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東京湾大感謝祭 2017 トピックス！釣り編 
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<トピックス> 

１．初開催！「横浜フィッシングフェスティバル・釣り大会・哀川翔カップ」 

 東京湾の船釣りにチャレンジ。親子でアジ釣りとシーバス（スズキ）釣りを楽しむ釣り大会です。 

 大の釣り好き哀川翔さんが、東京湾にも沢山の魚がいること、釣りが楽しめることをひとりでも多くの方々に

知ってもらうことを目的に開催する今年初開催の釣り大会です。 

 ・開催日：2017 年 10 月 21 日（土） 

 ※申込・詳細スケジュールは下記 URL よりご覧ください。 

 http://tbsaisei.com/fes/?p=3954 

・種 目：アジ釣り、シーバスルアー釣り 

 ・表彰式：横浜赤レンガ倉庫広場ステージ（第 1 会場） 

 

２．新企画！「横浜フィッシングフェスティバル・アウトレット&展示」（横浜赤レンガ倉庫広場・特別企画会場） 

 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：2017 年 10 月 21 日（土）～22 日（日） 

 ・会 場：横浜赤レンガ倉庫広場・特別企画会場（第 1 会場） 

 

３．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、釣り先生が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：2017 年 10 月 21 日（土）・22 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３会場） 

海に行こう楽しもう！ 

初開催！横浜フィッシングフェスティバル 

http://tbsaisei.com/fes/?p=3954
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東京湾大感謝祭 2017 トピックス！船・マリンレジャー編 
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<トピックス> 

１．新企画！「本牧ガントリークレーン見学クルーズ」 

働く港を見に行こう！港にキリンのような立ち姿でそびえ立つガントリークレーンを間近で見るクルーズ船 

の特別臨時便です。 

・スケジュール：2017 年 10 月 21 日（土）・22 日（日） 

① 11：00～11：40  ② 12：00～12：40 

③ 13：30～14：10  ④ 14：30～15：10 

⑤ 15：30～16：10  ※40 分コース 

・使用船舶：ペガサス（定員 50 名） 

・料  金：￥大人 1000-/名 こども￥700-/名 

・発 着 場：ピア赤レンガ（第 1 会場）  

 

２．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：2017 年 10 月 21 日（土）～22 日（日） 

 ・会 場：象の鼻桟橋（第２会場） 

 

 

 

３．初開催！デモンストレーション「海の安全！海猿ヘリ＆水上バイク・レスキュー」 

 海上保安庁の海猿によるヘリ＆水上バイク・レスキュー。海の安全に向け、

日頃の救難救助訓練のデモンストレーションが間近で見学できます。 

 ・開催日：2017 年 10 月 21 日（土） ※時間は後日発表。 

 ・会 場：横浜赤レンガ倉庫前海域（第 1 会場海上保安庁側海域） 

  ※海上保安庁は、2017 年 10 月 21 日（土）１０時～１６時の間、 

海上保安資料館入口付近において、「海上保安官の制服着用体験」、「3D

海底地形図マットの展示」、「環境紙芝居の上演」等のＰＲ活動を行います。 

 

 

 

 

船に乗ろう・港を見よう！ 

体験乗船会＆海猿救難救助デモ 
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東京湾大感謝祭 2017 トピックス！知ろう学ぼう感謝しよう編 
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<トピックス> 

１．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 

哀川翔さんをお迎えし、海や環境の専門家の方々と語り合っていただきます。 

 外遊びやライフスタイル、未来技術に関する併設展示もあります。 

 ・会 期：2017 年 10 月 21 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） 

 

２．自然の恵みを味わおう・楽しもう！ 

「ふるさと納税・恵み・くらしフェア」＆「江戸前の恵みゾーン」 

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。また、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。

キッチンカーでは東京湾大感謝祭限定メニューも登場！ 

そして江戸前の旨味もご紹介します。 

・会 期：2017 年 10 月 21 日（土）～22 日（日） 

・会 場：横浜赤レンガ倉庫広場・特別企画会場（第 1 会場） 

 

３．「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「うんこクイズ」も開催。クイズに答えるとステキ

な賞品がもらえます。ゆるキャラもくるよ！ 

 ・会 期：2017 年 10 月 21 日（土）～22 日（日） 

 ・会 場：横浜赤レンガ倉庫広場・特別企画会場（第 1 会場） 

 

４．海への感謝と安全祈願！みんなで一斉汽笛♪ 

 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。

開催日の正午、笛や鳴り物を持って東京湾大感謝祭 2017 会場にお越しください。 

 ・実施日時：2017 年 10 月 21 日（土）・22 日（日）正午 

 ・会  場：横浜赤レンガ倉庫広場ステージ（第 1 会場） 

  

海にいいこと、やさしいこと、はじめよう！ 

トーク・恵み・学び・感謝 
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東京湾大感謝祭 2017 トピックス！コラボ企画編 

http://www. minna-atsumare.jp  
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<トピックス> 

１ イベント「みんなあつまれ 2017」 

・開催日：2017 年 10 月 21 日（土）～22 日（日） 

・会 場：横浜赤レンガパーク及び赤レンガ倉庫広場 

 ・主 催：みんなあつまれ 2017 実行委員会 

      名誉実行委員長 神奈川県知事 黒岩 祐治 

      実行委員長   さわやか福祉財団会長 堀田力 

      総合ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ  ㈱音遊代表取締役社長 クレイ勇輝 

 ・主なプログラム： 

(1) みんなあつまれ 2017 MUSIC LIVE  10 月 22 日（日）11 時～20 時（予定） 

様々なアーティストによる、入場無料のミュージックライブを開催します。 

【出演アーティスト（予定･順不同）】 

伊東歌詞太郎／クレイ勇輝／ビッケブランカ／FIRE BALL／PUSHIM／HOME GROWN／ 

BOYS AND MEN 研究生／MOROHA／モン吉                and more 

(2) スポーツでみんなあつまれ！  10 月 22 日（日）10 時～17 時（予定） 

気軽に参加して楽しめるスポーツ体験コーナーを設置します。 

【体験メニュー】 

車椅子バスケ体験（事前申込み制）／ボッチャ体験／ウィルチェアラグビー体験会／ 

キックターゲット  など 

   (3) アートでみんなあつまれ！  10 月 22 日（日）10 時～17 時（予定） 

    障がいのある作家のアート展示や、一緒に体験できるワークショップコーナーを設置します。 

   (4) みんなあつまれ広場（出店プロジェクト）  

※東京湾大感謝祭 2017 コラボ企画（会場：赤レンガ倉庫広場） 

障がい福祉サービス事業所が、おいしいメニューで出店します。 

【出店予定】 

10 月 21 日（土）10 時～17 時 

  マグロかつバーガー、ポンデケージョ、手打ちそば、ごぼうチョコケーキ、みかんパン  など 

10 月 22 日（日）10 時～19 時 

あかもくバクダン丼、横須賀海軍カレー、鉄板ピザ  など 

・問合せ先 

 みんなあつまれ 2017 実行委員会事務局（神奈川県保健福祉局福祉部共生社会推進課内） 

電話 045-210-4961（受付時間 8:30〜17:15、土日祝休） 

音楽。スポーツ。ダンス。いっしょに楽しもう！ 

みんなあつまれ 2017 


