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第38回 横浜開港祭ご挨拶
2019年は、横浜開港から160年の記念すべき年です。1859年の開港以来、横浜は内外
から様々な文化を受け入れ、他に類を見ない魅力あふれる都市に発展してまいりました。
この横浜開港を、多くの市民の皆様とご一緒にお祝いする「横浜開港祭」は38回目の開
催を迎え、ますます盛大に開催されます。“Thanks to the Port”「開港を祝い、港に感謝し
よう」開港160周年 〜みんなでつくろう みなとのみらい〜をコンセプトに、港を光と音
と花火で彩る“ビームスペクタクル in ハーバー ” や、市民の皆様が世代を超え心を一つに
して奏でる大合唱など、子どもから大人まで誰もが楽しめる数々の催しで、横浜の “ 開港月
間 ”と呼ぶべきこの時期のフィナーレを、華やかに飾ります。
この「横浜開港祭」は、市民の皆様をはじめ地元企業、団体
の皆様の多大な御支援、御協力により、開港の地である横浜
にふさわしい一大イベントとして定着してまいりました。今後
とも、
「横浜開港祭」をより多くの方々にお楽しみいただける
よう盛り上げてまいります。皆様のなお一層の御支援、御協
力を、お願い申し上げます。

横 浜 市 長
1981年より開催しております横浜開港祭は、市民や企業、各種団体の皆様に支えられ、
本年で第38回を迎えることとなりました。まずはご支援・ご協力を頂いております関係者
の皆様、市民の皆様に、心よりの御礼を申し上げさせて頂きます。
本年もコンセプトである“Thanks to the Port” 「開港を祝い、港に感謝しよう」のもと、
「開港160周年〜みんなでつくろう みなとのみらい〜」をテーマと致しました。1859年の
開港から160年目の節目となる開港記念日の2019年6月2日を本祭として6月1日・2日の2
日間に渡って多くの市民と手を携えてまいります。
地域に賑わいを創る情熱と行動力を梃子に、今日の市民祭としての姿を確立してきた横
浜開港祭は、横浜市民にとって夏の風物詩と言われるまでに
なりました。横浜開港祭実行委員会は単なるイベントに終始
させることなく、効果的な運動発信の場として位置付け、様々
なアクションを起こし、多くの市民の笑顔のために開催させて
頂きます。

第38回横浜開港祭協議会 会長
（一社）
横浜青年会議所 第68代理事長

野 並

晃

不動産・建築の創社グループ

横浜の開港を祝う、初夏の風物詩として多くの市民の皆様に親しまれてきた「横浜開港
祭」は、1981年プレ横浜どんたくより歴史を紡ぎ本年で38回目を迎えさせていただきます。
市民参画型のお祭りとして親しまれてきた横浜開港祭は、開港160周年という節目の年
に加え、新元号「令和」を迎えた本年、〜みんなでつくろうみなとのみらい〜のサブテーマ
のもと、横浜市も推進するSDGsを共に推し進め、開港170周年に向けた羅針盤となる様
に創造し取り組んで参ります。横浜開港祭が誇れる市民祭と
なり市民一人ひとりの恒例行事として全国を代表とする市民
祭になる様に我々、実行委員会は着実に準備を進めて参りま
した。皆様の御参加を心よりお待ち申し上げます。

第38回横浜開港祭協議会 実行委員長
（一社）
横浜青年会議所 横浜開港祭室長

三 村 悠 三
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開港記念日の由来
最初に調印された日米修好通商条約では、1859年7月4日に開港することになっていました
が、結局アメリカ、オランダ、ロシア、イギリス、フランスの5カ国すべてに対して旧暦7月1日
（現
在の6月2日）
に開港されることになりました。
もともと神奈川が開港の候補地とされていましたが、東海道沿いで外国人とのトラブルが予
へん ぴ
想されたため、当時、辺鄙で取り締まりやすい横浜の地が選ばれました。横浜には水深も十分
あり港として優れていたため、開港後は急速に発展しました。当年の開港当日は特に祝賀行事
も行われませんでしたが、1周年にあたる万延元年の6月2日に、山車や手踊りで街中あげて開
港を祝ったのが、開港記念日の始まりです。

表紙イラストについて
今回のアートワークは、横浜市開港記念会館に装飾されているステンド
グラスを見たところから構想が始まりました。開港という異文化交流を複
雑なラインが交錯するイメージとし、SDGs のアイコンである17色をはめ込
み表現致しました。世界共通の持続可能な開発目標を象徴する地球儀、横
浜開港祭のロゴとなっている舵、開港記念日である6月2日を表すために時
計の針を6時2分とし、横浜市の有形文化財で近代横浜の生き証人と呼ば
れる「たまくすの木」を描く事により、横浜港の開港を祝う市民祭を表現し
ております。また、第38回横浜開港祭ではSDGsの推進を掲げ、その中でも
特に「14．海の豊かさを守ろう」に力を入れている事から、14番のカラーを多く取り入れました。
作者：KensukeTakahashi
（高橋憲助）
横浜出身在住のペインター
確かな描写力・緻密なテクニック・現実を飛び越える自由な発想力、あえて画風を決めずに描くスタイルで、自身の
作品制作の他、店舗内外壁面への壁画提供・企業や行政のイベントアートワーク提供やライブペインティングでの参
加、ミュージシャンへの CDジャケットアート提供など、活動の幅を多岐に広げている。
近年では、
アートワーク提供として横浜ビール20周年記念・横浜ワールドポーターズキャンペ
ーン、
CDジャケットとしてuyamahiroto / DJ A-1 / Rickie-G / twichem / Yu Mamiya
feat.El Da Sensei などがある。またライブペインティングでは、
Pow！Wow！Japan・
PaciﬁcRoots FEST・Paciﬁc Island Party・香港Gifts & Premium Fairなどへ参加。

横浜開港祭親善大使のユニフォームについて
今回、ユニホームのコンセプトを決めるにあたり、第38回横浜開港祭の中で『SGDsの推進』が取り込まれる事
を知り、SDGsについて調べる事から始めました。持続可能な世界を実現するための17のゴールのうち【ゴール5 ジ
ェンダーフリー】をメインコンセプトとしてデザインを考えました。
【ジェンダーフリー＝性別の自由】の問題は、これ
までの作品デザインへの取り組みの中で一貫して重きを置いたテーマでした。性別に関する問題は、一番身近であ
りながら、意識しにくい部分。しかし、自ら動くことで明日からでも取り組める活動を推進するSDGsは、これまで
掲げてきたテーマとも合致し。今回のコンセプトには最適なものでした「ジェンダーフリー」の歴史を語るうえで欠
かせないのが女性の地位を服装から変えた「60年代」のファッションです。さらに横浜開港160周年という大きな
節目を迎え、未来に向かう「希望」という点を考慮しユニホームをデザインしました。
女性の地位の大きな変化は、いろいろな形で起きていますが、その中でファッションから世の中を動かしたのが、
60年代と言われています。それまで長かったスカートが短くなり、長かった髪が短くスタイリングされたことにより、
女性の存在が改めて意識され、社会という歴史に女性が登場することになりました。
そこで60年代の、ミニスカートなどの特徴的なシルエットを残し、そこにキュロット
を合わせることで、男性か女性か、スカートかパンツかではなく、
「服装の選択肢を広
げ、自由に服を選ぶことができる」というメッセージを含めたデザインを考えました。
また、カラーを決める際には、先ほどキーワードとして挙げた、
「希望」という点から、
「輝き」を連想し、そういった明るい意味をもつイエローを選びました。イエローは単
に明るい印象を持たせるだけではありません。たとえば赤ちゃんが生まれる前のお祝
デザイナー
いであるベイビーシャワーで送るプレゼントです。男の子であれば「ブルー」。女の子
学校法人岩崎学園
であれば、
「ピンク」。
横浜ｆカレッジ
そして、
『イエロー』は性別がわからない時に選ばれる色だとも言われています。
松村みさき さん
性別を意識しない色、という面でもイエローはジェンダーフリーに意味のある色だ
と考えています。
横浜開港祭という多くの人々が注目する場で、その顔とも言える親善大使が現代の
多様化する社会に対しユニホームを通して、ジェンダーフリーを発信する。女性らしさ
を新たな形で表現した60年代のファッション、そして明るい未来への希望を込めて今
回のデザインを完成させました。
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鹿島建設株式会社横浜支店
〒231-0011

横浜市中区太田町 4-51
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TEL 045-641-8827

1日目 ステージイベント
横浜開港祭協議会会長開会宣言
6/1 11:00〜11:05
第38回横浜開港祭の開会を横浜開港祭協議会
会長がご来場者の方々に宣言致します。

三宅太鼓

Cake Shop “Kitt”

6/1 11:05〜11:20
津村明男
（父）
・和宏（長男）
・秀紀（次男）
・春快
（三男）
で構成。 打ち抜く太鼓の魅力を広める
ため、新宿にスタジオを構え1都5県20ヵ所以上
で指導を行い、日本全国でワークショップを開
催。また、国内外で年間約50本以上の公演を行
う。海外では、アメリカのロサンゼルスに拠点を
置き、他6都市に加え、オーストラリア・シンガポ
ール・ニュージーランド・香港にも教室を持ち、指導に当たっている。更には、中学
校の音楽の教科書「中学校の器楽」
（教育芸術社）
で紹介されるなど、日本の伝統
芸能としてのポジション確立。その芸能同志会指導の元、横浜教室を中心とした
生徒による打ち込みをご披露いたします。

Dreaming Dance Stage
6/1 11:30〜11:40
横浜鶴見区花月園駅前と港北区綱島駅前の二
か所にあるW.Dream はテ−マパ−クダンサ−
やミュ−ジカル俳優を輩出しており、さらに様々
なコンテストで数々の賞を獲得しています。そん
な「夢を育てる」をテ−マにしているW.Dream
のダンスステージをぜひお楽しみください。

African in Y-city from 第７回アフリカ開発会議
6/1 11:50〜12:10
今年の8月28〜30日まで横浜で行われる第7回
アフリカ開発会議に先立ってSaliou Gningue
（サリウ・ニング）さんがアフリカと横浜の友好
の証を熱唱します。
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天候により、主催者判断により中止となる場合がございます。
臨港パーク内は禁煙です。喫煙は喫煙ブースにてお願いします。
録音・録画は NG。インターネットへのアップロードも法律で禁止されています。写真
撮影は当日の指示に従いください。
横浜開港祭は特殊なルールのもと臨港パークという公園をお借りし開催されていま
す。ご来場の皆様にマナーを守っていただく等ご協力をいただけませんと中止、又は
継続不可となってしまいます。ご来場いただいた皆様には現地係員の指示及びお願い
にご協力いただきますようお願い申し上げます。
※時間が前後することがございます。
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官公庁音楽隊 LIVEステージ
6/1 12:40〜14:10
神奈川県警察・横浜税関・横浜市消防が誇る音
楽隊による迫力あるLIVEステージを体感し皆
様と共に開港を祝います。

ハローキティミニステージ じゃんけんパラダイス
６/１ 14:25〜14:45
ハローキティと一緒にジャンケンゲーム、BSフ
ジで放映中の「ポンポンダンス」で盛り上がりま
す！

©1976, 2019 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP600145

みなこいで「良い世が来〜い」
！
6/1 14:50〜16:00
横浜よさこい祭を開催しているチームを中心に
迫力あるパフォーマンスで横浜開港祭のステー
ジを盛り上げます。演武後半には、出演チーム
が一体となって横浜オリジナルのよさこい曲「横
浜い〜じゃん」を踊り来場者を巻き込みます。本
年度から新しい試みで、一般公募した小学生も
参加いたします！

STEP IN THE LIFE
6/1 16:10〜16:30
国内外で活躍中するプロのトップダンサーと、元
気なキッズ、ハッピーな障がい者のコラボという
異色のチームとして注目を集めている。障がい
や健常、プロやキッズの枠を超えて、１つにまと
まったショーは、共生そのものであり、他には真
似のできないステージを作り出す。

ROAD to 横浜開港祭 POWER of SONG Battle HERO 優勝者LIVE
6/1 17:45〜18:15
第38回横浜開港祭 ROAD to 横浜開港祭のコ
ンテンツの1つ Battle HERO 優勝者 LIVE、事
前開催されるBattle HEROで来場者から1番
多くの票を獲得したアーティストが LIVE を行
い夢への1歩を踏み出します。

※時間が前後することがございます。
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横浜市中区常盤町2丁目11番地 電話 045-651-6565
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開港記念日前夜祭横浜ディスコナイト
supported by PRIME TIME(FMyokohama)

6/1 18:30〜20:30
横浜は開港後多くの文化と共に様々な
ジャンルの音楽も入ってきた街です、
「音
楽」
、音を楽しむ事の出来る最前線の街
であった横浜、そんな時代の賑わいを
現代に取り戻す為に開港記念日前日に
臨港パーク特設ステージ前の広大な緑
地をダンスフロアにします。
PRIME TIME(FMyokohama)
https://www.fmyokohama.co.jp/sp/program/PrimeTime/

2日目 ステージイベント
横浜開港祭表彰式
6/2 11:00〜11:10
横浜開港祭公式ポスター採用作品の表彰、親善
大使ユニフォーム採用作品等の表彰を、各受賞
者にメインステージに登壇して頂き行います。

横浜開港祭エコステーション
6/2 11:20〜11:50
横浜の廃棄物事情をメインステージで発表をし
て環境問題について子ども達や横浜市民の方々
に関心を持って頂きます。

ROAD to 横浜開港祭 POWER of DANCE YOKOHAMAダンスSTARS
6/2（予選）
潮入ステージ 10:00〜12:00
（決勝）
特設ステージ 14:40〜15:20
第38回横浜開港祭 ROAD to 横浜開港祭のコ
ンテンツの1つ YOKOHAMA ダンス STRAS、
事前募集で集まった多くの方々が厳粛に審査を
され選考された小中高生が潮入ステージで予選
大会を行い審査員によって選ばれた小中高大学
生各2組が横浜開港祭特設ステージで '' 優勝 ''
を目指して全力でパフォーマンスを行います！！

ޛɦπטЭẅẖᵐᵑᵏᵋᵖᵓᵐᵎẅ್ාࠊɶғޛɦထᾀဪעẅᵲᵣᵪᵘᵎᵒᵓᵋᵔᵖᵏᵋᵏᵖᵒᵏ

ROAD to 横浜開港祭 POWER of SONG 楽天 LIVE 勝者ライブ
6/2 15:25〜15:45
楽天 LIVEアプリの動画配信で勝ち上がったミ
ュージシャンが横浜開港祭当日熱唱します
楽天 LIVEアプリはこちら➡
楽天 LIVEアプリ
app store QRコード
※時間が前後することがございます。
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ROAD to 横浜開港祭 POWER of SONG よこはま歌うま選手権 by パセラリゾーツ
6/2 15:55〜16:35
第38回横浜開港祭 ROAD to 横浜開港祭のコ
ンテンツの1つよこはま歌うま選手権、事前募集
で集まった多くの方々が厳粛に審査をされ選考
された小中高大学生５名が1枠の '' 優勝 '' を目
指して全力で歌います！！

ROAD to 横浜開港祭 開港160周年記念スペシャルステージライブ
6/2 16:40〜18:05
SEAMO、TEE、TiA がクライマックスとして38回目の開港祭・開港160周年を来
場者と共に祝い横浜開港祭を盛り上げます。

SEAMO

TEE

TiA

横浜開港祭実行委員長挨拶
6/2 18:25〜18:35
横浜開港祭実行委員長より横浜開港祭につい
てのご挨拶をします。

横浜銀行 ドリーム・オブ・ハーモニー
6/2 18:35〜19:20
横浜開港祭の目玉ともいえるドリーム・オブ・ハ
ーモニー。一般公募で集まった約600人の横浜
市民が臨港パーク内の特設ステージで海をバッ
クに大合唱致します。目の前での合唱をご覧下
さい。

第38回横浜開港祭ステージコンテンツのテーマ
「ROAD To 横浜開港祭」
歴代繋がれてきました横浜開港祭は横浜市行政、様々な企業や団体、市民の
方々のお力をお借りし多くのコンテンツが生まれ継承されてきました、本年のス
テージコンテンツは継承頂きましたコンテンツの一部継続と共に新たなコンテ
ンツを立ち上げました、
「ROAD to 横浜開港祭」市民が、横浜愛のある方が、横
浜で努力されている方が横浜開港祭の特設ステージ出演を目指し様々なコンテ
ンツに参加し夢が叶った方が横浜開港祭から羽ばたいて行く！！
横浜は159年前に開港し人口482人だった小さな村が人口373万人を有する大
都市になりました、この間多くのカルチャーがこの横浜港から入り日本全国に
広がっていきました、間もなく開港160周年を迎える今横浜港の誕生祭で新た
なカルチャーを市民が創り今度は横浜港から世界へ出て行く！！正に世界に誇
れる港の誕生祭になります。
※時間が前後することがございます。

16
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両日 ステージイベント
ROAD to 横浜開港祭 CHEER TEAM LIVE
6/1 16:40〜17:45 6/2 13:40〜14:40
第38回横浜開港祭 ROAD to 横浜開港祭のコンテンツの1つ CHEER TEAM
LIVE、本年の ROAD to 横浜開港祭の全てのコンテンツに出場された出場者の
方々をLIVEを通して応援します。

Gateway Yokohama Stage
6/1 12:30〜18:00 6/2 12:30〜17:10（両日とも潮入りの池ステージ）
横浜開港祭のテーマである「みんなでつくるみ
なとのみらい」を周知するために、地元横浜を活
動拠点としているアーティストや市民団体によ
るライブ演奏、ダンス、合唱、お笑いなどのパフ
ォーマンスを老若男女、多種多様な出演者が横
浜開港祭を盛り上げます。

臨港パーク内及び関係各所
株式会社テレコムプレゼンツ

横浜開港祭検定スタンプラリー
6/1 10:00〜17:00 6/2 10:00〜16:00
臨港パーク内と周辺会場でスタンプラリーを開
催します。今回は横浜にまつわるクイズを各ポ
イントで解いてもらいながら、親子で楽しめるス
タンプラリーです。
※スタンプラリーポイントは、6月1日は16時頃
まで、6月2日は15時頃までとなります。

ਲഠड़شफ़ॽॵॡই॓ش
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大和ハウス工業株式会社プレゼンツ

ゴミ分別エコステーション
6/1・2 10:00〜21:00
横浜開港祭で出たゴミを環境に即した処理に対
応する為、9種類のゴミ分別を市民の方々にご
協力を頂き、綺麗な街横浜を保ちたいと考えて
おります。
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横浜開港祭ストリート
インフォメーションブース
横浜開港祭の事なら何でも私たちに聞いて下さい。
1

原鉄道模型博物館

検索

http://www.hara-mrm.com/

祝・第 38 回横浜開港祭
東亜建設工業プレゼンツ

ハートに沁みる開港祭！

わくわく！海で働く特殊車両展示

第 32 回横浜開港祭企画運営委員会

6/1 10:00〜17:00 6/2 10:00〜15:00
子どもを主な対象として、海で働く特殊車両展
示や、操作体験、海の仕事の紹介を行い、普段
は中々見ることの出来ない特殊車両や接する事
のない海の仕事に触れてもらい、海のすごさを
実感してもらうと同時に、海の仕事に興味をも
ってもらい「わくわく」を提供します。

実行委員長 関
2

委 員 長 中村
副委員長 小堀

横浜開港祭ストリート

健悟
倫

運営幹事 石井

泰彦

委

員 成重

崇宏

会計幹事 榎本進一郎

委

員 福島

潔

小 幹 事 大久保利嗣

委

員 堀川

尚

小 幹 事 小酒井宏行

委

員 三田

良貴

副委員長 田中

太郎

副委員長 森

大樹

小 幹 事 中根

幹人

委

員 森部

花子

総括幹事 山口

達也

委

丈晴

委

員 吉田

滋一

員 金刺

6/1・2 10:00〜18:00
臨港パークメインエントランスで横浜発祥の物
をまとめた横浜開港新聞を配布します。

京急電鉄プレゼンツ

3

MIRAI Designing

6/1 11:00-17:00 6/2 11:00-14:00
横浜開港祭ストリートに大きなキャンパスを準
備し、本年度のオフィシャルアートワークを描
いたアーティト「KensukeTakahashi（高橋憲
助）
」が、横浜開港祭でライブペインティングを
行います。ライブで描かれるアートが刻一刻と
変化していきます。２日間で完成に至る過程も
含めてお楽しみください。
@kensuketakahashi1977.art
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一夫

4
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ランド エ リア
三井不動産レジデンシャル・原鉄道模型博物館 プレゼンツ

第6回チビッ子ミニ駅伝2019
6/1 7:30〜12:00
市内在学中の小学生を対象にした駅伝大会。
レースを通して、タスキの重さ、責任感や達成感
を体感してもらいます。合計100組のちびっ子
ランナーが友情の絆で結ばれたタスキをつなぎ
横浜港を駆け抜けます。
（事前応募者のみ）

1

横浜開港喫茶
6/1・2 10:00〜21:00
世界でも有数の横浜港を望む臨港パークで開
催される開港祭を楽しんで頂く為にも、軽食や
飲み物を提供しながら様々なコンテンツや時間
を楽しんで頂き、また横浜、横浜開港祭に来た
いという気持ちになって頂きます。

祝
横浜 J C
政治連盟

ミニ四駆 MMグランプリ
6/1 10:00〜18:00 6/2 10:00〜15:00
国立大ホール海側にコースを敷き、子供も大人
も楽しめるミニ四駆会場を作ります。過去に頓
挫してしまった横浜での F1レース開催をもう一
度チャレンジする為のきっかけ作りを行うコン
テンツです。

2

応急救護（心肺蘇生とAED 体験）
6/1 10:00〜18:00 6/2 10:00〜15:00
開港祭に訪れた方を対象とした応急救護
（心肺
蘇生法とAED の利用方法）を学び体験するブ
ース。日常生活であまり接点のない応急救護で
すが、突然のアクシデントに対応出来る様な経
験をしてもらいます。

横浜開港祭フラッシュモブ

3

4

6/2 10:00〜14:00
開港160周年を盛大にお祝いす
る横浜開港祭の会場内で突然
行われるフラッシュモブ。皆さん
に「驚き」と「感動」
「 笑顔」をお
届けします。
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スマートモデューロ
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給排水・衛生・空調・防災・電気設備・設計・施工
http://aquatech6015.jimdo.com/
26
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ぷかり桟橋エリア
『たかしまⅡ』乗船会

1

6/1・2 ①10:30〜11:30 ②12:30〜13:30
③14:30〜15:30
国土交通省所有船『たかしまⅡ』による横浜港内を一覧す
る見学クルージング。
※事前公募。乗船を希望される方は必ずご本人が受付にい
らしてください
（無料、1日3便、1便28名）

ロサ・アルバ横浜湾港内クルーズ

2

6/1・2 ①11:00〜11:45 ②13:00〜13:45
③15:00〜15:45
京浜フェリーボート所有の観光船ロサ・アルバを利用した
乗船会を開催します。横浜港港内を遊覧し、海上及び運
河を利用した乗船会と致します。
※臨港パーク内チケットセンターにて500円 / 人（小学生以
上）
で販売

遠方エリア
◆大桟橋

海で働く船
（ゆうぎり型護衛艦）
の見学会
6/1 13:00〜16:00（15:30受付終了）
6/2 10:00〜16:00（15:30受付終了）

3

普段はなかなか見ることの出来ない海上自衛隊護衛艦
の船内や、接することの少ない自衛隊の仕事を紹介し、
触れてもらうことで海での仕事に興味をもってもうらう
きっかけになってもらい、海のすごさや、すばらしさなど
を身近に感じてもらえる企画を行います。受付時間にご
注意下さい。

◆日本丸 メモリアルパーク内

SUP 体験

4

6/1・2 9:15〜15:45
最近注目の SUPを体験することで、海をより身近に感じ
自然の素晴らしさとスポーツの良さを深く体感します。
※日本丸メモリアルパーク内受付テントにて500円 / 人で販売
※当日8：50より先着順にチケットを販売します。
※対象：小学生以上

高度な総合ビルメンテナンスのノウハウで、
快適な都市環境を創造します。

シーカヤック体験
6/1・2 9:30〜16:00
子ども達を対象とした乗船体験を行い、シーカヤックとい
う海面を近く感じる乗り物に乗り、より身近に海を実感
する楽しさを提供します。陸上にて講義の後、インストラ
クターと併走します。

5

快適環境創造企業 創立60年
ISO9001：2000認証取得（平成14年）
プライバシーマーク認証取得
（平成22年）
ISO14001：2004認証取得（平成23年）

三洋装備株式会社
代表取締役

本社 〒231-0013 横浜市中区住吉町2丁目22番地（松栄関内ビル5F）

※日本丸メモリアルパーク内受付テントにて500円 / 人（保
険料）
で販売
※当日9：00より先着順にチケットを販売します。
※対象：小学生以上
（身長125cm 以上）
・親子二人乗り
（小学生以上（身長125cm 以上）
）
も可

TEL.045-681-8821㈹ FAX.045-681-8816

水陸両用バス“スカイダック横浜 ” 乗車会
6/1 10:00〜17:00（14便運行）
6/2 11:00〜17:00（11便運行）

6

2016年に開始された横浜での水陸両用バスの乗船会を
行います。みなとみらい地区の陸上と海上を遊覧します。
※当日9：00より先着順にチケットを販売します。
※日本丸メモリアルパーク内受付テントにて小人（小学生）
1,000円 / 人、大人
（中学生以上）2,000円 / 人で販売

28

菅 生 龍太郎

29

マリン エリア
アクアボード・フライングショー
6/1 12:15〜12:40
JABA 日本アクアボード協会所属のプロライダ
ーによるアクロバティックな空中ショーを披露
します。TVでおなじみの「水圧で空を飛ぶ」が
目の前で繰り広げられる様はまさに圧巻です。

1

株式会社創社プレゼンツ スーパーキッズ体験操船会

6/1 ①9:00〜12:00 ②13:00〜16:00 6/2 ①8:30〜11:00
次世代を担う小学生以上以上の子どもを対象と
した船外機
（エンジン）
付ゴムボートの操縦体験
を行います。ボートの操縦といった日頃経験出
来ない乗り物に乗り、操縦する楽しさを体感し
て頂きます。
※臨港パーク内チケットセンターにて200円 /
人で販売
※当日先着順にチケットを販売します
※ライフジャケットが切れない方は乗船できません

2
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TEL:045-222-6500㻌 hƩp://coleƩemare-yokohama.com/

移動タッチプール アクアマリンふくしま

6/1 10:00〜17:00
6/2 10:00〜15:00

3
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公益財団法人ふくしま海洋科学館で所有するト
ラック式移動水族館をお呼びして、横浜の子ど
も達に魚と触れ合う機会を設け海を身近に感じ
てもらいます。

JVVR[DCD[PKV[UJQR

官公庁艇パレード
6/2 12:00〜13:20
横浜港で活躍する官公庁艇船舶 11艇による舟
艇並びにその活躍の紹介とパレードを開催しま
す。また、海難救助をテーマとした公開訓練も
実施します。

4

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社プレゼンツ ビームスペクタクルinハーバー

6/2 19:20〜20:00
横浜に関連づけた音楽に合わせ光と音とアクア
ジェットと花火を融合させ開港160周年を盛大
にお祝いします。
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潮 入 り の 池 ランド エ リア
株式会社キクシマプレゼンツ スポーツ教室

6/1 10:00〜18:00 6/2 10:00〜17:00
開港160周年の年にさまざまなスポーツを体験
し興味を持ってもらい、2019年ラクビーワール
ドカップ、2020年オリンピック・パラリンピック
と続く大イベントに関心を持ち次世代の子供達
がオリンピック・パラリンピックをめざすきっか
けにして頂けます。

日天株式会社プレゼンツ

横浜キャンパス・単位制キャンパス横浜・横浜青葉キャンパス
1
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〒220-0021
単位制キャンパス横浜

〒231-0063

横浜青葉キャンパス

〒225-0003 神奈川県横浜市青葉区新石川 2-5-5

エコキッズパーク

6/1 10:00〜18:00 6/2 10:00〜17:00
各会場にブースを設置して地球温暖化対策推
進協議会の加盟10団体に子ども達にエコにつ
いて深く学べる物作りを体験してもらいます。

2

Seabin
6/1 9:00〜17:00 6/2 10:00〜15:00
海洋汚染防止のためのプラスチック自動回収装
置であるシービンを、臨港パークから近い海上
へ設置を行い、多くの子ども達と一緒に集まっ
たゴミの回収の体験を行います

yh 株式会社プレゼンツ

3

横浜開港祭キッズ★プレイランド

6/1 10:00〜18:00 6/2 10:00〜17:00
◆逆バンジー

4

1in1ジャンプゾーン、逆バンジーで子どもが遊
べる遊具を配置します。最大7m の大ジャンプ
といった他に類をみないインパクトで集客性、
話題性を提供します。
（1名1,000円）

◆バンパーボート
ハンドル操舵可能なバッテリー駆動のボートで
す。バンパーアクアボートは小さな子どもでも簡
単に操作する事が出来ます。電動モーターなの
で水も汚しません。
（1名600円）
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第38回

祭親善大使・小学生親善大使
横浜開港

祝

第 38 回横浜開港祭

第 34 回横浜開港祭
実行委員会 実行委員長 殿内 崇生
企画運営委員会
委 員 長
三井 寿浩
副委員長 村山 英広

会計幹事 中村

誠

委 員

副委員長 松尾

書記幹事 井村 正広

笹田 一成 金

到

小幹事

下田 秀弥

小幹事

細羽

誠

総括幹事 海老名 毅

小幹事

尾田

塁

運営幹事 志田 和也

小幹事

山口 智照

副委員長 平田 洋介

伊月 瑠南

大竹 杏奈

大森 千歳

Carla Willmes

小林 櫻子

小林 真未

齋藤 千歩

釣谷 珠美

中山 千永子

宮下 遥奈

羽生 みな美

長谷川 奈央

大泉 詩織里

北川 海仁

玉井 美妃

千葉 芽生
第38回
横浜開港祭は
協賛企業の皆様の
ご協力によって
支えられています。

東山 穂香

吉野 暁歩

菅野 響子
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淳照

永田 泰久 羽田野宗賢
渡部 真吾 川村 徹也
大久保利嗣 川内 康生

䡚ᶓ䛸ඹ 40anniversary䡚
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www.motomachi-kitamura.com
0120 -808089
モバイル版オンラインショップ
http://www.e-kitamura.jp/m/
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株式会社テレコムプレゼンツ

ス タン プ ラリ ー
スタンプラリー開催時間
6 月 1 日 10:00 〜 17:00 6 月 2 日 10:00 〜 16:00
スタンプラリーポイントは 6 月 1 日は 16 時頃まで、
6 月 2 日は 15 時頃までとなります

コスモワールド

SDGｓパーク

ぷかり桟橋エリア

スポーツ教室内

丘の上キッチンカーエリア

潮入りエリア太鼓橋横

横浜開港祭ストリート内
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