
     
 

平成２７年１０月９日 

国土交通省関東地方整備局 

港湾空港部 

 

記 者 発 表 資 料 

東京湾を感じて、学んで、味わう２日間！ 

～東京湾大感謝祭2015を10月24日、25日に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、この連携・協働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。（昨年は 8 万 2

千人が来場） 

今年の東京湾大感謝祭では、汽笛の一斉吹鳴のほか、ハイブリッド電池推進船

の乗船体験会や釣り体験教室など、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。 
 
＜東京湾大感謝祭 2015 の開催概要＞ 
○日 時 平成 27 年 10 月 24 日（土）10:00～17:00 

10 月 25 日（日）10:00～17:00 
○場 所 横浜赤レンガ倉庫（広場、１号館３Ｆホール） 
○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  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 他 
別紙：東京湾大感謝祭 2015（チラシ） 
東京湾大感謝祭 2015 の詳細はこちら：http://www.tbsaisei.com/fes/ 
 
 

http://www.tbsaisei.com/fes/
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＜東京湾大感謝祭 2015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  吉野 生也 

TEL: 03-5805-1059，FAX:03-5805-1058 

 

国土交通省関東地方整備局（横浜庁舎） 

TEL: 045-211-7404 

港湾空港部 沿岸域管理官付 課長補佐   岡島 達男 

海洋環境係長 佐藤 勇二 
 



10:00-17:00開催時間：

会　　場：

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

広場・1号館 3Fホール／周辺海上（象の鼻桟橋、運河パーク）
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横浜赤レンガ倉庫
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［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、経団連自然保護協議会、FMヨコハマ（申請中）
［協力] （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、（公社）落語芸術協会
　　　日本釣りジャーナリスト協議会、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
　　　神奈川県漁業協同組合連合会、大森海苔のふるさと館、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）舵社、NPO法人日本ビーチ文化振興協会　
　　　（株）ポートサービス、（公財）ブルーシー・アンド・グリーンランド財団、NPO法人海辺つくり研究会、ハマの海を想う会

［お問い合わせ］
■東京湾大感謝祭について ： 東京湾大感謝祭実行委員会事務局  
〒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）  TEL: 03-5805-1059  FAX: 03-5805-1058  E-mail: tbsaisei@threeb.co.jp
■東京湾再生官民連携フォーラムについて ： 東京湾再生官民連携フォーラム事務局  
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-1-10 第2虎の門電気ビル4F （一般財団法人みなと総合研究財団内）  TEL: 03-5408-8298  E-mail: office@tbsaisei.com

＊最新情報は、東京湾大感謝祭2015公式サイト  http://tbsaisei.com/fes/にアクセス！ 

［ 船（シーバス）をご利用の方 ］
横浜駅東口／みなとみらい～赤レンガ倉庫 
～山下公園を結ぶ水上バス「シーバス」をご
利用いただけます。1号館の海側に乗り場が
ございます。表紙の割引券がご利用いただけ
ます。

［ 電車をご利用の方 ］
■JR・市営地下鉄
「桜木町駅」より汽車道経由で徒歩約15分
■JR・市営地下鉄
「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

※所要時間は目安です。
運行状況や乗り継ぎ等により異なります。



東京湾を
感じて、学んで、味わう2日間!
※詳しいプログラムは東京湾大感謝祭2015公式サイト参照

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！

2015.10.23FRI

2015.10.24SAT-25SUN

海をキレイに! みんなの一斉汽笛♪

第16回東京湾シンポジウム

ハゼ釣りもできる♪ 釣り体験コーナー 落語で味わう今昔「東京湾大落語会」

豪華客船ペア旅行が当たる!

知ろう・学ぼう! 海の学び場 水素で走る“究極のエコカー”FCV「みらい」を展示!

みんなの東京湾!ゆるキャラ大集合

インナーハーバーでSUPレースを観戦!

船で海に出てみよう!乗船体験会

長崎県平戸市との特別コラボレーション“海の絆”

汽笛を一斉に鳴らすことで、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。

東京湾の水質、水理、化学、生物など様々な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。

釣り体験コーナー「Go Fishing!」では、竿やリールの使い方、糸の結び方
など、釣りのイロハを教える教室や、本物のハゼ釣り、仕掛けやルアーの
投げ方が体験できます。

話芸で親しむ江戸前の海と人。落語を通じて東京湾の今昔をお楽しみい
ただきます。主な噺家は、立川談幸師匠、瀧川鯉朝師匠など。
入場料：1,000円

豪華客船ペア旅行が当たる抽選会を会期両日に開催！ 24日（土）は、ダイヤ
モンド・プリンセス、25日（日）は、マリーナ・オブ・ザ・シーズの2016年クルーズ
が当たるハッピーステージタイムに是非ご来場ください。

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
化等に関する展示コーナー。海藻や貝殻などを使った小物作りやチリメ
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（ＦＣＶ）は、水
素を燃料として空気中の酸素との化学反応により発生する電気により走
行する“究極のエコカー”です。

今年は「ゆるキャラグランプリ2013」1位の「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、町の大切さなどを訴える仲間のゆるキャ
ラもたくさんやってきます♪

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、昨年に引き
続きSUPレース「YOKOHAMA OPEN SUP RACE 2015」を開催。新しいパ
ドルスポーツ、SUPの魅力を、ぜひ間近でご覧ください。

電池推進船やボート、ヨット、クルーズ船の体験乗船会を催します。船から
東京湾や街を見ると、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。

東京湾には、国内外から様々な物品がやってきます。「ふるさと納税No.1」
の長崎県平戸市が、海と山のマルシェ（物産販売＆試食）などの「平戸市
ふるさと納税大感謝祭2015」を催します。

●日時：10月24日（土）、25日（日）の各12：00から約10秒間
●会場：横浜赤レンガ倉庫・広場ステージおよび周辺停泊船舶

●日時：10月23日（金）13：00‐17：10（開場12：30）
●会場：横浜赤レンガ倉庫1号館3階ホール

●日時：10月24日（土）、25日（日）10:00-16:00
●会場：釣り教室／横浜赤レンガ倉庫広場、ハゼ釣り／運河パーク

●日時：10月24日（土）午後予定
●会場：横浜赤レンガ倉庫1号館3階ホール

●日時：10月24日（土）、25日（日）両日午後予定
●会場：横浜赤レンガ倉庫・広場ステージ

●日時：10月25日（日）10:00-17:00
●会場：横浜赤レンガ倉庫1号館3階ホール

●日時：10月24日（土）、25日（日）10:00-17：00
●会場：横浜赤レンガ倉庫広場

●日時：10月24日（土）、25日（日）10:00-17:00
●会場：横浜赤レンガ倉庫広場

●日時：10月25日（日）8：00スタート予定
●会場：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）

●日時：10月24日（土）、25日（日） ※ネットで事前予約制
●会場：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

●日時：10月24日（土）、25日（日）10:00-17:00
●会場：横浜赤レンガ倉庫広場
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