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東京湾大感謝祭 2018 を開催 

－ 海にいいこと、やさしいこと、はじめよう！ － 

官民協働による東京湾沿岸住民 3000 万人に向けたライフスタイルを考える 3 日間。 

http://tbsaisei.com/fes/ 
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官民連携により東京湾再生を推進する東京湾大感謝祭実行委員会（事務局：東京都文京区/電話 03-5805-

1059）は、東京湾の海の恵みに感謝する「東京湾大感謝祭 2018」を、横浜赤レンガ倉庫、大さん橋ホールお

よびその周辺海上で 2018 年 10 月 18 日（木）、20 日（土）～21 日（日）の 3 日間（18 日はシンポジウム

のみ）にわたり開催します。 

沿岸住民 3000 万人を有する東京湾において、産・学・官や住民が一体となり、世界に誇る東京湾の海を美し

く再生し、海の恵みを育み、魅力ある東京湾の環境で暮らすことの素晴らしさを享受するために取り組んでいる

さまざまな活動を、みんなで楽しみながら共有するお祭りです。東京湾や海の環境に関心がある方、釣りやマリ

ンレジャー等に興味がある方、魚介・水産など東京湾および地域の恵みに興味のある方、海辺のライフスタイル

のあり方に関心のある方等、大勢の方のご参加をお待ちしています。 

 

【イベントの内容】 

「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 2018 では様々な企画を展開い

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。 

・オープニングセレモニー：１０月２0 日（土）11 時 50 分～12 時 35 分 ※正午に一斉汽笛を行います。 

横浜赤レンガ倉庫広場（第１会場） 

・展示・ステージ・トークショー：横浜赤レンガ倉庫広場（第 1 会場）、大さん橋ホール（第 2 会場） 

・体験会：乗船体験会場・ピア赤レンガ「遊覧船」（第 1 会場）、象の鼻桟橋「ヨット・ボート」（第 3 会場） 

     釣り体験会「親子ハゼ釣り教室」・赤レンガプロムナード（第 4 会場） 

マリンレジャー体験会「SUP レース」・運河パーク（第 5 会場） 

・シンポジウム「東京湾シンポジウム」：大さん橋ホール（第 2 会場） 

 

<新企画> 

・展示・ステージ「BLUE CAMP」（大さん橋ホール・スペシャルプログラム） 

<特別企画> 

・展示「江戸前の恵みゾーン」（横浜赤レンガ倉庫広場・特別企画会場） 

・展示「東京 WONDER 下水道」（横浜赤レンガ倉庫広場・特別企画会場） 

・デモンストレーション「海の事故ゼロ」イベント（横浜赤レンガ倉庫前海域） 

・展示「ふるさと納税・恵み・くらしフェア」（大さん橋ホール・特別企画会場） 

・展示「横浜フィッシングフェスティバル」（大さん橋ホール・特別企画会場） 

・トークショー「WONDER ACTION CAFÉ 2018」（横浜赤レンガ倉庫広場・特別企画会場） 

  



平成 30年 8月 28日 

【開催概要】 

・イベント名：東京湾大感謝祭 2018 

・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、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 

・日時：2018 年 10 月 18 日（木）、20 日（土）～21 日（日）10：00～17：00 

    ※18 日（木）は午後より東京湾シンポジウムのみ。 

    ※オープニングセレモニーは２0 日（土）11 時 50 分～12 時 35 分 

    ※21 日（日）は 16 時 30 分まで。 

・会場：横浜赤レンガ倉庫、大さん橋ホール、象の鼻パークおよび周辺海上 

・来場対象：一般     ・来場者数：9 万 8 千名（過去実績）。 

・入場：無料       ・詳細ページ：http://tbsaisei.com/fes/ 

第 1 会場・赤レンガ倉庫 

 催事内容：展示、ステージ 

 

第 2 会場・大さん橋ホール 

催事内容：展示、ステージ 

      シンポジウム 

 

第 3 会場・象の鼻パーク 

 催事内容：体験乗船会 

 

第４会場・赤レンガプロムナード 

  催事内容：親子ハゼ釣り教室 

 

第５会場・運河パーク 

  催事内容：SUP レース 

  ※10 月 21 日（日）のみ 

<同時開催> 

・横浜港大さん橋マルシェ 

（主催：横浜港大さん橋マルシェ実行委員会、2018 年 10 月 20 日（土）～21 日（日）） 

 

■お問合せ 

・東京湾大感謝祭実行委員会事務局 吉野・三木・早川 

・〒113-0033 東京都文京区本郷 3-6-9 エルデ本郷館 5F 

・Tel．03-5805-1059 ・Fax．03-5805-1058 

・URL．http://tbsaisei.com/fes/ ・e-mail. tbsaisei@threeb.co.jp 

以上 

http://tbsaisei.com/fes/
mailto:tbsaisei@threeb.co.jp
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東京湾大感謝祭 2018 トピックス！知ろう学ぼう感謝しよう編 

 

http://tbsaisei.com/fes/ 
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<トピックス> 

１．「海の学び場」ベカ舟＆大漁旗インスタ写真スポットも登場！ 

 かつての東京湾には多くの漁場があり江戸前の生き物で溢れていました。「海の学

び場」では、かつての東京湾の姿と今の姿が分かる資料展示や、インスタ写真スポ

ットとしてベカ舟&大漁旗も展示します。#東京湾大感謝祭、#湾ダー 等で SNS

で発信し、海が好きな湾ダーな仲間を増やしていきましょう。 

 ・実施日時：2018 年 10 月 20 日（土）～21 日（日） 

 ・会  場：横浜赤レンガ倉庫広場ステージ（第 1 会場） 

 

２．同時開催トークショー「WONDER ACTION CAFÉ スペシャルプログラム」 

 海にいいこと、やさしいこと、考えよう！をテーマにしたトークショー。 

 司会進行は人気アナウンサー・桝太一さん（東京湾再生アンバサダー、日本テレビ）、

萩原智子さん（シドニー五輪競泳日本代表）。スペシャルゲストに哀川翔さんを今年

もお迎えし、現在の東京湾や気候変動などについて海や環境の専門家の方々と語り

合っていただきます。 

 ・会 期：2018 年 10 月 20 日（土）13 時 30 分～15 時 

 ・会 場：横浜赤レンガ倉庫広場・特別企画会場（第１会場） 

 

３．海への感謝と安全祈願！みんなで一斉汽笛♪ 

 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 2018 会場にお越しくだ

さい。 

 ・実施日時：2018 年 10 月 20 日（土）～21 日（日）正午 

 ・会  場：横浜赤レンガ倉庫広場ステージ（第 1 会場） 

 

４．「下水道」って「驚き！」東京 WONDER 下水道 

 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。 

 ・会 期：2018 年 10 月 20 日（土）～21 日（日） 

 ・会 場：横浜赤レンガ倉庫広場・特別企画会場（第 1 会場） 

海にいいこと、やさしいこと、はじめよう！ 

学び・トーク・感謝 
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東京湾大感謝祭 2018 トピックス！江戸前を知ろう食べよう編 
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<トピックス> 

１．江戸前を知ろう食べよう！「江戸前の恵みゾーン＆キッチンカー」 

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。赤レンガ広場のステージで

は、東京湾近辺で漁獲されるお魚を使った塩釜焼の作り方のステージショーも行います。包丁を使わない魚のさ

ばき方や塩釜焼の作り方の実演がご覧いただけます。 

また魚介メニューを盛り込んだ東京湾大感謝祭でしか味わえない限定メニューの江戸前キッチンカーも大集合

します！ 

・会 期：2018 年 10 月 20 日（土）～21 日（日） 

・会 場：横浜赤レンガ倉庫広場・特別企画会場（第 1 会場） 

 

 

  

江戸前を知ろう食べよう！ 

江戸前の恵みゾーン＆キッチンカー 
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東京湾大感謝祭 2018 トピックス！アウトドア編 

 

https://www.bluecamp-japan.com/ 
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<トピックス> 

１．初開催！スペシャルプログラム「BLUE CAMP」 

BLUE CAMP では、大さん橋ホールから「未来に向け、海をもっと面白く。」をビジョンに、自然を愛する皆さ

んに向け、ショールームやトークショー、音楽、展示・アウトレット、Café などを通じ、魅力あふれるアウト

ドアシーンを発信してまいります。オシャレなグッズやギア、ウェアの展示・アウトレットセールを楽しんだり、

トークショーや音楽を聴きながら、美味しいスイーツや飲み物を味わいながら、海や自然を面白く楽しむ BLUE 

CAMP をご覧ください。インスタ映えするオシャレなスペシャルプログラム！注目です！ 

・開催日：2018 年 10 月 20 日（土）～21 日（日）10：00～17：00 ※21 日は 16 時 30 分まで 

 ・会 場：大さん橋ホール（第 2 会場） 

 ※詳細は下記 URL よりご覧ください。 

●BLUE CAMP・公式サイト https://www.bluecamp-japan.com/ 

 ●BLUE CAMP・Instagram https://www.instagram.com/bluecamp_japan/ 

 ●BLUE CAMP・facebook https://www.facebook.com/bluecampjapan/ 

 

 

報道関係各位 

初開催！スペシャルプログラム 

BLUE CAMP 

大さん橋ホール 

https://www.instagram.com/bluecamp_japan/
https://www.facebook.com/bluecampjapan/
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東京湾大感謝祭 2018 トピックス！地域の恵み編 
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<トピックス> 

１．地域の恵みを味わい楽しもう！「ふるさと納税・恵み・くらしフェア」 

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 

自治体の方々がご来場に皆さんに直接ご紹介いたします。 

・会 期：2018 年 10 月 20 日（土）～21 日（日） 

 ・会 場：大さん橋ホール（第 2 会場）  
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東京湾大感謝祭 2018 トピックス！釣り編 

 

http://tbsaisei.com/fes/ 
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<トピックス> 

１．特別企画！「横浜フィッシングフェスティバル・アウトレット&展示」 

 釣具・アウトドア関連の展示、アウトレットセール・販売を行います。 

 ・会 期：2018 年 10 月 20 日（土）～21 日（日） 

 ・会 場：大さん橋ホール（第２会場） 

 

2．人気企画！親子ハゼ釣り教室 

 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を今年は 2 日間開催します。 

 ・開催日：2018 年 10 月 20 日（土）～21 日（日）  

※申込・詳細スケジュールは後日公式サイトで発表。 

 ・会 場：横浜赤レンガプロムナード（第 4 会場） 

  

地域の恵みを味わい楽しもう！ 

ふるさと納税・恵み・くらしフェア 

海に行こう楽しもう！ 

横浜フィッシングフェスティバル 

大さん橋ホール 

大さん橋ホール 
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東京湾大感謝祭 2018 トピックス！船・マリンレジャー編 
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<トピックス> 

１．船に乗って海に出よう！ヨット・ボート体験乗船会 

 海の上から東京湾や街を見るといつもと違った景色が見えてきます。 

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。 

 ・会 期：2018 年 10 月 20 日（土）～21 日（日） 

 ・会 場：象の鼻桟橋（第 3 会場） 
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東京湾大感謝祭 2018 トピックス！海の安全編 
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<トピックス> 

１．「海を安全に楽しむ」 

 海で安全に楽しむためのポイントを、これまでの海の事故事例を紹介し  

つつ、パネル等を使用して、子供にもわかりやすい内容で説明します。 

 また、「未来に残そう青い海」をスローガンとした紙芝居や「海の安全  

を守る」海上保安官の募集案内を行います。 

・会 期：2018 年 10 月 20 日（土）～21 日（日）  

・会 場：横浜赤レンガ倉庫広場（第 1 会場） 

 

② 「海の救助訓練」 

 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（海上保安庁特殊救難隊）による救助訓練を間近でご覧いただけます。 

・会 期：2018 年 10 月 20 日（土） 

・会 場：調整中 

※なお、海の事故への対応や天候不良により、訓練が中止になる場合があります。 

   

船に乗ろう・港を見よう！ 

体験乗船会 

海を安全に楽しむために！ 

海上保安庁「海の事故ゼロ」イベント 


