
     

平成２６年９月２６日 

国土交通省  関東地方整備局 港湾空港部 

記 者 発 表 資 料 

横浜赤レンガ発！世界に誇れる東京湾へ！ 

～第2回東京湾大感謝祭を開催します～ 
 

10月 25日、26日に東京湾の恵みを楽しみ感謝するイベント 
「第 2回東京湾大感謝祭」を、横浜赤レンガ倉庫で開催します。 

 

かつて、豊かな東京湾でとれた魚介類は、その豊富さ、新鮮さ、味の良さから、「江戸前」の

食文化を育み、私たちに多くの恩恵を与えてくれました。しかし、高度経済成長を経て、沿岸

部の都市が発展してきた背後で、いつの間にかその豊かさが減少し、受けてきた恩恵に気づく

機会が少なくなってきています。 

そこで、官民が連携・協働して東京湾の再生を目指すために「東京湾再生官民連携フォー

ラム」が平成 25 年 11 月に組織され、東京湾の再生に向けた活動や行動の輪を広げていま

す。 

「東京湾大感謝祭」は、この協働・連携の輪をさらに拡大していくため、多くの方に東京湾の

魅力や恵みを楽しく体験・発見してもらい、東京湾の未来を思い描き、そのためにできることを

考え、行動を始めるきっかけとなることを目的とし、「東京湾再生官民連携フォーラム」の活動

の一環として開催されています。 

今回は、江戸前ホンビノス貝蒸しの試食、ゆるキャラによる東京湾クイズ大会、豪華クルー

ズ船や日本初のハイブリッド電池推進船の乗船体験会等、楽しいイベントが目白押しです。 

是非、会場に足を運び、東京湾を思う存分堪能してください。多くの皆様のご来場をお待ち

しております。 
 
＜第２回東京湾大感謝祭の開催概要＞ 

○日時 平成 26年 10月 25日（土）10:00～18:00 

10月 26日（日）10:00～18:00 

○場所 横浜赤レンガ倉庫 広場・1号館３Ｆホール（横浜市中区新港１丁目１番） 

○入場料 無料（イベント内で有料販売しているものがあります） 

○主催者 東京湾大感謝祭実行委員会 
 
別紙：東京湾大感謝祭（チラシ等） 
東京湾大感謝祭の詳細はこちら：http://www.tbsaisei.com/fes2014/index.html 

 

発表記者クラブ 

竹芝記者クラブ               神奈川建設記者会 

       横浜海事記者クラブ 

http://www.tbsaisei.com/fes2014/index.html


<問い合わせ先> 

●東京湾大感謝祭に関するお問い合わせ先 

東京湾大感謝祭実行委員会事務局 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-1-10 第２虎の門電気ビルディング４階 

一般財団法人みなと総合研究財団内 

担当：間瀬（ませ）、中島（なかしま）   TEL :03-5408-8298  

 

●東京湾再生推進会議に関するお問い合わせ 

関東地方整備局 港湾空港部  沿岸域管理官付 岡島、松森  

（TEL：045－211－7404 内線：5905、5838） 

 



ニュースリリース 2014.09.18 

 

東京湾大感謝祭実行委員会  1 

 

東京湾の再生を目指して、来る１０月２５－２６日横浜赤レンガ倉庫にて 

「東京湾大感謝祭 2014」 イベント開催 

 

 

東京湾大感謝祭実行委員会（実行委員長 田久保 雅己 ㈱舵社 常務取締役）は、来る 

１０月２５日（土）~２６日（日）、横浜赤レンガ倉庫１号館３Ｆホール、広場において、

東京湾の恵みに気づき、東京湾の恵みを感じるイベント「東京湾大感謝祭２０１４」を開

催する運びとなりました。 

東京湾大感謝祭は、今回で２回目の開催となるもので、東京都を振り出しに今後、横浜

赤レンガでの年１回の継続的な開催を計画しています。 

市民・生活者が抱く海のイメージは、最も身近に感じる海がみんなの海で、その思いは、

日常の生活の中では、忘れがちになります。このイベントは、みんなの海・東京湾が非常

に大切なことを身近に感じてもらいたいという思いから始まっています。 

 

この感謝祭の中心的活動となるのが、2013 年 11 月、美しく豊かな東京湾へ再生させて

いくことを目指し、各省庁が連携した東京湾再生推進会議、東京湾岸の自治体、企業、漁

協、歴史文化関係者、市民活動団体など様々な方々が連携した「東京湾再生官民連携フォ

ーラム」が発足しました。 

「東京湾再生官民連携フォーラム」は、フォーラム組織の中に５つのＰＴ(プロジェクト

チーム)が現在、活動を行い、２つのＰＴが新たに発足を迎えています。 

詳細は、http://tbsaisei.com/のプロジェクトチームをご覧ください。 

 

東京湾大感謝祭の使命とあわせて、東京湾の再生に向けた環境へのチャレンジが始まっ

ています。また、当フォーラムでは、「国連生物多様性の１０年委員会」連携事業として認

定を受け、その活動の啓発・啓蒙にあたっています。 

グローバル環境社会の到来、来るオリンピックの開催時期に向けて、さまざまな方が、

東京を目指して来訪する諸外国の人々に、美しく、豊かな東京湾をお見せすることが、日

本にとっても重要です。世界に誇る、快適な東京湾をとりもどし、さまざまな「海からの

おもてなし」ができる東京湾を市民、生活者の立場からも認識していただく機会となりま

す。 

東京湾大感謝祭のウェブサイトは、http://www.tbsaisei.com/fes2014/index.htmlです。 

当日のコンテンツが盛りだくさんです。 

 

 

 

http://tbsaisei.com/
http://www.tbsaisei.com/fes2014/index.html
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≪東京湾大感謝祭２０１４の内容≫ 

 

名称：東京湾大感謝祭 

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／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 

後援：東京湾再生推進会議／環境省／海上保安庁／水産庁／国土交通省関東運輸局／ 

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㈱ 

協力：（一財）セブン- イレブン記念財団／（公財）日本海洋少年団連盟／（公財）東京

動物園協会葛西臨海水族園／（公財）日本釣振興会／（一財）ウォーターフロン

ト協会／（一財）日本海洋レジャー安全・振興協会／横浜港ボート天国実行委員

会／京浜フェリーボート（株）／（株）横浜八景島／ UMI 協議会／マリンジャ

ーナリスト会議／横浜市立川井小学校／横浜ベイサイドマリーナ（株）／ 

ヤマハ発動機（株）／（株）ケーエムシーコーポレーション／都漁連内湾釣漁協議

会／東京湾遊漁船業協同組合／神奈川県漁業協同組合連合会／千葉県漁業協同組

合連合会／木更津金田の浜活性化協議会／大森海苔のふるさと館／浦安市郷土博

物館／金沢八景―東京湾アマモ場再生会議／横浜 SUP 倶楽部／（株）つり人社

／（株）つり情報社／（株）舵社／ NPO 法人日本ビーチ文化振興協会／NPO 法

人海辺つくり研究会／ハマの海を想う会 

 

開催日時 ２０１４年１０月２５日（土曜日）～２６日（日曜日） 

10：00 横浜 赤レンガ倉庫広場スタート 

 

開催場所 横浜赤レンガ倉庫 広場 １号館 ３Ｆホール 

     横浜市中区新港一丁目１番 
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《プログラム内容》東京湾大感謝祭 2014の特徴 

東京湾の体験・発見、東京湾をみんなで育てよう 

 

今回は、特に海上イベントも含め、実際に乗船できるなどの試みがあります。東京湾と

触れ合うチャンスです。（乗船体験受付：http://www.tbsaisei.com/fes2014/index.html） 

私たちの目の前にある東京湾は、とても不思議な海です。日本の人口の 4 分の 1 にあた

る3000万もの人が湾の周りに暮らし、暮らしを支える食料やエネルギーを積んだ大型船が、

1 日に 500 隻以上も通航する大都会の海であるにもかかわらず、ここには 700 種以上もの

種類の魚が確認されています。日本食を代表する江戸前料理、にぎり寿司、天ぷら、うな

ぎの蒲焼も東京湾の恵みから生まれました。未来に向けて、大都市と海が共存するために、

私たちができることをまずは、見て、触れて感じてもらうプログラムです。 

Event & Schedule 

@横浜・赤レンガ倉庫広場 

1 号館 3F ホール 

広 場 横浜港・海上イベント 

10/25（土）13：00 ～ 13：50

オープニングセレモニー 

実行委員長挨拶、来賓あいさつ

など 

◎横浜市立川井小学校演奏 

◎シンポジウム 1： 

 エコツアーによる地域おこ

しと江戸前食文化［ 東京湾を

よくするために行動する会 ］ 

◎シンポジウム 2： 

 日本のセイルトレーニング

再興に向けて 

 ［ Tall Ship Challenge 

Nippon スタート総会 ］ 

● 江戸前＝東京湾の食を

楽しもう！ 

◎ホンビノス貝蒸し 

◎江戸前弁当 

◎江戸前天丼 

◎江戸前キッチンカー 

江戸前とのコラボ食が味わ

えるよ 

 

 

 

 

 

ホンビノス貝 

● 東京湾のエコロジー 

◎海のごみを回収する船

「べいくりん」ボートから

ベイクリンの様子が見れ

るよ！ 

◎［体験・乗船］ 

日本初のハイブリッド電

池推進船「  らいちょう

N」（東京海洋大学）（予約

受付できます。詳細は

HP） 

 

10/26（日）10:00-17:00  

●サイエンスカフェ・ミニシ

ンポ 

モニタリングＰＴ 

海藻おしば体験教室 

東京湾海洋環境研究会 など 

③ ゆるキャラ®と遊ぼう！ 

◎東京湾関連・横浜市のゆ

るきゃら®が集合 

◎東京湾クイズ大会もある

よ 

 

●乗船体験会 

◎クルーズ船／プレジャ

ーボート／プレジャー

ヨット（予約受付でき

ます。詳細は HP） 

 

● 東京湾を知ろう！ 

◎歴史・文化パネル展 

●東京湾サウンド 

◎ドラムサークル 

●SUPレース 10/26（日） 

午前中開始 

http://www.tbsaisei.com/fes2014/index.html
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◎海の環境パネル展 

 

●東京湾ワークショップ 

◎チリメンモンスターを探

せ！ 

◎組みひもワーク 

 

パーカッションセッションをや

ってみよう。誰でも参加できます 

◎トーキョーチアチアパー

ティー 

◎楽器を作ろう 

（一弦ギター） 

誰でも参加できるよ！ 

子供に大人気 

◎海洋少年団ステージ 

手旗信号の実演など 

 

サーフボード上に立ちパ

ドルで漕ぎ進む、人気上

昇中の SUP（スタンドア

ップパドルボード）のレ

ースが横浜で！ 

≪会場一帯≫インタビュー等 

◎波の数だけラブレター 

東京湾に対して感謝のラブ

レター  

 

◎東京湾の生き物によるパフ 

ォーマンス 

● 東京湾の生きものと遊ぼ

う！ 

◎江戸前タッチプール 

お魚に触れることができ

るよ！ 

◎カニタッチプール  

◎簡単キャスティング入門 

◎港を支えるコンストラク

ション技術 マリコンの

仕事がわかるよ 

◎海のゆりかごアマモの展  

 示 

●親子で遊ぶハゼ釣り 

 

 

 

 

 

トーキョーチアチアパーティー 

東京海洋大学 らいちょうＮ 

子供たちによる楽器づくり 

《本件に関する問い合わせ先》 

東京湾大感謝祭実行委員会 

東京湾再生官民連携フォーラム事務局  中島 間瀬 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-1-10 第２虎の門電気ビルディング 4F  

一般財団法人 みなと総合研究財団内 ℡.03-5408-8298  mail:office@tbsaisei.com 



東京湾
大感謝祭

東京湾大感謝祭実行委員会

国土交通省関東地方整備局／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

東京湾再生推進会議／環境省／海上保安庁／水産庁／国土交通省関東運輸局／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）

（一財）セブン-イレブン記念財団／（公社）日本海洋少年団連盟／（公財）東京動物園協会
葛西臨海水族園／（公財）日本釣振興会／（一社）ウォーターフロント協会／（一財）日本海
洋レジャー安全・振興協会／横浜港ボート天国実行委員会／京浜フェリーボート（株）／
（株）横浜八景島／UMI協議会／マリンジャーナリスト会議／横浜市立川井小学校／横
浜ベイサイドマリーナ（株）／ヤマハ発動機（株）／（株）ケーエムシーコーポレーション／
都漁連内湾釣漁協議会／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／木更津金田の浜活性化協議会／大森海苔のふるさと館／浦安市
郷土博物館／金沢八景―東京湾アマモ場再生会議／横浜SUP倶楽部／（株）つり人社／
（株）つり情報社／（株）舵社／NPO法人日本ビーチ文化振興協会／NPO法人海辺つく
り研究会／ハマの海を想う会

10/ 25»26

Tokyo Bay Thanksgiving Day 2014  @Yokohama Red Brick Warehouse Plaza

アマモン

チーバくん

かばのだいちゃん

あっさり君

10:00»18:00
( Sat  )

@ 横浜・赤レンガ倉庫広場
1号館3Fホール

( Sun  )

触れてみよう

見てみよう

みんなの海

▶主催

▶共催

▶後援

▶協力

東京湾で
遊ぼう!

盛りだくさんの
海上イベント!

ゆるキャラ®

東京湾クイズ
ほか

クルーズ体験
ほか

食いねぇ
江戸前！

ホンビノス貝
3000個配布

ほか



東京湾大感謝祭
東京湾の体験・発見、東京湾をみんなで育てよう

イベントのスケジュール詳細は、http://tbsaisei.com 主催：東京湾大感謝祭実行委員会

私たちの目の前にある東京湾は、とても不思議な海です。
日本の人口の4分の1にあたる3000万もの人が湾の周りに暮らし、
暮らしを支える食料やエネルギーを積んだ大型船が、1日に500隻以上も通航する
大都会の海であるにもかかわらず、ここには700種以上もの種類の魚が確認されています。
日本食を代表する江戸前料理、にぎり寿司、天ぷら、うなぎの蒲焼も東京湾の恵みから生まれました。
未来に向けて、大都市と海が共存するために、私たちができることはなんでしょう？

⑥ 東京湾を知ろう！
◎サイエンスカフェ・ミニシンポ
　10/26（日）10:00-17:00
　@1号館 3F ホール
◎歴史・文化パネル展
◎海の環境パネル展

⑧ 東京湾の生きものと遊ぼう！
◎江戸前タッチプール

⑨ SUPレース 10/26（日） 午前中開始

サーフボード上に立ちパドルで漕ぎ進む、
人気上昇中の SUP（スタンドアップパド
ルボード）のレースが横浜で！

2014

Event & Schedule

and more...

Tokyo Bay Thanksgiving Day 2014  @Yokohama Red Brick Warehouse Plaza

10/ 25»26
10:00»18:00

( Sat  )

@ 横浜・赤レンガ倉庫広場
1号館3Fホール

( Sun  )

① 乗船体験会
◎クルーズ船／プレジャーボート／
　プレジャーヨット

（予約受付できます。詳細はHP）

② 江戸前＝東京湾の
　 食を楽しもう！
◎ホンビノス貝 3000 個配布
◎江戸前弁当
◎江戸前天丼
◎江戸前キッチンカー

③ ゆるキャラ®と遊ぼう！
◎東京湾関連・横浜市のゆるキャラ®が集合
◎東京湾クイズ大会もあるよ

④ 東京湾ワークショップ
◎チリメンモンスターを探せ！
◎簡単キャスティング入門

⑤ 東京湾のエコロジー
◎海のごみを回収する船「べいくりん」
◎［体験・乗船］
　日本初のハイブリッド電池推進船
    「らいちょう N」（東京海洋大学）

◎港を支えるコンストラクション技術
◎海のゆりかごアマモの展示

⑦ 東京湾サウンド
◎横浜市立川井小学校演奏
　@1号館 3F ホール
◎マーチングバンド
◎ドラムサークル
　パーカッションセッション
◎トーキョーチアチアパーティー
◎手作り楽器を作ろう！
◎海洋少年団ステージ
◎東京湾 de フラ

桜木町駅 関内駅

横浜市役所

日本大通り駅

ピア赤レンガ

赤レンガパーク

横浜赤レンガ倉庫

横浜
スタジアム

山下公園

みなとみら
い線

馬車道駅

みなとみらい駅

横浜
ランドマーク
タワー

国道16号線

馬
車
道

汽車道

クイーンズ
スクエア

パシフィコ
横浜

ヨコハマ
グランドインター
コンチネンタル
ホテル

横浜
ワールド
ポーターズ

広場・海上イベント  10：00スタート予定

ACCESS

オープニングセレモニー
10/25（土）　13：00 ～ 13：50　

◎シンポジウム 2：
　日本のセイルトレーニング再興に向けて
　［ Tall Ship Challenge Nippon スタート総会 ］

◎シンポジウム 1：
　エコツアーによる地域おこしと江戸前食文化
　［ 東京湾をよくするために行動する会 ］
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