
主催：東京湾大感謝祭実行委員会
共催：国土交通省関東地方整備局、環境省、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、
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             ホテルメルパルク横浜、横浜ベイサイドマリーナ(株)、(株)ケーエムシーコーポレーション、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
　　　（公財）ブルーシー・アンド・グリーンランド財団、下水道広報プラットホーム（GKP)、NPO法人海辺つくり研究会、横浜SUP倶楽部、ハマの海を想う会

［後援] 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、横浜市、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、
             横浜エフエム放送（株）、経団連自然保護協議会

 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 

〒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            office@ 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2016公式サイト 

　　　（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、

豪華賞品が
当たるよ！

21 22 23金 土 日
横浜赤レンガ倉庫
広場、1号館、周辺海上（ピア象の鼻、
赤レンガプロムナード、運河パーク）

開催
時間 会場10:00-17 :00

2016.10. ※ 21日（金）は午後より東京湾シンポジウムのみ開催

cover illustration by Ryoji Uchiyama



東京湾大感謝祭2016
快適に
水遊びができ、
 「江戸前」をはじめ
多くの生物が
生息する、
親しみやすく美しい
 「海」を取り戻し、 
首都圏にふさわしい
 「東京湾」を
創出するための
感謝祭。

海にいいこと、やさしいこと、はじめよう！
東京湾大感謝祭は、東京湾再生官民連携フォーラ
ムのプロジェクト活動のひとつとしてはじまり、今年
で4回目の開催となります。今年は「海にいいこと、
やさしいこと、はじめよう！」をテーマに、市民や企業・
団体による海の再生活動の紹介や、江戸前フード&
マルシェ、親子ハゼ釣り教室、ボート・ヨット体験乗
船、ＳＵＰレースなどが催されます。

平成25年5月に東京湾再生推進会議によって策定された
「東京湾再生のための行動計画（第二期）」より、多様な関
係者の参画による議論や行動の活発化・多様化を図るため
の組織として、「東京湾再生官民連携フォーラム」（以下

「フォーラム」）が設立されました。フォーラムでは、東京湾再
生に意欲を持つ多様な人 が々集い、東京湾再生の輪を拡
げる様 な々プロジェクト活動に取り組んでいます。
http://tbsaisei.com/index.html

東京湾再生官民
連携フォーラムについて

東京湾再生と
東京湾大感謝祭に

ついて

　東京湾大感謝祭4年目を迎える今年は、「海に
いいこと、やさしいこと、はじめよう！」をテーマに
TOKYO WONDER PROJECTの推進を、海を
愛する皆さんと共に呼びかけていきたいと思います。
　わたしたちが利用している水のほとんどは、流せ
ばシンクやトイレ、下水処理場、道路側溝などを通
り、川を通じ海へと流れつきます。また、生活や経済
活動を通じ、わたしたちは温室効果ガスを排出し
ており、それが環境負荷となり、海にも大きな影響を
及ぼしています。
　油や食べ残しのついたお皿をそのまま台所に流
すのではなく、古紙などでサラッと拭いてからお皿
を洗う。魚釣りをしたり潮干狩りを楽しんだり、身近
な場所にも自然があり楽しめることをSNSで伝える。
アイドリングストップやこまめな省エネ、環境にやさし
い製品やサービスを選択する。
　そんな誰にでもできる“海にいいこと”、“海にやさ
しいこと”、“環境にいいこと”を、SNSや東京湾大感
謝祭会場などで発信・シェアすることで、ライフスタ

主催者からのメッセージ

検索  東京湾大感謝祭2016
※TOKYO WONDER PROJECTの動画がご覧いただけます。

海が好きならWONDERになろう！
イルを見直していくプロジェクトが、「東京湾だっ！」

「東京湾だぁー！」「東京ワンダー!?」「TOKYO 
WONDER PROJECT」です（笑）！
　お茶の間にも受け入れてもらえるような、ちょっぴ
り……ほんのちょっぴり「意識の高い」ワンダーな行
動をみんなで進めていければ、きっと都市の海・東
京湾がもっともっと、美しく豊かで楽しい場所へと生
まれ変わるはずです。東京湾大感謝祭に参加し、
ワンダーの一員になりませんか！



ベイエリアマップ赤レンガ倉庫周辺

10月22日（土）・23日（日）

10月22日（土）・23日（日）

JR・市営地下鉄「桜木町駅」まで汽車道経由徒歩約　　分
JR・市営地下鉄「関内駅」まで徒歩約　　分
みなとみらい線「馬車道駅」、「日本大通り駅」まで徒歩約　　分
みなとみらい線「みなとみらい駅」まで徒歩約　　分
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YOKOHAMA OPEN SUP RACE 2016競技海面

船に乗って海に出よう！乗船体験会
クルーズ船 受付

（ピア赤レンガ桟橋）

船に乗って海に出よう！乗船体験会
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横浜赤レンガ倉庫からの
電車へのアクセス

親子ハゼ釣り教室

赤レンガ倉庫
東京湾大感謝祭2016

広場・1号館
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スタンプラリー設置

小間番号 出展者名

2E01

下水道広報プラットホーム（GKP）／国土交通省／
横浜市／川崎市／東京都／ＪＦＥエンジニアリング／
水ing／月島機械／前澤工業／メタウォーター／
高度処理促進全国協議会／ＮＰＯ２１世紀水倶楽部

2E02 横浜市立大学
2E03 半魚人倶楽部・NPO環境教育技術振興会
2E04 エコメッセちば海辺水辺交流会
2E05 東京湾の環境をよくするために行動する会
2E06 主催：海藻おしば協会／協賛：（一財）東京水産振興会
2E07 環境省「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクト
2E08 東京湾再生官民連携フォーラムPT＆参加団体

小間番号 出展自治体名
F-01 佐賀県 伊万里市
F-02 鹿児島県 大崎町
F-03 島根県 浜田市
F-04 北海道 上士幌町
F-05 北海道 根室市
F-06 静岡県 沼津市
F-07 茨城県 境町
F-08 埼玉県 深谷市
F-09 長崎県 五島市
F-10 埼玉県 鶴ヶ島市
F-11 埼玉県 飯能市
F-12 長野県 白馬村
F-13 石川県 珠洲市
F-14 佐賀県 上峰町
F-15 大阪府 泉佐野市
F-16 長崎県 平戸市
F-17 秋田県 秋田市
F-18 岩手県 北上市
F-19 岩手県 西和賀町
F-20 岩手県 久慈市
F-21 山形県 山形市
F-22 静岡県 西伊豆町
F-23 群馬県 下仁田町
F-24 静岡県 焼津市
F-25 茨城県 小美玉市
F-26 長崎県 佐世保市
F-27 岐阜県 美濃加茂市
F-28 岐阜県 八百津町
F-29 岐阜県 川辺町
F-30 山形県 天童市

小間番号 出展者名
T-01 神奈川クッキングサービスセンター
T-02 P・G・Mタイ料理レストランプーピン
T-03 クラウンスター
T-04 pizza van
T-05 すだ屋
T-06 いちや
T-07 Time Food Service
T-08 YOKOHAMA　bonbons
T-09 バンビーナ
T-10 横浜市漁業協同組合
T-11 水産研究･教育機構
T-12 大日本水産会
T-13 遠忠商店 本店
T-14 JF全いか協
T-15 赤城乳業
T-16 おうちＣＯ-ＯＰ
T-17 横浜市　港湾局
T-18 横浜市　温暖化対策統括本部・環境科学研究所
T-19 横浜市　環境創造局　環境保全部
T-20 プリンセス・クルーズ
T-21、T-22 オフィス・ユーカリ
T-23、T-24 サンライン
T-25 釣りイベント情報WEB&アプリ〈つりいく〉
T-26 ピュア・フィッシング・ジャパン
T-27 アトム
T-28 東京都葛西臨海水族園　移動水族館
T-29 不動テトラ
T-30 りんかい日産建設
T-31 東洋建設
T-32 三洋テクノマリン
T-33 国土交通省関東地方整備局

小間番号 出展自治体名

F-31
三重県 南部地域13市町　
玉城町・伊勢市・鳥羽市・志摩市・度会町・南伊勢町・ 
大紀町・大台町・紀北町・尾鷲市・熊野市・御浜町・紀宝町

F-32 宮崎県 小林市
F-33 高知県 田野町
F-34 鹿児島県 鹿屋市
F-35 香川県 東かがわ市
F-36 高知県 越知町
F-37 北海道 沼田町
F-38 鹿児島県 志布志市
F-39 滋賀県 近江八幡市
F-40 滋賀県 高島市
F-41 佐賀県 小城市
F-42 島根県 大田市
F-43 秋田県 大館市・茨城県 常陸大宮市
F-44 宮崎県 都城市
F-45 岡山県 真庭市
F-46 北海道 網走市
F-47 鹿児島県 曽於市
F-48 長崎県 松浦市

小間番号 出展者名
T-34 つり人社
T-35 日本釣振興会
T-36 マルキユー
T-37 シマノ
T-38 海洋平和
T-39 マリンライセンスロイヤル
T-40 横浜･八景島シーパラダイス
T-41 みらい建設工業
T-42 新日鐵住金
T-43 日本港湾コンサルタント
T-44 横浜国立大学 統合的海洋教育・研究センター
T-45 五洋建設
T-46 いであ
T-47 メタウォーター／女川町観光協会
T-48 オリエンタル白石
T-49 東京湾フェリーで行く　南房総・横須賀
T-50 貝殻利用研究会
T-51 大本組
T-52 ＪＦＥスチール
T-53 秩父市・さいたま市・埼玉県
T-54 イーエムエンジニアリング
T-55 オール富津情報交流センター
T-56 自然エネルギー推進市民フォーラム
T-57 本間組
T-58 シーボン
T-59 あおみ建設　東京支店
T-60 若築建設
T-61 江戸前ブランド育成PT
T-62 港湾空港技術研究所
T-63 鳩屋海苔店
T-64、T-65 東京湾大感謝祭2016 本部テント

横浜赤レンガ倉庫1号館2階

第2回ふるさと納税大感謝祭2016 東京湾大感謝祭2016



WONDER ACTION CAFÉ

主催：環境省 東京湾大感謝祭実行委員会
協力：公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

● 子供たちからのメッセージ／魚とアマモと私達 佐藤拓実
　  ［根岸小学校 よこはま子ども国際平和スピーチコンテスト審査委員長賞受賞者］

● 地球目線 COOL CHOICE  ［環境省 地球環境局］

● 港から見た海の再生の輪の拡がり  ［国土交通省 関東地方整備局］

● 森里川海のつながりと街の暮らし  ［環境省 自然環境局］

● 愛され続ける江戸前の恵み  ［水産研究・教育機構 中央水産研究所］

● 学校で学ぶ、身近な自然から学ぶ  ［文部科学省 初等中等教育局］

● クロストーク／子供たちへの期待、夢に向けて！

13：00〜15：00 ※13：30開演予定

横浜赤レンガ倉庫 1号館3階ホール

同時開催

東京2020公認プログラム
（持続可能性）

時間

会場

海にいいこと、やさしいこと、考えよう！

街の暮らしから、わたしたちでもできること。

プログラム

©NTV

都市の海・東京湾を未来につなぐため、
2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、
世界の方 を々東京湾からおもてなしするために、
東京2020参画プログラムとして

「海にいいこと、やさしいこと、考えよう!
WONDER ACTION CAFÉ 2016」を
開催いたします。

［総合司会］ 桝 太一
日本テレビアナウンサー・
東京湾再生アンバサダー

［特別ゲスト］ 萩原智子
日本水泳連盟理事・
シドニー五輪競泳日本代表

2016.10.22 23
 ようこそ！ 東京湾大感謝祭2016
釣ってきます! タレントフィッシングカップ

オープニング ゆるキャラご挨拶
ミュージカル「横浜キャッツ」

オープニングセレモニー
海をキレイに! みんなの一斉汽笛♪

特別コラボ企画・海の絆
タレントフィッシングカップ表彰式♪

ゆる党ハロウィン「ゆるウィン」

東京湾の生きものになって踊ろう♪

江戸前の旨味を感じよう！

東京湾の生きものになって踊ろう♪

LIVE つりビット

船乗りさんもご一緒に！
海で踊ってブラジルダンス

LIVE 和太鼓わっしょい♪

LIVE アルケミスト♪

LIVE アルケミスト♪

つりビットとみんなの一斉汽笛♪

東京湾 de フラダンス・海に感謝♪

江戸前の旨味を感じよう！

YOKOHAMA OPEN SUP RACE表彰式

ゆる党ハロウィン「ゆるウィン」

ボーズ知らずの釣りガール♪

LIVE 夕暮れのフラメンコ♪

豪華客船の旅のおはなし♪

●田久保実行委員長 with ゆる党（さのまると仲間たち）
●つるの剛士さん

●赤い靴記念文化事業団

●笛やラッパをもって広場ステージに集合！
●海への感謝の気持ちを、港の船と皆さんと一緒に表そう！
●東京湾再生官民連携フォーラム／国土交通省／環境省
　横浜市／ふるさと納税大感謝祭／来賓

●さのまる、あゆコロちゃん、えび～にゃ、
　えぼし麻呂、ふっかちゃん

●東京湾パフォーマンスユニット なんじゃらもじゃら

●江戸前ブランド育成PT

●東京湾パフォーマンスユニット なんじゃらもじゃら

●東京湾を釣りまくろう！

●クルベ・ダ・パイシャオン

●批魅鼓

●積水ハウスのCMでおなじみの
　あの歌声が東京湾大感謝祭に登場

●グランドフィナーレ
●閉会挨拶・田久保実行委員長

●笛やラッパをもって広場ステージに集合！
●海への感謝の気持ちを、港の船と皆さんと一緒に表そう！
●釣りアイドルグループ・つりビット

●THAT'S YG CLUB

●つるの剛士

●江戸前ブランド育成PT

●SUPのお話／横浜SUP倶楽部

●さのまる、たかたのゆめちゃん、ふっかちゃん

●ボーズレス＆梅本まどか

●ギター：Isami Oyama／ダンサー：宝 Danzatakara.

●プリンセス・クルーズ

10:00
10:15

10:00
10:45

11:50
12:30

15:05
15:35

10:15
10:25

15:05
15:20
15:25
15:55

10:30
11:00

11:15
11:30

16:00
16:25

12:35
12:55

13:20
13:55

10:50
11:30

16:30
17:00

11:55
12:20

14:20
15:00

14:00
14:30

12:25
12:55

13:00
13:30
13:35
13:45

13:45
14:15

14:30
15:00

15:40
15:55
16:00
16:50

13:00
13:15

STAGE EVENT
ステージイベント

ボーズ知らずの釣りガール♪
●ボーズレス＆梅本まどか

11:35
11:50

土 日

小説『アルケミスト』の著者パウロ・コエーリョから認められた日本で唯
一のアーチスト。アルケミストの代名詞ともなっている“即興”は瞬時に
音楽と物語を紡ぎ出す、まさしく“歌の錬金術”である。現在は積水ハウ
スのCMソングを担当するなど全国規模で活動を広げている。

プロフィール：アルケミスト

※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。

東京湾を体感する
プログラムがいっぱい

初心者でもわかるふるさと納税のご案内
～ふるさと納税で人と街が動き出した～
●ふるさとチョイス

初心者でもわかるふるさと納税のご案内
～ふるさと納税で人と街が動き出した～

初心者でもわかるふるさと納税のご案内
～ふるさと納税で人と街が動き出した～

初心者でもわかるふるさと納税のご案内
～ふるさと納税で人と街が動き出した～

●ふるさとチョイス

●ふるさとチョイス

●ふるさとチョイス

2016.10.22

2016.10.21

東京湾の水質、水理、化学、生物など様 な々水環境の研究を紹介することにより、
東京湾再生が一層推進することを目的としたシンポジウムを開催します。

横浜赤レンガ倉庫 1号館 3階ホール13:00-17:10  ( 開場 12:30 ) 会 場日  時

土

東京湾の恵みに感謝して

第17回 東京湾シンポジウム

金

学び、体験して味わう
3日間！



第2回 ふるさと納税大感謝祭2016

「ふるさとチョイス」が、“ふるさと”と“寄附者”を結ぶ！

ふるさと納税
 リアルイベント！ 

東京湾や海に関することを楽しみながら学べ
る環境学習や、 東京湾の文化に関する展示
コーナー。海藻おしばやチリメンモンスター探し
も体験できます。

環境への負荷を下げるために開発された燃料
電池自動車（FVC）は、水素を燃料として空気中
に酸素との化学反応により発生する電気で走
行する“究極のエコカー”です。

ルアーなどの釣り具やアウトドアグッズ、ボート
の展示コーナーです。東京湾でマリンレジャー
を楽しみたいあなたに向け、釣りやボート免許
やレンタルボートのブースも出展しています。

海はグルメを唸らす食材の宝庫。シーフードを
使った豊富なメニューでキッチンカー＆江戸前
マルシェが皆さまのご来場をお待ちしています。
おいしい時間を存分にお楽しみください。

北海道から九州まで、全国61自治体が集合し、ふるさと納税のお礼の品の試飲・試食、販売、展示、
ワークショップ、ゆるキャラ® 撮影などをお楽しみいただけます。地域色溢れるステージ企画も予定。会
場では、その場で寄附申込みも可能です。第2・第3の「ふるさと」を見つけてみませんか。

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SUPレース「YOKOHAMA 
OPEN SUP RACE 2016」を開催します。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。

親子
ハゼ釣り教室

乗船体験会

海の学び場

水素で走る“究極のエコカー”
FCV「MIRAI」を展示

マリンレジャーコーナー
「Go Fishing!」「Go Boating!」

キッチンカー＆
江戸前マルシェ大集合

～東京W
湾 だ 〜

ONDER下水道～
東京湾の水循環を支える下水道。産官が一体となって東京湾大感謝祭初出展！

インナーハーバーで
SUPレース

みんなで一斉汽笛♪ ハマのWONDER
スタンプラリー

ゆるキャラ®

大集合

TFCタレントフィッシングカップ

初めてでも安心！

船に乗って海に出よう！ 環境にやさしく！

海で遊ぼう！

海を食べよう！

「下
ア ン ダ ー

水道」って「驚
ワンダー

き！」

みんなで観戦！

海をキレイに！ 豪華賞品が当たる！

みんなの東京湾！

東京湾で釣りまくろう！

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
ゼ釣りが体験できます。

ボート、ヨット、クルーズ船の体験乗船会を催し
ます。船から東京湾や街をみると景色がいつも
と違って見えてきます。乗船体験で非日常を感
じてみませんか。

汽笛を一斉に鳴らし、海への感謝の気持ちを
港に泊まる船と皆さんで共に表したいと思いま
す。笛やラッパなどを持って横浜赤レンガ広場
ステージにお集まりください。

待望の新企画、ハマのWONDER スタンプラ
リーを実施します。豪華賞品ゲットを目指して、
東京湾大感謝祭会場はもちろん、みなとみらい
地区から山下地区を散策しながら海を見て、感
じてWONDERになろう。

今年も「ゆるキャラ®グランプリ2013」グランプ
リの「さのまる」が栃木県佐野市から遊びに来
ます。他にも港や環境、ふるさとの大切さを伝え
るゆるキャラ®もたくさん会場に遊びに来ます！

TFCタレントフィッシングカップは、タレントの
つるの剛士さんの声掛けにより芸能界のつり
好きを募り、始めた大会です。東京湾大感謝
祭のステージで表彰式が行われます。

ハゼ釣り ➡ 赤レンガプロムナード

プレジャーボート・ヨット ➡ 象の鼻桟橋  
クルーズ船  ➡ ピア赤レンガ桟橋

横浜赤レンガ倉庫
1号館 2階イベントスペース

横浜赤レンガ倉庫 広場

横浜赤レンガ倉庫 広場

横浜赤レンガ倉庫 広場

横浜赤レンガ倉庫 広場

横浜赤レンガ倉庫
1号館2階イベントスペース

横浜赤レンガ倉庫 広場ステージ

横浜みなとみらいインナーハーバー地区
（ワールドポーターズ前面海域）

23  日    8 :00 スタート予定

22 土  23  日    10:00-17 :00

22 土  23  日    10:00-17 :00 23  日    10:00-14 :00

22 土  23  日    10:00-17 :00

22 土  23  日    10:00-17 :00

22 土  23  日   

22 土  23  日    10:00-17 :00

22 土  23  日   

22 土  23  日    10:00-17 :00
22 土  23  日    10:00-17 :00

22 土  23  日    10:00-17 :00

22 土  表彰式15 :00 予定

※乗船予約は当
日会場にて行い
ます。

横浜赤レンガ倉庫・広場ステージ
および周辺停泊船舶

横浜赤レンガ倉庫 広場

22　　▶23
2016.10.

各12:00から
約10秒間  一斉汽笛

土 日

会 場

会 場

会 場

会 場

会 場

会 場

会 場

会 場

会 場

会 場

日  時
日  時

日  時 日  時

日  時

日  時

日  時

日  時

日  時

日  時
日  時

日  時

日  時

会 場
会 場

会 場

知ろう！学ぼう！

東京湾を体感する
プログラムがいっぱい東京湾大感謝祭2016

海にいいこと、やさしいこと、
はじめよう！
横浜赤レンガ倉庫の広場を中心に、
東京湾をキレイにしようと集まった仲間たちが、
さまざまなイベントを開催します。
どれもこれも楽しいものばかり、
友だち誘って、ご家族連れで、
爽やかな秋の東京湾に逢いに行こう！

横浜赤レンガ倉庫およびみなとみらい21、
山下地区周辺協賛施設

ア ン ダ ー ワンダー

「水循環」「暮らしと排水」「高度処理」「合流改
善」「資源・エネルギー」「体験」の６つのゾーン
で、下水道の取組をご紹介します。是非、クイ
ズに答えながら各ゾーンをお楽しみください。
体験ゾーンでは、顕微鏡を使用した微生物の
観察や牛乳パックを使用した工作もできます。
あのマンホールカードをゲットできるかも！ 

※事前受付制。
詳しくは公式HP
をご覧ください。

協力：下水道広報プラットホーム（GKP）／国土交通省／横浜市／川崎市／東京都／ＪＦＥエンジニアリング（株）／
         水ing（株）／月島機械（株）／前澤工業（株）／メタウォーター（株）／高度処理促進全国協議会／
         ＮＰＯ２１世紀水倶楽部


