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横浜赤レンガ倉庫へのACCESS

（一財）セブン-イレブン記念財団、横浜港ボート天国実行委員会、都漁連内湾釣魚協議会、東京湾遊漁船業協同組合、千葉県漁業協同組合連合会、 
神奈川県漁業協同組合連合会、横浜市漁業協同組合、（公財）帆船日本丸記念財団、（株）横浜八景島、マリンジャーナリスト会議、日本釣りジャーナリスト協議会、 
下水道広報プラットホーム（GKP）、ヤマハ発動機（株）、横浜ベイサイドマリーナ（株）、（株）ロイヤルウイング、（株）ポートサービス、京浜フェリーボート（株）、

（株）ケーエムシーコーポレーション、 はまかぜ、（株）つり人社、NPO法人 海辺つくり研究会、NPO法人Blue Earth Project、NPO法人 東京湾海洋倶楽部、
NPO法人 海の森・山の森事務局、横浜SUP倶楽部、ハマの海を想う会

［協力]

東京湾再生推進会議、文部科学省、海上保安庁、水産庁、国土交通省関東運輸局、（国研）海洋研究開発機構、（国研）水産研究・教育機構、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、
さいたま市、千葉市、川崎市、横須賀市、横浜港運協会、（公財）横浜観光コンベンション・ビューロー、（一社）横浜港振興協会、FMヨコハマ、経団連自然保護協議会、

（公財）日本釣振興会、（一社）日本釣用品工業会、（一社）日本マリン事業協会、（一財）日本海洋レジャー安全・振興協会、日本内航海運組合総連合会、（公財）海技教育財団、
（独）海技教育機構、（公社）日本水難救済会、UMI協議会、（一社）日本マリーナ・ビーチ協会、（公財）日本海事広報協会、（一社）日本旅客船協会

［後援]

 東京湾大感謝祭について 

 東京湾再生官民連携フォーラムについて 

［お問い合わせ］

〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 
エルデ本郷館5F（株式会社スリービー内）

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-1-10 第2虎の門電気ビル 4F
（一般財団法人みなと総合研究財団内）

 TEL: 03-5805-1059   FAX: 03-5805-1058           tbsaisei@threeb.co.jp

 TEL: 03-5408-8298              off ice@ tbsaisei.com

東京湾大感謝祭実行委員会事務局

東京湾再生官民連携フォーラム事務局 

 http://tbsaisei.com/fes/最新情報は、
東京湾大感謝祭2019公式サイト にアクセス！ 

［スタンプラリー参加手順］
■JR・市営地下鉄　
「桜木町駅」より汽車道経由で徒歩約15分
または、「関内駅」より徒歩約15分
■みなとみらい線　
「馬車道駅」または「日本大通り駅」より徒歩約6分
「みなとみらい駅」より徒歩約12分

「MY行動宣言」とは：
 生物多様性に向け一人ひとりが出来ることへの参加表明です。  

「COOL CHOICE（＝賢い選択）」とは：
 地球温暖化対策のための国民運動です。

STEP  1
STEP  2
STEP  3

スタンプ設置場所でスタンプ台紙をゲット！
スタンプを3つ集める。

ゴールは横浜赤レンガ倉庫広場にある
WONDER ACTION CAFÉ（WAC） ♪

WONDER ACTION CAFÉ会場でMY行動宣言と
COOL CHOICEに賛同し景品ゲット！

会 場 案 内 図

弁天橋乗り場
〈江戸前屋形船〉

　第　　        会場2
象の鼻桟橋

〈ヨット・ボート体験乗船会〉

　第　　        会場3
横浜赤レンガプロムナード

〈親子ハゼ釣り教室〉

　第　　        会場1
横浜赤レンガ

倉庫広場

　第　　        会場4
運河パーク
〈SUPレース〉

WONDER ACTION
スタンプラリー設置場所➡

2019.10.26 27土 日 入場無料

 東京湾大感謝祭は、SDGsの達成に向け、
これからのライフスタイルを

   3つにシーンを分けて提案します。

わたしたちのライフスタイル

海ごみと 気候変動と 海の再生と

1 2 3

主催：東京湾大感謝祭実行委員会　　特別協力：環境省
共催：国土交通省関東地方整備局、横浜市、東京湾再生官民連携フォーラム、（一財）みなと総合研究財団、東京湾の環境をよくするために行動する会、横浜港ボート天国推進連絡協議会

illustration by Ryoji Uchiyama

©2010熊本県くまモン  協力：銀座熊本館

26 土     26 土     27 日     26 土     11:40より

13:00-17:30 10:00-19:00

13:30-15:00

哀川 翔さん 桝 太一さん
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海への感謝と
安全祈願
みんなの
一斉汽笛♪

東京湾シンポジウム BLUE CAMP

ふるさと納税・物産・くらしフェア
江戸前の恵みコーナー＆
角打ち・キッチンカー

オープニングセレモニー スペシャルトークショー

WONDER 
ACTION CAFÉ

横 浜 赤 レ ン ガ 倉 庫 広 場 に 集 ま れ！

ボクも
行くモン！ ※写真はイメージです

自然の恵みを
   味わおう・楽しもう！

プレイベントは
大さん橋
ホール会場へ！

17 木     19 土     20 日     
海を楽しむアウトドアグッズやウエアの展示販売、
アーティスト・ライブ、フードが楽しめます

※20日（日）は17時まで

プレ会場
大さん橋ホール

シンポジウム
（10月17日）

BLUE CAMP
（10月19・20日）

横浜赤レンガ倉庫、
象の鼻パークおよび周辺海上

開催
時間 会場10:00-17 :00 ※27日（日）は

    16時30分まで

別紙２

funabashi-k852a
四角形



第　　          会場第　　          会場 第　　          会場 42 3

第　　             会場1

Photo by Tetsuya Ito 
©SETOUCHI SEAPLANES

海にいいこと、やさしいこと、  はじめよう！「海にいいこと、やさしいこと、はじめよう！」をテーマに、
東京湾大感謝祭2019では様 な々企画を展開いたします。
本祭を通じ、世界に誇る東京湾を知り、感じ、食べて、楽しみ、
ライフスタイルのあり方を考え、行動するきっかけを提供してまいります。

運河パーク ワールドポーターズ
前面海域（ ）横浜赤レンガプロムナード

横浜赤レンガ倉庫広場

象の鼻桟橋

遊覧船で海に出てみま
せんか！ 横浜クルーズと
本牧ガントリークレーン
見学クルーズの2つの
コースがあります。

横浜から第二海堡まで
のツアーが今回限りで
実現！ 個人では上陸で
きない明治の人工島へ
行ってみませんか！

「これまでの東京湾を振り返り、今後の東京湾
を考える」をテーマに東京湾および閉鎖性内湾
の環境研究の情報収集・交換の場として開催
いたします。

「未来に向け、海をもっと面白く。」をテーマにア
ウトドアの楽しさや自然の豊かさを伝えるスペ
シャルプログラムです。展示・アウトレット、アー
ティスト・ライブ、カフェがお楽しみいただけます。

開催両日の正午に汽笛を一斉に鳴らし、海への感
謝と安全の願いを港に泊まる船と共に表しましょう。
笛や鳴り物を持って東京湾大感謝祭2019会場に
お越しください。

SDGs東京湾コーナーでは、シーンを3つに分けて、海とわたしたちのライフスタイルや自然・気候変動との
関わりをSDGsのゴールと照らしご来場いただいた皆様にわかりやすくご紹介します。
シーン①　海ごみとわたしたちのライフスタイル　　～ 「ごみ」から「資源」へ～
シーン②　気候変動とわたしたちのライフスタイル　～ くらしの中の「賢い選択」を ～
シーン③　海の再生とわたしたちのライフスタイル　～ 美しく豊かな海へ ～

横浜を代表する美しいみなとみらいインナー
ハーバー地区でのSUPレースです。新感覚のマ
リンスポーツ・SUPの魅力をぜひ間近でご覧く
ださい。

江戸前と言えば寿司、天ぷら。粋に一杯やり
ながら乗り合わせた皆さんと共に海にいい
ことや、やさしいことなど楽しくおしゃべりい
ただく、海に感謝する江戸前屋形船です♪

海と空のコラボレーションを夢見て！
水陸両用機が再び東京湾に飛来します。着
水後は赤レンガパーク前桟橋に洋上展示さ
れます。水陸両用機とは、水上でも陸上でも
離発着できる飛行機です。プライスレスな景
色を是非ご覧ください。

ベテランキャプテンが操
船するボート、ヨットに乗
れる体験会です。乗船料
無料！この機会にぜひ！

東京湾の水循環を支える下水道について楽しく学
べ遊べるパビリオンが会場に出現！ミニステージでは

「下水道クイズ」も開催。クイズに答えるとステキな
賞品がもらえます。

世界の海で起こっている地球温暖化と海ごみを知り、
わたしたちにできることを話し合おう！そして、明日から行動しよう！

身近な自然や暮らし方、過ごし方をちょっと工夫するだけで地球は笑ってくれるはず。
持続可能な社会に向けて！

幸ヶ谷小学校の子供たち／環境省／
アディダス・ジャパン オルティス アンジェラさん／かながわ海岸美化財団 柱本健司さん

みなとみらい本町小学校の子供たち／横浜市 奥野修平さん／
セブン&アイ・ホールディングス 釣流まゆみさん／大和ハウス工業 渡辺大吾さん

わたしたちの暮らしが海に危機をもたらしている！？

海に触れて、わたしたちにできることを考えよう！

全国の自治体から選りすぐりの恵み・物産・くらしを
ご紹介します。ふるさと納税の返礼品や地域の豊
かな恵みや自然・ 観光・くらしの紹介を自治体の
方 が々直接みなさんにご紹介いたします。

江戸前の恵みが溢れた東京湾の漁業や文化、魚
介類のおいしさなどをご紹介します。お魚のお話し
のステージショーも行います。江戸前キッチンカーも
大集合！ 大人も楽しめる角打ちも登場！

海上保安庁では、海の事故に備え、日ごろから救
助訓練を行っております。当日は、海猿（特殊救難
隊）による救助訓練を間近でご覧いただけます。
※緊急時などで中止となる場合があります。

横浜クルーズ＆
本牧ガントリー
クレーン見学クルーズ

第二海堡
モニターツアー 第20回 東京湾シンポジウム

スペシャルプログラム「BLUE CAMP」

親子
ハゼ釣り教室

インナーハーバーで
SUPレース 江戸前屋形船

東京湾に
シープレーン登場♪

ヨット・ボート
体験乗船会

東京W
湾 だ 〜

ONDER下水道ふるさと納税・物産・
くらしフェア

江戸前の恵みコーナー＆
角打ち・キッチンカー

みんなで
一斉汽笛♪SDGs東京湾コーナー 海の救助訓練

海で遊ぼう！海への感謝と安全祈願！周辺住民3000万人とのSDGs達成に向けて！

人気企画！ みんなで観戦！船に乗って海に出よう！

「下水道」って「驚き」！地域の恵みを味わい楽しもう！ 江戸前を知ろう食べよう！

海の事故ゼロ！

ピア赤レンガ
※ピア赤レンガチケッ
トブースにて販売。　

発着場、 申し込み方法の詳細
は公式サイトをご覧下さい。
※抽選

イベントステージ

特別企画会場特別企画会場 特別企画会場

赤レンガ倉庫前海域
（海上保安庁側海域）

26 土  27 日    

17 木  13:00-17 :30（開場12:00）

19 土  20 日    26 土  27 日    正午
26 土  27 日    特別企画会場

26 土  27 日    27 日     9:00-14 :30予定

弁天橋乗り場 （ワシントンホテル裏）
神奈川県横浜市中区桜木町１－101－1　

赤レンガ倉庫前海域
赤レンガパーク前桟橋

27 日    12:00-14 :30頃

27 日   
［予定スケジュール］
10：15頃 着水　
10：30～12：00頃 
 洋上展示
12：15頃 離水

26 土  27 日    

26 土  27 日    26 土  27 日    26 土  27 日    

26 土  12:50 発着場

場  所

場  所場  所 場  所

発着場

日  時

日  時

日  時

日  時
日  時 場  所

日  時 日  時
乗船場

発着場
洋上展示場所

日  時

日  時

日  時

日  時日  時 日  時

日  時

※事前受付制。
詳しくは公式HP
をご覧ください。

※乗船予約は当
日会場にて行い
ます。

※スケジュールは公式
　サイトをご覧ください。

 東京湾に感謝！

やって来る！

屋形船から粋でいなせに

水陸両用機が

哀川 翔さん

木村尚さん

桝 太一さん

アホマイルド坂本さん

タレント
釣り人

日テレ・ダッシュ海岸出演
東京湾大感謝祭PT長

日本テレビアナウンサー
東京湾再生アンバサダー

神奈川県庁非常勤職員
「かなチャンTVアドバイザー」ほか

よしもと芸人
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スペシャルゲスト

スペシャルゲスト

司会進行

司会進行

※このトークショーは環境省の「地方と連携した地球温暖化対策活動推進事業」によるものです。

※くまモンは、
26日（土）に登場。

※詳細は公式サイトをご覧ください。

江戸前のハゼを釣ってみたい！初心者の方には
釣り先生がリールの使い方、糸の結び方など、
釣りのイロハを教えてくれます。本物のハゼ釣
りが体験できる人気企画です。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

プレイベントは
大さん橋ホール会場へ！

2019.10.17 19 20木 土 日  

WONDER ACTION CAFÉ
海にいいこと、やさしいこと、考えよう！

13:30-15 :00 入場無料 WONDER ACTION CAFÉ 
パビリオン時  間 参  加 場  所

 26 土  

 27 日  

※20日（日）は17時まで10:00-19 :00

©2010熊本県くまモン  
協力：銀座熊本館

地球温暖化対策・COOL CHOICEトークショーⅠ
海でいま起きていること。わたしたちにできること。

地球温暖化対策・COOL CHOICEトークショーⅡ
海でいま起きていること。わたしたちにできること。

※プログラムは事前の予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。


