
連絡先

主催者挨拶、全日本中学生水の作文コンクール表彰式、
基調講演、パネルディスカッション　など
※詳細は、順次「水の日・水の週間」ホームページで
　お知らせします。
　http://www.mizunohi.jp/

水の週間実行委員会事務局
〒330-6008 さいたま市中央区新都心11-2
電話：048-600-6513
メールアドレス： info@mizunohi.jp

8月1日（火）14:00～

重

① 氏名（団体でお申込みの場合は連絡担当者の氏名）
② 電話番号
③ 職場・会社名（団体でお申込みの場合のみ記入）
④ 参加人数及び参加者全員の役職と氏名 （団体で
　 お申込みの場合のみ記入）
をご記入の上、メールにてお申込みください。
定員になり次第申込みを締め切ります。

水のワークショップ・展示会

場所

内容

東京国際フォーラム（東京都千代田区）
※東京国際フォーラム主催の
　「丸の内キッズジャンボリー」のスペースの
　一部をお借りして開催します。

主催 水循環政策本部、国土交通省、東京都、水の週間実行委員会

問い合わせ先

幼児から中学生までの子どもとその保護者向けに、
パネル展示やワークショップを行います。

8月15日（火）～8月17日（木）10:00～17:00

水の週間実行委員会事務局
電話：048-600-6513

※このページに掲載した写真はいずれも昨年度の模様です。
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利根川源流まつり
日時 7月23日（日）　10：00～15：00
場所 奈良俣ダム（群馬県利根郡みなかみ町）
内容 ステージイベント、地元料理の出店 他
主催 利根川源流まつり実行委員会
問合せ先 みなかみ町商工会　TEL：0278-62-1155

さいたま打ち水大作戦2017
日時 7月29日(土) （雨天時7月30日）
場所 コクーンシティ（埼玉県さいたま市）
内容 展示、打ち水、すずかぜコンサート 他
主催 さいたま市環境会議、コクーンシティ、さいたま市、埼玉県、パリクラブ21埼玉
問合せ先 さいたま市環境創造政策課　TEL：048-829-1325

河口堰フェスタ2017
日時 8月6日（日）　9：30～15：00
場所 利根川河口堰管理所（千葉県香取郡東庄町）
内容 ガイドによるスタンプラリーツアー 他
主催 利根川下流総合管理所・利根川河口堰管理所
問合せ先 利根川下流総合管理所・利根川河口堰管理所　TEL：0478-86-0477

ぐんまウォーターフェア
日時 7月28日（金）～7月30日（日）
場所 ぐんまこどもの国児童会館（群馬県太田市）
内容 クイズラリーの実施、パネルの展示
主催 群馬県
問合せ先 群馬県企画部地域政策課土地・水対策室　TEL：027-226-2362

霞ヶ浦フェスタ2017
日時 8月6日（日）　9：30～15：00
場所 霞ヶ浦ふれあいランド（茨城県行方市）
内容 霞ヶ浦湖上観察、水質検査体験、パネル展示　他
主催 利根川下流総合管理所、行方市開発公社
問合せ先 利根川下流総合管理所　総務課　TEL：0299-79-3311

岩屋ダム点検放流
日時 8月5日（土）
場所 岩屋ダム（岐阜県下呂市）
内容 点検放流の一般公開
主催 下呂市、岩屋ダム管理所
問合せ先 岩屋ダム管理所　TEL：0576-35-2339

第22回サマーキャンプ in KISOGAWA
日時 8月12日（土）～8月14日（月）
場所 こだまの森キャンプ場、味噌川ダム周辺　他（長野県木曽郡木祖村）
内容 名古屋市・日進市・木祖村の子供達による上下流交流キャンプ
主催 上下流のふれあいを推進する会（長野県木祖村・愛知県日進市・味噌川ダム管理所）
問合せ先 味噌川ダム管理所　TEL：0264-36-3111

第11回流木ペインティング大会
日時 8月6日（日）　9：00～12：00
場所 知明湖キャンプ場（兵庫県川西市）
内容 流木を素材に思い思いにペインティングを。終了後は会場周辺の清掃作業も。
主催 一庫ダム水源地域ビジョン推進協議会
問合せ先 一庫ダム管理所　TEL：072-794-6671

まちかど・水・キャンペーン2017
日時 8月3日（木）
場所 イオンモール高知（高知県高知市）
内容 パネル展示、コースターのお絵かきコーナー　他
主催 吉野川本部
問合せ先 吉野川本部　TEL：087-835-6600

やまびこカーニバル
日時 8月5日（土）～8月6日（日）
場所 早明浦ダム直下ふれあい広場（高知県土佐郡土佐町）
内容 花火大会、コンサート、SUPツーリング　他
主催 やまびこカーニバル実行委員会
問合せ先 土佐町産業振興課　TEL：0887-82-2450

吉野川いかだ祭り
日時 8月6日（日）
場所 早明浦ダム直下右岸～新本山大橋（高知県長岡郡本山町）
内容 いかだレース
主催 いかだまつり実行委員会
問合せ先 本山町まちづくり推進課　TEL：0887-76-3916

湖水まつり
日時 8月5日（土）　17：00～20：30
場所 金砂湖畔公園（愛媛県四国中央市）
内容 カラオケ大会、ミニコンサート、花火大会　他
主催 湖水まつり実行委員会
問合せ先 四国中央市水道局 水道総務課　TEL：0896-28-6451

吉野川フェスティバル2017
日時 7月28日（金）～7月30日（日）
場所 吉野川橋南岸河川敷広場（徳島県徳島市）
内容 パネル展示、木製コースター絵付け　他
主催 吉野川フェスティバル実行委員会
問合せ先 吉野川フェスティバル実行委員会　TEL：090-3783-2084

水辺の納涼祭
日時 8月6日（日）　10：00～21：00
場所 香川用水記念公園（香川県三豊市）
内容 ステージショー、打上花火、木製コースター絵付け　他
主催 香川用水記念公園水辺の納涼祭実行委員会
問合せ先 香川用水記念公園　TEL：0875-67-3760

第7回いなべ市Eボート交流大会
日時 8月26日(土)　9：30～
場所 中里ダムまたは員弁大池（三重県いなべ市）
内容 10人１チームによるボート競漕
主催 いなべ市Eボート交流大会実行委員会
問合せ先 いなべ市Eボート交流大会実行委員会事務局　TEL：0594-78-3521

関関連連イイベベンントト 予定が変更となる場合や、予約が必要なも
のもありますので、事前に問合せ先やホー
ムページ等でご確認のうえお越し下さい。

要事前申込

要事前申込

利根川源流まつりの一行事として開催利根川源流まつりの一行事として開催
ならまた湖巡視体験、ダム内部探検

日　時 7月23日（日）　10：00～15：00
所在地 群馬県利根郡みなかみ町
主　催 沼田総合管理所
問合せ先 沼田総合管理所 総務課  TEL：0278-24-5711

奈良俣ダム奈良俣ダム

水の週間施設見学会水の週間施設見学会
普段は入ることが出来ないダム内部見学、
ダム湖面巡視体験　他
日　時 8月6日（日）　9：00～13：00
所在地 三重県名張市
主　催 比奈知ダム管理所
問合せ先 比奈知ダム管理所  TEL：0595-68-7111

比奈知ダム比奈知ダム

小石原川ダム工事現場見学会小石原川ダム工事現場見学会
ダム工事現場見学、事務所内パネル展示及びビデオ上映　他

日　時 8月6日（日）　9：00～15：00
所在地 福岡県朝倉市
主　催 朝倉総合事業所
問合せ先 朝倉総合事業所 総務課  TEL：0946-25-1100

小石原川ダム
（建設中）
小石原川ダム
（建設中）

水の週間施設見学会水の週間施設見学会
普段は入ることが出来ないダム内部見学　他

日　時 7月23日（日）　10：00～15：00
所在地 奈良県奈良市
主　催 布目ダム管理所
問合せ先 布目ダム管理所  TEL：0742-94-0231

布目ダム布目ダム
寺内ダム施設見学会寺内ダム施設見学会
ダム内部見学、ダム湖面巡視体験　他

日　時 8月6日（日）　9：00～15：00
所在地 福岡県朝倉市
主　催 朝倉総合事業所 寺内ダム管理所
問合せ先 朝倉総合事業所 寺内ダム管理所  TEL：0946-22-6713

寺内ダム寺内ダム

矢木沢ダム50周年記念夏休み特別企画矢木沢ダム50周年記念夏休み特別企画
ダム内部見学

日　時 8月6、13、20、27（日）　9:00～12：00
所在地 群馬県利根郡みなかみ町
主　催 沼田総合管理所
問合せ先 沼田総合管理所 総務課  TEL：0278-24-5711

矢木沢ダム矢木沢ダム

江川ダム見学会江川ダム見学会
パネル展示、ダム内部見学、ダム湖面巡視体験

日　時 8月6日（日）　9：30～15：00
所在地 福岡県朝倉市
主　催 両筑平野用水総合事業所
問合せ先 両筑平野用水総合事業所 総務課  TEL：0946-25-0113

江川ダム江川ダム

浦山ダム見学会浦山ダム見学会
ダム内部見学、ダム湖面巡視体験　他

日　時 8月6日（日）　10：00～16：00
所在地 埼玉県秩父市
主　催 荒川ダム総合管理所
問合せ先 荒川ダム総合管理所  TEL：0494-23-1431

浦山ダム浦山ダム

草木湖まつり ダム探訪草木湖まつり ダム探訪
ダム内部見学

日　時 8月15日（火）　13：00～16：30
所在地 群馬県みどり市
主　催 草木ダム管理所
問合せ先 草木ダム管理所総務グループ  TEL：0277-97-2131

草木ダム草木ダム

夏でもひ～んやり！一庫ダム内部見学＆説明会夏でもひ～んやり！一庫ダム内部見学＆説明会
最寄り駅からのウォーキングの後、ダム内部見学

日　時 8月26日（土）　10：00～13：00
所在地 兵庫県川西市
主　催 能勢電鉄（株）、一庫ダム管理所
問合せ先 能勢電鉄（株）鉄道営業課  TEL：072-792-7716

一庫ダム一庫ダム

水の週間施設見学会（期間中の火曜日及び木曜日）水の週間施設見学会（期間中の火曜日及び木曜日）
普段は入ることが出来ないダム内部見学

日　時 7月25日（火）～8月31日（木）の10：00～11：30
所在地 三重県名張市
主　催 青蓮寺ダム管理所
問合せ先 青蓮寺ダム管理所  TEL：0595-63-1289

青蓮寺ダム青蓮寺ダム

「水の日」徳山ダム特別見学会「水の日」徳山ダム特別見学会
職員による徳山ダム堤体内案内ツアー

日　時 8月1日（火）　10：00～15：00
所在地 岐阜県揖斐郡揖斐川町
主　催 徳山ダム管理所
問合せ先 徳山ダム管理所 総務課  TEL：0585-52-2910

徳山ダム徳山ダム

いま、自然を考える「四国のいのち、早明浦ダムを知る」いま、自然を考える「四国のいのち、早明浦ダムを知る」
ダム内部見学

日　時 8月2日（水）　10：30～12：00
所在地 高知県土佐郡土佐町
主　催 ＪＡＦ香川支部
問合せ先 ＪＡＦ香川支部  TEL：087-867-8411

早明浦ダム早明浦ダム

愛知用水のふるさと牧尾ダムを訪ねて
（上下流交流会）
愛知用水のふるさと牧尾ダムを訪ねて
（上下流交流会）
ダム内部見学、ダム湖面巡視体験、木工教室、記念植樹
日　時 8月2日（水）　11：00～14：30
所在地 長野県木曽郡木曽町
主　催 愛知用水利水者連絡協議会、愛知用水総合管理所
問合せ先 愛知用水総合管理所 総務課  TEL：0561-39-5460

牧尾ダム牧尾ダム

早明浦ダム施設見学会
（やまびこカーニバルの一行事として開催）
早明浦ダム施設見学会
（やまびこカーニバルの一行事として開催）
ダム内部見学
日　時 8月6日（日）
所在地 高知県土佐郡土佐町
主　催 早明浦ダム・高知分水管理所
問合せ先 早明浦ダム・高知分水管理所  TEL：0887-82-0485

早明浦ダム早明浦ダム

普段は
見ることができない
ダム内部などを
見学できる
チャンスです！

要事前申込

要事前申込

要事前申込

要事前申込
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中止

20120601
中止

20120601
中止


